
京王線

都心から山まで一直線に行けます。

大学が多く学生に人気の京王線。新宿から 20 分圏内は家賃が高
めとなっていますが、シングル向け物件が多く、初めてひとり暮
らしをする学生のお部屋探しがしやすい沿線です。

「東京スタジアム」( 飛田給駅 ) は、FC 東京と東京ヴェルディのホー
ムスタジアムです。
また、多摩丘陵の地形と自然を活かした「多摩動物公園」のある
多摩動物公園駅や、気軽に登山が楽しめる「高尾山」へ一本で行
けるなどのアクセスの良さがあります。

※　　 の数字は「新宿駅」から、おおよその乗車時間を表しています。
※　乗り換え時間は含みません。
※　ラッシュ時は表記分数より時間がかかります。
※　駅・乗車時間のデータは 2021 年 10 月のものです。

00

受付時間 10:00 ～ 18:00
定休日︓水曜日（4 月 -12 月）・年末年始ヘヤギメ︕学生サポート

0120-39-0020
E-mai l  :  gakusei@sf i t .co. jp
URL :  ht tp: / / tokyo-hi tor igurashi .com
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ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

新宿 初台 幡ヶ谷 笹塚 代田橋 明大前

駅　　名：幡ヶ谷駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1987 年 10月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 11.66 ㎡

設　　備：洗濯機置場 【バルコニー】・電気コンロ

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー　　　　　

備　　考：駐輪場有

           

　　　　　

オート
ロック

京王線

50,000円（管理費 2,500 円）

駅　　名：初台駅　徒歩５分　／　幡ヶ谷駅　徒歩７分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2003 年３月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 15.00 ㎡

設　　備： IHクッキングヒーター・クローゼット・都市ガス

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：小田急小田原線　参宮橋駅　徒歩 17分

アパート 57,000円（管理費 なし）

駅　　名：幡ヶ谷駅　徒歩７分　

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1992 年 7月

構　　造：鉄骨造 4階建　2階部分

専有面積： 16.20 ㎡

設　　備：外面タイル張り・ガスコンロ・洗面台

　　　　   エアコン・フローリング・光ファイバー

 　CATV・都市ガス・バルコニー・給湯

マンション 57,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：新宿駅　徒歩 15分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2000 年 1月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 17.01 ㎡

設　　備：防犯シャッター・収納・給湯・都市ガス

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有 【バイク置場有】

           

アパート 60,000円（管理費 なし）

オート
ロック

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上 バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

　家賃　5.1　～　6.0 万円　以内

2 階以上室内洗濯
機置場

バス
トイレ別

アパート

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

オート
ロック

2 階以上



ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

新宿 初台 幡ヶ谷 笹塚 代田橋 明大前

駅　　名：幡ヶ谷駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1992 年４月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 5階建　3階部分

専有面積： 16.34 ㎡

設　　備：収納スペース・シューズボックス・オートロック

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー　　　　　

備　　考：分譲タイプ

　　　　　

室内洗濯
機置場

京王線

マンション 65,000円（管理費 なし）

駅　　名：新宿駅　徒歩 13分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1996 年 3月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建　地下 1階 4階部分

専有面積： 13.30 ㎡

設　　備：常時ゴミだし可・洗濯機置場 【バルコニー】

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考： JR総武・中央緩行線　大久保駅　徒歩 9分

 　都営大江戸線　新宿西口駅　徒歩 9分

　　　　　 

マンション 66,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：幡ヶ谷駅　徒歩 3分　/　初台駅　徒歩 13分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2007 年 6月

構　　造：木造 3階建　2階部分

専有面積： 15.87 ㎡

設　　備： TVモニターホン・バルコニー・都市ガス

　　　　   エアコン・フローリング・光ファイバー

 　給湯・バストイレ別・冷蔵庫・室内洗濯機置場

アパート 67,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：初台駅　徒歩 7分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1983 年 1月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建　地下 1階 9階部分

