
東西線

東京を東西へ切り開く路線

名前のとおり、東京を東西に突っ切ります。中野から大手町を通り、
千葉県の浦安、西船橋方面へ伸びます。西葛西より西の千葉方面
で探せば家賃が安めになります。大手町をはじめ他沿線への乗り
換え駅が多数あるので、郊外からの通勤・通学も乗り換え回数が
少なくて便利。その分利用者が多く朝の通勤ラッシュ時はかなり
込み合います。

※　　 の数字は「中野駅」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。
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ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

門前仲町

　家賃　～　7.0 万円　以内

木場 東陽町 南砂町 西葛西 葛西

駅　　名：門前仲町駅　徒歩１３分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1989 年 3月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　5階部分

専有面積： 16.30 ㎡

設　　備：南向き・最上階・ IHコンロ

　　　　　 フローリング・バルコニー・エアコン・駐輪場

備　　考：東京メトロ半蔵門線　清澄白河駅　徒歩８分

　　　　　

東西線

マンション 63,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：門前仲町駅　徒歩１３分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1986 年 2月

構　　造：鉄骨造 4階建　3階部分

専有面積： 18.84 ㎡

設　　備：南向き・角部屋２面採光・オール電化

　　　　　 洗濯機置場・シューズボックス・バルコニー

備　　考：都営大江戸線　清澄白河駅　徒歩 5分　　　　　

マンション 64,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：木場駅　徒歩 6分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1996 年 6月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 20.08 ㎡

設　　備：南向き・TVドアホン・専用庭・ IHコンロ

　　　　　 フローリング・収納・エアコン・光ファイバー

備　　考：駐輪場

　　　　　 

アパート 67,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：門前仲町駅　徒歩 5分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1986 年 3月

構　　造：鉄筋コンクリート造 4階建　2階部分

専有面積： 18.00 ㎡

設　　備：南向き・ IHコンロ・フローリング

　　　　　 エアコン・バルコニー・光ファイバー

備　　考：駐輪場

           

マンション 68,000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

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

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）
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ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

門前仲町

　家賃　7.1 万円　～　8.0 万円　以内

木場 東陽町 南砂町 西葛西 葛西

駅　　名：門前仲町駅　徒歩 8分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1990 年 1月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　2階部分

専有面積： 19.52 ㎡

設　　備：２面採光・オートロック・エレベーター

　　　　　 宅配ボックス・エアコン・収納

　　　　　 コインランドリー・シューズボックス

備　　考：東京メトロ半蔵門線　清澄白河駅　徒歩 9分

          

　　　　　

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

東西線

マンション 65,000円（管理費 10,000 円）

駅　　名：門前仲町駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1998 年 10月

構　　造：鉄筋コンクリート造 8階建　7階部分

専有面積： 19.09 ㎡

設　　備：南東向き・オートロック・宅配ボックス

　　　　　 エレベーター・バルコニー・フローリング

　　　　　 エアコン・収納・シューズボックス

備　　考：ＪＲ京葉線　絵中島駅　徒歩 1分

　　　　　

マンション 70,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：木場駅　徒歩 7分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2006 年 2月

構　　造：鉄骨造 4階建　1階部分

専有面積： 20.01 ㎡

設　　備：オートロック・宅配ボックス・角部屋２面採光

　　　　　 独立洗面台・フローリング・バルコニー・収納

備　　考：駐輪場

           

マンション 75,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：木場駅　徒歩 7分

敷　　金： 2ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2003 年 10月

構　　造：木造 3階建　3階部分

専有面積： 30.38 ㎡

設　　備：南向き・角部屋２面採光・ IHコンロ

　　　　　 温水洗浄便座・フローリング・エアコン・収納

　　　　　 バルコニー・シューズボックス・光ファイバー

           

アパート 78,000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

2 階以上 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）
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ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

門前仲町

　家賃　8.1 万円　～　9.0 万円　以内

木場 東陽町 南砂町 西葛西 葛西

駅　　名：門前仲町駅　徒歩 3分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2005 年 3月

構　　造：鉄筋コンクリート造 13階建　4階部分

専有面積： 23.12 ㎡

設　　備：学生限定・オートロック・宅配ボックス

　　　　　 オール電化・フローリング・エアコン

備　　考：駐輪場

           

　　　　　

