
都営三田線

住環境に恵まれた街があります。

志村三丁目駅は、ワンルームでの家賃相場が 5.7 万円と板橋区の
なかでも比較的家賃が安く、近くには「セブンタウン小豆沢」と
いうショッピングモールや、「小豆沢公園」という広い公園もあり
住環境がなかなか良いです。近隣の駅では志村坂上や蓮根駅など
もあり、少し移動すれば埼京線の北赤羽駅も利用可能となってい
ます。一人暮らしだけでなくファミリーでも住みやすい場所です。
目黒駅より東急目黒線に乗り入れているので日吉方面へのアクセ
スも便利です。

※　　 の数字は「目黒駅」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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白山

　家賃　　～　6.0 万円　以内

千石 巣鴨 西巣鴨 新板橋 板橋区役所前

駅　　名：白山駅　徒歩 8分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1985 年 1月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　4階部分

専有面積： 13.57 ㎡

設　　備：エアコン・ＣＡＴＶ・シューズボックス

　　　　　 ガスコンロ可

備　　考：東京メトロ南北線　本駒込駅　徒歩 6分

2 階以上

都営三田線

マンション 50,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：白山駅　徒歩 12分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2007 年 3月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 10.96 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・ＣＡＴＶ・フローリング

　　　　　 ガスコンロ・室内洗濯機置場・照明器具

備　　考：駐輪場

アパート 53,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：巣鴨駅　徒歩 8分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1988 年 3月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　2階部分

専有面積： 16.08 ㎡

設　　備：エアコン・室内洗濯機置場・フローリング

　　　　　 バルコニー・シューズボックス

備　　考：駐輪場

マンション 53,700円（管理費 6,300 円）

駅　　名：巣鴨駅　徒歩 15分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1991 年 2月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 20.25 ㎡

設　　備：エアコン・ＩＨクッキングヒーター・ＢＴ別・ＢＳ

　　　　　 光ファイバー・室内洗濯機置場・収納

備　　考：駐輪場

アパート 57,000円（管理費 2,000 円）
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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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白山

　家賃　6.1 万円　～　7.0 万円　以内

千石 巣鴨 西巣鴨 新板橋 板橋区役所前

駅　　名：千石駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1990 年 4月

構　　造：鉄筋コンクリート造 6階建　4階部分

専有面積： 16.50 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・ＩＨクッキングヒーター

　　　　　 ＣＡＴＶ・ＢＳ・室内洗濯機置場・エレベーター

備　　考：駐輪場

           ＪＲ山手線　駒込駅　徒歩９分

都営三田線

マンション 65,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：白山駅　徒歩 11分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2008 年 3月

構　　造：鉄骨造 4階建　1階部分

専有面積： 16.96 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・バストイレ別・ＣＡＴＶ

　　　　　 浴室乾燥機・追焚機能・ウォシュレット・収納

　　　　　光ファイバー・モニター付きインターフォン

備　　考：駐輪場・学生限定

マンション 66,000 円（管理費 2,000 円）

駅　　名：巣鴨駅　徒歩 13分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1999 年 3月

構　　造：軽量鉄骨造 2階建　2階部分

専有面積： 20.46 ㎡

設　　備：エアコン・ＣＡＴＶ・光ファイバー・バストイレ別

　　　　　 室内洗濯機置場・バルコニー

備　　考：駐輪場 （無料）・日当たり良好・最上階

　　　　　 東京メトロ南北線　西ヶ原駅　徒歩９分

アパート 67,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：巣鴨駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1996 年 4月

構　　造：軽量鉄骨造 2階建　1階部分

専有面積： 26.50 ㎡

設　　備：エアコン・バストイレ別・ガスコンロ可・収納

　　　　　 室内洗濯機置場

備　　考：ＪＲ山手線　駒込駅　徒歩９分

アパート 69,000 円（管理費 なし）
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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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西巣鴨

　家賃　～　5.0 万円　以内

新板橋 板橋区役所前 板橋本町 本蓮沼 志村坂上

駅　　名：板橋区役所前駅　徒歩 6分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1974 年 4月

構　　造：鉄骨造 4階建　3階部分

専有面積： 18.48 ㎡

設　　備：エアコン・ガスコンロ可・フローリング・照明器具

　　　　　 バルコニー・収納

備　　考：東武東上線　大山駅　徒歩 7分

2 階以上

都営三田線

マンション 45,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：板橋本町駅　徒歩 10分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1993 年 8月

構　　造：鉄筋コンクリート 4造階建　4階部分

専有面積： 13.00 ㎡

設　　備：エアコン・フローリング・ＢＳ・バルコニー

　　　　　 収納

備　　考：保証金 35,000 円・日当たり良好・角部屋

　　　　　東武東上線　中板橋駅　徒歩 8分

マンション 48,000円（管理費　なし）

駅　　名：西巣鴨駅　徒歩 8分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2000 年 3月

構　　造：鉄骨造 3階建　2階部分

専有面積： 18.20 ㎡

設　　備：エアコン・冷蔵庫・ガスコンロ付・室内洗濯機置場

　　　　　 シューズボックス・収納

備　　考：日当たり良好・角部屋

　　　　　 ＪＲ京浜東北・根岸線　王子駅　徒歩 11分

マンション 48,000円（管理費 2 ,000 円）

駅　　名：板橋本町駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1988 年 7月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　1階部分

専有面積： 17.49 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・室内洗濯機置場・専用庭

　　　　　 エレベーター・バルコニー・シューズボックス

備　　考：分譲賃貸マンション

マンション 50,000円（管理費　なし）
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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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西巣鴨

　家賃　5.1 万円　～　6.0 万円　以内

新板橋 板橋区役所前 板橋本町 本蓮沼 志村坂上

駅　　名：板橋区役所前駅　徒歩 4分／板橋本町駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1994 年 2月

構　　造：鉄筋コンクリート造 14階建　4階部分

専有面積： 18.55 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・ＣＡＴＶ・電気コンロ

　　　　　 室内洗濯機置場・エレベーター・クローゼット

備　　考：駐輪場・日当たり良好・分譲賃貸マンション　

　　　　　 東武東上線　大山駅　徒歩 14分

　　　　　　

室内洗濯
機置場

2 階以上

都営三田線

マンション 50,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：西巣鴨駅　徒歩 6分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2007 年 1月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 10.00 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・ＣＡＴＶ・フローリング

　　　　　 ロフト・室内洗濯機置場・ガスコンロ

備　　考：初期安

アパート 56,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：板橋区役所前駅　徒歩 10分／板橋本町駅　徒歩 15分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1990 年 10月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 18.60 ㎡

設　　備：エアコン・ロフト・洗濯機置場 （バルコニー）

　　　　　 バストイレ別・収納

備　　考：都営三田線　新板橋駅　徒歩 16分

アパート 58,000円（管理費 2 ,000 円）

駅　　名：板橋本町駅　徒歩 4分／本蓮沼駅　徒歩９分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1989 年 4月

構　　造：鉄骨造 3階建　3階部分

専有面積： 24.00 ㎡

設　　備：エアコン・ＩＨクッキングヒーター・収納

　　　　　 ２面バルコニー・シューズボックス

備　　考：東南向き・日当たり良好・最上階

　　　　　 東武東上線　中板橋駅　徒歩 15分

マンション 60,000円（管理費　なし）

バス
トイレ別

オート
ロック

オート
ロック

2 階以上 バス
トイレ別

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック

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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