専有面積： 26.24 ㎡

設　　備： エアコン・フローリング・エレベーター・

　　　　　　 照明器具・電気コンロ・室内洗濯機置場・光ファイバー

備　　考： 外観タイル張り・分譲賃貸マンション

   都営大江戸線　西新宿五丁目駅　徒歩 8分／都庁前駅　徒歩 15分

マンション 69,000円（管理費 なし）

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上バス
トイレ別

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

バス
トイレ別

　家賃　6.1　～　7.0 万円　以内

オート
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2 階以上 オート
ロック 2 階以上

オート
ロック



ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

新宿 初台 幡ヶ谷 笹塚 代田橋 明大前

駅　　名：幡ヶ谷駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1994 年 4月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 24.80 ㎡

設　　備：クローゼット・TVモニターホン

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー　　　　　

備　　考：角部屋・ 3面採光

           

　　　　　

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

京王線

70,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：新宿駅　徒歩 14分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1998 年 2月

構　　造：鉄筋コンクリート造 4階建　4階部分

専有面積： 18.13 ㎡

設　　備：宅配 BOX・エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有・外観タイル張り・分譲賃貸マンション　

　　　　　 都営大江戸線　新宿西口駅　徒歩 9分

70,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：幡ヶ谷駅　徒歩 6分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2014 年 8月

構　　造：軽量鉄骨造 3階建　1階部分

専有面積： 22.25 ㎡

設　　備：洗面台・ IHクッキングヒーター・TVモニターホン

　　　　   オートロック・バストイレ別・ エアコン

           フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有・角部屋

           

78,000円（管理費 なし）

駅　　名：初台駅　徒歩 6分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1998 年 6月

構　　造：鉄筋コンクリート造 11階建　5階部分

専有面積： 21.17 ㎡

設　　備：浴室乾燥機・温水洗浄便座・ 1口ガスコンロ

 　TVモニターホン・宅配 BOX・収納

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有・分譲賃貸マンション・南東向き

マンション 79,000円（管理費 なし）

バス
トイレ別

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

　家賃　7.1　～　8.0 万円　以内

アパート

2 階以上

マンション

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

アパート

2 階以上オート
ロック

バス
トイレ別



ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

駅　　名：笹塚駅　徒歩 8分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1991 年 3月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 14.26 ㎡

設　　備： IHクッキングヒーター・洗濯機置場 【バルコニー】

　　　　　 ロフト・収納・シューズボックス・エアコン

　　　　　フローリング・光ファイバー　　　　　

備　　考：駐輪場

　　　　　

京王線

50,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：笹塚駅　徒歩 5分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1985 年１月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート 5造階建　5階部分

専有面積： 18.32 ㎡

設　　備：電気コンロ・収納・バルコニー

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場・ 2面採光

54,000円（管理費 4,000 円）

駅　　名：明大前駅　徒歩 10分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2012 年 10月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 9.32 ㎡

設　　備： TVモニターホン・オートロック・ロフト

           温水洗浄便座・シャワールーム・ 1口ガスコンロ

　　　　   エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有

55,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：代田橋駅　徒歩 8分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1981 年 12月

構　　造：軽量鉄骨造 2階建　2階部分

専有面積： 21.12 ㎡

設　　備：バストイレ別・温水洗浄便座・室内洗濯機置場

　　　　　 ガスキッチン・エアコン・フローリング

　　　　　 収納・　光ファイバー

備　　考：駐輪場有 【バイク置場有】・ペット可

アパート 58,000円（管理費 なし）

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上 室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

　家賃　5.1　～　6.0 万円　以内

笹塚 代田橋 明大前 下高井戸 桜上水 上北沢

アパート

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

マンション

2 階以上

アパート

室内洗濯
機置場

バス
トイレ別

オート
ロック

バス
トイレ別

オート
ロック



ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

駅　　名：明大前駅　徒歩 7分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1990 年 1月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建　8階部分

専有面積： 15.37 ㎡

設　　備： IHクッキングヒーター・室内洗濯機置場・収納

　　　　　 シューズボックス・デスク・食器棚・バルコニー

　　　　   エアコン・フローリング・光ファイバー　　　　　

備　　考：分譲賃貸マンション・駐輪場・南向き　

        