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

東西線

マンション 74,000円（管理費 9,000 円）

駅　　名：木場駅　徒歩 4分

敷　　金： 2ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2008 年 3月

構　　造：鉄筋コンクリート造 12階建　2階部分

専有面積： 21.00 ㎡

設　　備：オートロック・防犯カメラ・TVドアホン

　　　　　 エレベーター・収納・エアコン

備　　考：駐輪場

　　　　　 

マンション 79,000 円（管理費 6,000 円）

駅　　名：木場駅　徒歩 2分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2019 年 5月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　5階部分

専有面積： 20.23 ㎡

設　　備：南向き・オートロック・TVドアホン

　　　　　 宅配ボックス・浴室乾燥機・フローリング

　　　　　 温水洗浄便座・追焚き・ IＨコンロ

備　　考：駐輪場・最上階・２面採光

           

マンション 86,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：門前仲町駅　徒歩 10分

敷　　金： 2ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2009 年 1月

構　　造：鉄骨造 3階建　1階部分

専有面積： 24.17 ㎡

設　　備：南西向き・オートロック・ IHコンロ・エアコン

　　　　　 独立洗面台・温水洗浄便座・光ファイバー

備　　考：駐輪場・角部屋２面採光

           

マンション 88,000円（管理費 なし）

オート
ロック

2 階以上

室内洗濯
機置場

2 階以上 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）
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ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

東陽町

　家賃　～　7.0 万円　以内

南砂町 西葛西 葛西 浦安 南行徳

駅　　名：東陽町駅　徒歩１４分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1994 年 3月

構　　造：鉄筋コンクリート造 4階建　2階部分

専有面積： 14.75 ㎡

設　　備：南西向き・角部屋 2面採光・ IHコンロ

　　　　　 フローリング・バルコニー・エアコン

備　　考：東京メトロ半蔵門線　住吉駅　徒歩 1８分

　　　　　

東西線

マンション 57,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：南砂町駅　徒歩５分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1989 年１２月

構　　造：鉄筋コンクリート造 4階建　1階部分

専有面積： 16.82 ㎡

設　　備：南向き・ 24時間セキュリティー・洗濯機置場

　　　　　 フローリング・収納・バルコニー・エアコン

　　　　　 光ファイバー　　　　

マンション 59,000円（管理費 4,000 円）

駅　　名：東陽町駅　徒歩 7分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1990 年 6月

構　　造：鉄骨造 5階建　4階部分

専有面積： 20.30 ㎡

設　　備：角部屋２面採光・南向き・ガスコンロ設置可能

　　　　　 フローリング・収納・エアコン・洗濯機置場

　　　　　 バルコニー・光ファイバー

　　　　　 

マンション 60,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：南砂町駅　徒歩 6分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1992 年 9月

構　　造：鉄骨造 4階建　4階部分

専有面積： 23.04 ㎡

設　　備：角部屋２面採光・ガスコンロ・フローリング

　　　　　 エアコン・洗濯機置場・バルコニー・収納

　　　　　 シャワー・光ファイバー

           

マンション 63,000 円（管理費 4,000 円）

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

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

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）
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ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

東陽町

　家賃　7.1 万円　～　8.0 万円　以内

南砂町 西葛西 葛西 浦安 南行徳

駅　　名：南砂町駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2008 年 1月

構　　造：鉄筋コンクリート造 8階建　5階部分

専有面積： 20.39 ㎡

設　　備：オートロック・TVドアホン・宅配ボックス

　　　　　 角部屋・エアコン・収納・浴室乾燥機

　　　　　 温水洗浄便座・光ファイバー

備　　考：駐輪場

          

　　　　　

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

東西線

マンション 68,000円（管理費 8,000 円）

駅　　名：南砂町駅　徒歩 12分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2008 年 3月

構　　造：鉄筋コンクリート造 8階建　8階部分

専有面積： 22.81 ㎡

設　　備：オートロック・TVドアホン・宅配ボックス

　　　　　 浴室乾燥機・２口ガスシステムキッチン

　　　　　 エアコン・収納・フローリング

備　　考：駐輪場・バイク置き場

　　　　　

マンション 70,000円（管理費 10,000 円）

駅　　名：東陽町駅　徒歩 6分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1999 年 7月

構　　造：鉄筋コンクリート造 7階建　6階部分

専有面積： 24.32 ㎡

設　　備：オートロック・宅配ボックス・エレベーター

　　　　　 南向き・フローリング・バルコニー・エアコン

備　　考：分譲賃貸マンション

           