　　　　　

オート
ロック

室内洗濯
機置場

京王線

マンション 55,000円（管理費 7,000 円）

駅　　名：明大前駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1993 年 1月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 20.50 ㎡

設　　備：バストイレ別・洗濯機置場 【バルコニー】

           ガスキッチン・収納・シューズボックス・

           エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有・角部屋・ 2面採光・南向き　

アパート 59,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：笹塚駅　徒歩 3分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 2ヶ月

築 年 月： 2000 年 2月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造階建　階部分

専有面積： 18.60 ㎡

設　　備：宅配 BOX・ TVモニターホン・オートロック 

　　　　   室内洗濯機置場・ガスキッチン・バルコニー 

　　　　　 収納・エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：分譲賃貸マンション

マンション 59,800円（管理費 9,800 円）

駅　　名：代田橋駅　徒歩 2分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1996 年 1月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 18.00 ㎡

設　　備：バストイレ別・ 2ガスコンロ・室内洗濯機置場

　　　　　 収納・シューズボックス・エアコン・フローリング

　　　     出窓・光ファイバー

備　　考：駐輪場有・角部屋・ 2面採光

アパート 67,000 円（管理費 なし）

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上 室内洗濯
機置場

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

　家賃　6.1　～　7.0 万円　以内

笹塚 代田橋 明大前 下高井戸 桜上水 上北沢

2 階以上
バス
トイレ別

バス
トイレ別

オート
ロック

バス
トイレ別

2 階以上オート
ロック
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駅　　名：明大前駅　徒歩 2分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1996 年 10月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 9階建　6階部分

専有面積： 20.16 ㎡

設　　備：宅配 BOX・ TVモニターホン・浴室乾燥機

　　　　　 温水洗浄便座・ 2口 IHコンロ・バルコニー

　　　　　 収納・エアコン・フローリング・光ファイバー　　　　　

備　　考：分譲賃貸マンション・駐輪場有・南東向き

           

　　　　　

京王線

マンション 69,500円（管理費 8 ,500 円）

駅　　名：笹塚駅　徒歩 3分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2003 年 9月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 15階建　2階部分

専有面積： 16.53 ㎡

設　　備：宅配 BOX・オートロック・浴室乾燥機

　         2 口ガスコンロ・収納・バルコニー　　　　

           エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：分譲賃貸マンション・駐輪場有

70,000 円（管理費 9,000 円）

駅　　名：代田橋駅　徒歩 5分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1997 年 3月

構　　造：鉄筋コンクリート造 3階建　2階部分

専有面積： 22.52 ㎡

設　　備：オートロック・バストイレ別・室内洗濯機置場

　　　　   1 口ガスコンロ・エアコン・フローリング・収納

           シューズボックス・バルコニー・光ファイバー

備　　考：駐輪場有・南向き

駅　　名：笹塚駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1989 年 1月

構　　造：軽量鉄骨造 2階建　2階部分

専有面積： 23.77 ㎡

設　　備：独立洗面台・ガスキッチン・バストイレ別

　　　     室内洗濯機置場・収納・シューズボックス

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有・南向き

アパート 73,000 円（管理費 2,000 円）

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

　家賃　7.1　～　8.0 万円　以内

笹塚 代田橋 明大前 下高井戸 桜上水 上北沢

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

マンション

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

マンション 74,000 円（管理費 5,500 円）

バス
トイレ別

2 階以上
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下高井戸

　家賃　～　5.0 万円　以内

桜上水 上北沢 八幡山 芦花公園 千歳烏山

駅　　名：上北沢駅　徒歩 7分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1990 年 5月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 12.96 ㎡

設　　備： IHコンロ・収納・洗濯機置場 【玄関】

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー　　　　　

備　　考：駐輪場有・南向き・角部屋 2面採光

           

　　　　　

オート
ロック

2 階以上

京王線

41,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：下高井戸駅　徒歩 7分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1986 年 2月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 15.00 ㎡

設　　備： IHクッキングヒーター・収納・都市ガス

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：東急世田谷線　松原駅　徒歩 4分

アパート 45,000円（管理費 なし）

駅　　名：桜上水駅　徒歩 5分　／　上北沢駅　徒歩 5分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1988 年 4月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 19.06 ㎡

設　　備：追い焚き機能・浴室乾燥機・シャッター雨戸

　　　　   エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有 【バイク置場有】・角部屋

           

48,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：八幡山駅　徒歩 14分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1998 年 3月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 18.59 ㎡

設　　備： B･T 別・ガスコンロ・収納スペース・火災報知機

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場 【無料】・角部屋・最上階

           

アパート 50,000円（管理費 なし）

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

室内洗濯
機置場

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

アパート

アパート

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上 バス
トイレ別

オート
ロック

2 階以上
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駅　　名：上北沢駅　徒歩 15分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1994 年 8月

構　　造：軽量鉄骨造 2階建　1階部分

専有面積： 18.36 ㎡

設　　備：ガスキッチン・TVモニターホン・収納

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー　　　　　

備　　考：駐輪場有・南向き・角部屋 2面採光

           

　　　　　

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

京王線

49,000円（管理費 2,500 円）

駅　　名：八幡山駅　徒歩 8分　／　桜上水駅　徒歩 15分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2001 年 3月

構　　造：木造 2階建　地下 2階 1階部分

専有面積： 18.50 ㎡

設　　備：収納・都市ガス・給湯・洗濯機置場 【バルコニー】

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：角部屋・最上階

　　　　　 

アパート 49,000円（管理費 6,000 円）

駅　　名：桜上水駅　徒歩 5分　／　下高井戸駅　徒歩 8分　

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1994 年 1月

構　　造：鉄骨造 2階建　1階部分

専有面積： 20.04 ㎡

設　　備：常時ゴミだし可・電気コンロ・クローゼット

　　　　   エアコン・フローリング・光ファイバー

 　シューズボックス・クッションフロア

備　　考：駐輪場・バイク置場有 【有料】・外観タイル張り

           

マンション 60,000 円（管理費 なし）

駅　　名：明大前駅　徒歩 5分　／　下高井戸駅　徒歩 7分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1993 年 1月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 15.96 ㎡

設　　備：ロフト・収納・電気コンロ

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有 【無料】・角部屋 2面採光

           

アパート 51,000円（管理費 2,000 円）

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上 バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

　家賃　5.1　～　6.0 万円　以内

下高井戸 桜上水 上北沢 八幡山 芦花公園 千歳烏山

アパート

バス
トイレ別
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駅　　名：芦花公園駅　徒歩 7分　／　千歳烏山駅　徒歩 14分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1990 年 12月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 20.00 ㎡

設　　備：バストイレ同室・ガスコンロ・収納スペース

 　シューズボックス・給湯・都市ガス・エアコン

　　　　　 フローリング・光ファイバー　　　　　

備　　考：南向き

           　　　　　

オート
ロック

2 階以上

京王線

55,000円（管理費 なし）

駅　　名：つつじヶ丘駅　徒歩 10分　／　

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1985 年 10月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　1階部分

専有面積： 30.10 ㎡

設　　備：システムキッチン・TVモニターホン・収納

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有・バイク置場有・駐車場有 【有料】

　　　　　 分譲賃貸マンション・外観タイル張り

アパート 55,000円（管理費 なし）

駅　　名：千歳烏山駅　徒歩 5分　

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0.5 ヶ月

築 年 月： 1993 年 9月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 19.83 ㎡

設　　備：バストイレ別・シャワー・洗面台・収納

 　ガスコンロ・室内洗濯機置場・都市ガス

　　　　   エアコン・フローリング・光ファイバー

59,000円（管理費 なし）

駅　　名：仙川駅　徒歩 6分　／　つつじヶ丘駅　徒歩 15分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1992 年 3月