マンション 70,000円（管理費 10,000 円）

駅　　名：東陽町駅　徒歩 13分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2010 年 2月

構　　造：鉄筋コンクリート造 8階建　2階部分

専有面積： 25.03 ㎡

設　　備：南向き・オートロック・TVドアホン

　　　　　 宅配ボックス・独立洗面台・浴室乾燥機

　　　　　 追焚き・ IHコンロ・収納・光ファイバー

備　　考：駐輪場

           

マンション 75,000円（管理費 5,000 円）

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

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

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

2 階以上



ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

東陽町

　家賃　8.1 万円　～　9.0 万円　以内

南砂町 西葛西 葛西 浦安 南行徳

駅　　名：南砂町駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2019 年 8月

構　　造：軽量鉄骨造 3階建　1階部分

専有面積： 27.32 ㎡

設　　備：南向き・防犯用ガラス・ 2口ガスコンロ

　　　　　 独立洗面台・フローリング・エアコン・収納

備　　考：駐輪場・ペット相談可能

           

　　　　　

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

東西線

アパート 80,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：東陽町駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 2ヶ月

築 年 月： 2007 年 4月

構　　造：鉄筋コンクリート造 13階建　12階部分

専有面積： 22.19 ㎡

設　　備：オートロック・宅配ボックス・TVドアホン

　　　　　 エレベーター・温水洗浄便座・浴室乾燥機

　　　　　 ガスシステムキッチン ・エアコン・光ファイバー

　　　　　 

マンション 81,000 円（管理費 8,000 円）

駅　　名：東陽町駅　徒歩 12分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2005 年 6月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 14階建　2階部分

専有面積： 26.81 ㎡

設　　備：オートロック・TVドアホン・防犯カメラ

　　　　　 宅配ボックス・浴室乾燥機・温水洗浄便座

　　　　　 独立洗面台・エアコン・ 2口ガスシステムキッチン

       　　収納・エレベーター    

マンション 81,500 円（管理費 なし）

駅　　名：南砂町駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2011 年 10月

構　　造：鉄筋コンクリート造 7階建　2階部分

専有面積： 26.69 ㎡

設　　備：オートロック・TVドアホン・防犯カメラ

　　　　　 独立洗面台・温水洗浄便座・浴室乾燥機

備　　考：駐輪場・バイク置き場

           

マンション 84,000 円（管理費 なし）

オート
ロック

2 階以上

室内洗濯
機置場

2 階以上 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）

 

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

オート
ロック

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック

バス
トイレ別
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西葛西

　家賃　～　6.0 万円　以内

葛西 浦安 南行徳 行徳 妙典

駅　　名：葛西駅　徒歩１0分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1997 年 2月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 22.48 ㎡

設　　備：南向き・ガスコンロ・収納・防犯カメラ

　　　　　 フローリング・バルコニー・エアコン

備　　考：インターネット使用料無料

　　　　　

東西線

アパート 54,000円（管理費 なし）

駅　　名：西葛西駅　徒歩 14分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1992 年 8月

構　　造：鉄骨造 4階建　4階部分

専有面積： 16.00 ㎡

設　　備：東向き・最上階・電気コンロ・洗濯機置場

　　　　　 フローリング・収納・バルコニー・エアコン

　　　　　 CATV　　　

マンション 55,000円（管理費 なし）

駅　　名：葛西駅　徒歩 15分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1999 年 4月

構　　造：鉄骨造 3階建　3階部分

専有面積： 22.23 ㎡

設　　備：南向き・最上階・オートロック・バストイレ別

　　　　　 フローリング・収納・エアコン・ガスコンロ

　　　　　 バルコニー・光ファイバー

備　　考：駐輪場　　　　　 

マンション 58,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：葛西駅　徒歩 15分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2004 年 12月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 20.00 ㎡

設　　備：角部屋２面採光・追焚き・フローリング

　　　　　 エアコン・室内洗濯機置場・バルコニー・収納

　　　　　 シャワー・光ファイバー

           