構　　造：鉄筋コンクリート造 3階建　1階部分

専有面積： 21.50 ㎡

設　　備：ガスコンロ・収納スペース・シューズボックス

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有・外観タイル張り・角部屋

 　洗濯機置場 【バルコニー】           

アパート 60,000円（管理費 なし）

バス
トイレ別

オート
ロック

2 階以上

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上 オート
ロック

2 階以上バス
トイレ別

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

　家賃　5.1　～　6.0 万円　以内

芦花公園 千歳烏山 仙川 つつじヶ丘 柴崎 国領

マンション

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

マンション

室内洗濯
機置場

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場
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駅　　名：布田駅　徒歩 5分　／　調布駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2015 年 4月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 17.26 ㎡

設　　備： IHクッキングヒーター・収納・室内物干し

　　　　　 TVモニターホン・ガスコンロ・ロフト

 　エアコン・フローリング・光ファイバー　　　　　

備　　考：ペット相談可・最上階

           

　　　　　

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

京王線

53,000 円（管理費 2,000 円）

駅　　名：柴崎駅　徒歩 5分　／　国領駅　徒歩 13分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1992 年 2月

構　　造：軽量鉄骨造 2階建　2階部分

専有面積： 27.00 ㎡

設　　備：クローゼット・シューズボックス・都市ガス

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：バイク置場有・角部屋

　　　　　 

アパート 55,000 円（管理費 1,000 円）

駅　　名：調布駅　徒歩 5分　／　西調布駅　徒歩 15分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1990 年 9月

構　　造：鉄骨造 3階建　2階部分

専有面積： 19.25 ㎡

設　　備：洗面台・電気コンロ・クローゼット

　　　　   エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有 【無料】・洗濯機置場 【バルコニー】

           京王相模原線　京王多摩川駅　徒歩 15分

マンション 55,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：国領駅　徒歩 10分　

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1998 年 4月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 25.00 ㎡

設　　備：ウォシュレット・ガスキッチン・収納

 　エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：駐輪場有・バイク置場有

 　南向き・ペット可

 　

           

アパート 55,000 円（管理費 3,000 円）

オート
ロック

2 階以上

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上バス
トイレ別

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

　家賃　5.1　～　6.0 万円　以内

柴崎 国領 布田 調布 西調布 飛田給

アパート

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上オート
ロック

室内洗濯
機置場
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駅　　名：東府中駅　徒歩 4分　／　多磨霊園駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1994 年 2月

構　　造：鉄骨造 3階建　2階部分

専有面積： 16.47 ㎡

設　　備：ガスコンロ・収納スペース・都市ガス

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー　　　　　

備　　考：駐輪場有 【無料】

           

　　　　　

オート
ロック

京王線

マンション 43,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：東府中駅　徒歩 4分　／　府中駅　徒歩 19分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1996 年 6月

構　　造：鉄筋コンクリート造 11階建　2階部分

専有面積： 17.29 ㎡

設　　備： IHクッキングヒーター・収納スペース

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：外観ライル張り・分譲賃貸マンション

　　　　　 

43,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：飛田給駅　徒歩 3分　

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1990 年 12月

構　　造：鉄筋コンクリート造 3階建　2階部分

専有面積： 21.06 ㎡

設　　備： IHクッキングヒーター・収納スペース

 　シャワー・洗面台・給湯・都市ガス

　　　　   エアコン・フローリング・光ファイバー

48,000円（管理費 1,000 円）

駅　　名：西調布駅　徒歩 10分　

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1988 年 4月

構　　造：鉄筋コンクリート造 2階建　1階部分

専有面積： 26.68 ㎡

設　　備：室内洗濯機置場・バルコニー

　　　　　 エアコン・フローリング・光ファイバー

備　　考：南向き

アパート 49,000円（管理費 1,000 円）

バス
トイレ別

オート
ロック

2 階以上室内洗濯
機置場

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポートデスク：0120-39-0020）

 

　家賃　4.1　～　5.0 万円　以内

西調布 飛田給 武蔵野台 多磨霊園 東府中 府中

アパート

マンション

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上 オート
ロック

室内洗濯
機置場

バス
トイレ別

オート
ロック

2 階以上