アパート 58,000円（管理費 2,000 円）

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

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

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

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

バス
トイレ別
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西葛西

　家賃　6.1 万円　～　7.0 万円　以内

葛西 浦安 南行徳 行徳 妙典

駅　　名：西葛西駅　徒歩 4分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2001 年 3月

構　　造：鉄骨造 3階建　1階部分

専有面積： 23.49 ㎡

設　　備：オートロック・防犯カメラ

　　　　　 温水洗浄便座・エアコン・収納・シャワー

　　　　　 システムキッチン・シューズボックス

　　　　　 バルコニー・ CATV

          

　　　　　

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

東西線

マンション 62,000 円（管理費 4,000 円）

駅　　名：葛西駅　徒歩 6分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2005 年 9月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 13階建　4階部分

専有面積： 23.37 ㎡

設　　備：オートロック・宅配ボックス・角部屋２面採光

　　　　　 出窓・フローリング・エアコン・シャワー

　　　　　 収納・バルコニー・エレベーター

　　　　　

マンション 65,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：葛西駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2010 年 3月

構　　造：軽量鉄骨造 3階建　1階部分

専有面積： 23.80 ㎡

設　　備： TVドアホン・独立洗面台・温水洗浄便座

　　　　　 ガスコンロ・フローリング・エアコン・収納

　　　　　 複層ガラス・バルコニー

備　　考：駐輪場

           

アパート 65,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：西葛西駅　徒歩 3分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2000 年 4月

構　　造：木造サイディングカラーペスト葺 2階建　2階部分

専有面積： 24.80 ㎡

設　　備：南向き・角部屋２面採光・ガスコンロ

　　　　　 フローリング・収納・シャワー

　　　　　 照明器具

           

アパート 66,000円（管理費 1,000 円）

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

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

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

2 階以上
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西葛西

　家賃　7.1 万円　～　8.0 万円　以内

葛西 浦安 南行徳 行徳 妙典

駅　　名：葛西駅　徒歩 10分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2005 年 1月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 28.31 ㎡

設　　備： TVドアホン・バストイレ別・独立洗面台

　　　　　 浴室乾燥機・フローリング・エアコン・シャワー

　　　　　 追焚き・ウォークインクローゼット・バルコニー

備　　考：駐輪場

           

　　　　　

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

東西線

アパート 71,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：西葛西駅　徒歩 5分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1995 年 5月

構　　造：鉄骨造 10階建　3階部分

専有面積： 22.23 ㎡

設　　備：オートロック・ガスコンロ・エレベーター

　　　　　 フローリング・エアコン・シャワー

　　　　　 収納・ CATV・光ファイバー

備　　考：駐輪場・南向き

　　　　　 

マンション 73,000 円（管理費 なし）

駅　　名：西葛西駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2009 年 1月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 25.15 ㎡

設　　備： TVドアホン・温水洗浄便座・独立洗面台

　　　　　 浴室乾燥機・エアコン・ 2口システムキッチン

　　　　　 フローリング・シャワー・収納

備　　考：駐輪場・インターネット使用料無料     　　 

アパート 73,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：葛西駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2016 年 1月

構　　造：鉄骨造 2階建　1階部分

専有面積： 24.84 ㎡

設　　備：オートロック・TVドアホン・宅配ボックス

　　　　　 独立洗面台・温水洗浄便座・浴室乾燥機

　　　　　 エアコン・収納・ベッドスペース

備　　考：駐輪場・インターネット使用料無料

           

マンション 75,000円（管理費 5,000 円）

オート
ロック

2 階以上

室内洗濯
機置場

2 階以上 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）

 

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

オート
ロック

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック

バス
トイレ別
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浦安

　家賃　～　5.0 万円　以内

南行徳 行徳 妙典 原木中山 西船橋

駅　　名：行徳駅　徒歩 9分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1994 年 6月

構　　造：鉄骨造 4階建　4階部分

専有面積： 18.58 ㎡

設　　備：ガスコンロ・収納・洗濯機置場・エアコン

　　　　　 フローリング・バルコニー・光ファイバー

　　　　　

東西線

マンション 40,000円（管理費 4,000 円）

駅　　名：浦安駅　徒歩 18分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1992 年 12月

構　　造：鉄筋コンクリート造 4階建　1階部分

専有面積： 17.01 ㎡

設　　備：オートロック・エレベーター・エアコン

　　　　　 フローリング・収納・バルコニー・シャワー

　　　　　 BS 端子・光ファイバー　　

マンション 42,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：行徳駅　徒歩 15分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1995 年 2月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 17.05 ㎡

設　　備：北東向き・ロフト付き・バストイレ別・

　　　　　 エアコン・フローリング・収納・電気コンロ

　　　　　

　　　 

アパート 46,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：浦安駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1993 年 4月

構　　造：鉄骨造 4階建　4階部分

専有面積： 16.20 ㎡

設　　備： TVドアホン・最上階・角部屋・エアコン

　　　　　 フローリング・室内洗濯機置場・バルコニー・収納

　　　　　 シャワー・光ファイバー

備　　考：駐輪場、 バイク置き場

           

マンション 50,000 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

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

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

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

バス
トイレ別
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浦安

　家賃　5.1 万円　～　6.0 万円　以内

南行徳 行徳 妙典 原木中山 西船橋

駅　　名：行徳駅　徒歩 11分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1995 年 4月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 19.87 ㎡

設　　備：南西向き・角部屋２面採光・最上階・出窓

　　　　　 バストイレ別・エアコン・収納・シャワー

　　　　　 バルコニー・ CATV

備　　考：駐輪場

          

　　　　　

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

東西線

アパート 49,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：浦安駅　徒歩 8分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1992 年 1月

構　　造：鉄骨造 5階建　3階部分

専有面積： 17.02 ㎡

設　　備：エレベーター・フローリング・エアコン

　　　　　 IH コンロ・シャワー・室内洗濯機置場

　　　　　 収納・バルコニー・ CATV

備　　考：駐輪場、 バイク置き場

　　　　　

マンション 49,000円（管理費 4,000 円）

駅　　名：南行徳駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2005 年 3月

構　　造：鉄骨造 4階建　4階部分

専有面積： 18.70 ㎡

設　　備：オートロック・TVドアホン・防犯カメラ

　　　　　 浴室乾燥機・温水洗浄便座・エアコン・収納

　　　　　 フローリング・ガスコンロ・バルコニー

備　　考：駐輪場

           

マンション 50,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：南行徳駅　徒歩 8分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2009 年 2月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 20.36 ㎡

設　　備：南西向き・ガスシステムキッチン・バストイレ別

　　　　　 フローリング・シャワー・バルコニー・エアコン

　　　　　 シューズボックス・ CATV

           

アパート 55,000 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

2 階以上 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）

 

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

2 階以上
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浦安 南行徳 行徳 妙典 原木中山 西船橋

駅　　名：南行徳駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2005 年 2月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　1階部分

専有面積： 21.00 ㎡

設　　備：オートロック・バストイレ別・エレベーター

　　　　　 ガスシステムキッチン ・フローリング・エアコン

　　　　　 収納・室内洗濯機置場・光ファイバー

           

　　　　　

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

東西線

マンション 58,000 円（管理費 6,000 円）

駅　　名：浦安駅　徒歩 3分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2007 年 6月

構　　造：鉄筋コンクリート造 8階建　4階部分

専有面積： 19.05 ㎡

設　　備：オートロック・エレベーター・角部屋２面採光

　　　　　 フローリング・エアコン・ガスコンロ・シャワー

　　　　　 収納・室内洗濯機置場・バルコニー

備　　考：駐輪場

　　　　　 

マンション 62,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：浦安駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2014 年 2月

構　　造：木造 3階建　2階部分

専有面積： 20.54 ㎡

設　　備：オートロック・TVドアホン・角部屋２面採光

　　　　　 独立洗面台・追焚き・ IH2 口システムキッチン

　　　　　 フローリング・シャワー・収納

備　　考：インターネット使用料無料     　　 

アパート 65,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：行徳駅　徒歩 6分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2019 年 5月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 23.23 ㎡

設　　備： TVドアホン・南西向き・独立洗面台・浴室乾燥機

　　　　　 温水洗浄便座・追焚き・ 2口ガスシステムキッチン

　　　　　 エアコン・収納・シューズボックス

備　　考：駐輪場・角部屋２面採光

           

アパート 68,000 円（管理費 2,000 円）

オート
ロック

2 階以上

室内洗濯
機置場

2 階以上 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）

 

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

オート
ロック

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック

バス
トイレ別

　家賃　6.1 万円　～　7.0 万円　以内


