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価 格 3,530万円
建物延⾯積 158.98㎡

⼟地⾯積 公簿 185.00㎡
私道⾯積

（共有持分）

建物構造 ⽊造
階建/階 2階建

⼟地権利 所有権
築年⽉ 1986年01⽉

■所在地：千葉県松⼾市稔台２丁⽬ ■都市計画:市街化区域■⽤途地域:１
種低層■現況:賃貸中■引渡し:相談■取引態様:専任媒介■駐輪場有(無料)

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩8分

物件番号：69652972033

価 格 1,780万円
間取り 3LDK

建物⾯積 78.70㎡
⼟地⾯積 公簿 81.07㎡

私道⾯積
（共有持分）

建物構造/階建 ⽊造 2階建
築年⽉ 1996年05⽉

⼟地権利 所有権

■所在地：千葉県松⼾市上本郷 ■都市計画:市街化区域■⽤途地域:１種低
層■地⽬:宅地■地勢:平坦■建築確認番号:平成７年１２⽉8⽇ １０３２号
■現況:空家■引渡し:相談■取引態様:専任媒介■駐⾞場有(無料)■特徴:デ
ザイナーズ■設備:トイレ２ヶ所,独⽴型キッチン,カウンターキッチン,オー
プンキッチン,浄⽔器,全居室収納,都市ガス,全居室フローリング,エアコン２
台以上

ＪＲ千代⽥・常磐緩⾏線 北松⼾ 徒歩18分

物件番号：69671331072

価 格 1,680万円
⼟地⾯積 公簿 131.76㎡

坪単価 @42.16万円
最適⽤途 住宅⽤地
都市計画 市街化区域
⽤途地域 １種中⾼

地 ⽬ 宅地
建ぺい率/容積率 60% 200%

■所在地：千葉県松⼾市三⽮⼩台５丁⽬ ■⼟地権利:所有権■法令制限等:
他に24番6 48.5平⽅メートルの1/2持ち分有■現況:更地■引渡し(時期/
⽅法):相談/更地渡し■取引態様:専任媒介■設備:上⽔道,下⽔道

ＪＲ常磐線 松⼾ 徒歩24分

物件番号：69611534058

賃 料 22.00万円
専有⾯積 79.98㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし
築年⽉ 1978年10⽉

内装おしゃれに仕上がってます。 是⾮、内⾒してみて下さい。

■所在地：千葉県松⼾市常盤平５丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建/
2階部分■⼟地⾯積:109.54㎡■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証
 初回家賃総額８０％ ⽉々賃料総額３．２％■契約期間:3年■引渡し:即
時■現況:空■取引態様:媒介■クレジットカード決済:賃料可■特徴:居抜き
■設備:トイレ,都市ガス,エアコン

新京成電鉄 五⾹ 徒歩1分

物件番号：69667625002

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇ 年末年始・夏季休暇

千葉県知事免許（９）第８５２９号

この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

売アパート 売⼾建住宅

売地 貸店舗(⼀部)



賃 料 16.50万円
専有⾯積 60.00㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 3ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 11,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

築年⽉ 1971年10⽉

駅から３分！商店街です♪ 業種ご相談のります！！

■所在地：千葉県松⼾市常盤平５丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:7階建/
2階部分■備考:五⾹駅徒歩３分 マッサージ店や塾に最適です！！■保険等:
要■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額８０％ ⽉々賃料総額３
．２％■契約期間:3年■引渡し:相談■現況:空■取引態様:専任媒介■クレ
ジットカード決済:賃料可■特徴:スケルトン■設備:トイレ,エレベーター

新京成電鉄 五⾹ 徒歩3分

物件番号：69591643058

賃 料 85,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3LDK 80.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし 雑費なし

ガレージ付駐⾞場です。 第六中学校近し。Ｐ２台可。

■所在地：千葉県松⼾市千駄堀 ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建■築年⽉:
1998年01⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円 初期
費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:
加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:
2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:専任媒介■
⼊居条件:ペット相談■駐⾞場有(無料)■特徴:吹抜■設備:Ｂ・Ｔ別,洗⾯所,
室内洗濯機置場,プロパンガス,庭

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩18分

物件番号：56400450001

賃 料 85,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3LDK 79.98㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

駅近、ひろーいリビング。 キレイにリフォームされてます。

■所在地：千葉県松⼾市常盤平５丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建/
3階部分■築年⽉:1978年10⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５
，０００円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初
回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:
空家■取引態様:媒介■クレジットカード決済:賃料可■設備:Ｂ・Ｔ別,シャ
ワー,追焚機能,温⽔洗浄便座,シャワー付洗⾯化粧台,シューズＩＣ,家具付き,
洗濯機置場,都市ガス,エアコン

新京成電鉄 五⾹ 徒歩2分

物件番号：69668011047

賃 料 80,000円
建物名

間取り/専有⾯積 4DK 73.94㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

■所在地：千葉県松⼾市⽇暮７丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建■築
年⽉:1979年01⽉■備考:井⼾⽔ 都市ガス 本下⽔。 ホームマイスター２
４ ２年間１５，０００円（税別） ■保険等:要 2年17,000円■賃貸保証:
加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:
2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:相談■現況:空家■取引態様:専任媒介■
⼊居条件:ＤＩＹ不可,ペット不可,保証⼈不要,⾼齢者相談■クレジットカー
ド決済:賃料可■設備:Ｂ・Ｔ別,トイレ,トイレ２ヶ所,温⽔洗浄便座,シューズ
ボックス,室内洗濯機置場,都市ガス給湯

ＪＲ武蔵野線 新⼋柱 徒歩15分

物件番号：69693006020

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇ 年末年始・夏季休暇

千葉県知事免許（９）第８５２９号

この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

貸店舗(⼀部) 貸⼾建住宅

貸マンション 貸⼾建住宅



賃 料 77,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3DK 62.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 3,000円/⽉

お⾵呂は追い炊き付き ガスは経済的な都市ガスです

■所在地：千葉県松⼾市稔台２丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建■築
年⽉:1989年10⽉■備考:⼩学校まで徒歩１分です！■保険等:要 2年15,00
0円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証  初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総
額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:媒介■駐⾞場
有(無料)■クレジットカード決済:賃料可■特徴:閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ
別,シャワー,トイレ,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,室内洗濯機置場,給湯,都市ガ
ス,シャッター⾬⼾

新京成電鉄 みのり台 徒歩13分

物件番号：32558657001

賃 料 70,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3DK 51.97㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 3,000円/⽉

⼋柱駅徒歩２分！外装もきれい 公園前、内装は総リフォーム！！

■所在地：千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬ ■建物構造:軽量鉄⾻造■階建/階:2階建/1階部分
■築年⽉:1991年02⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円 初期費
⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃
貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■更新料:新賃料 1.5
ヶ⽉■⼊居⽇:相談■現況:空家■取引態様:専任媒介■⼊居条件:事務所使⽤可■駐⾞場
空無■クレジットカード決済:賃料可■主要採光⾯:南向き■特徴:隣接建物距離２ｍ以
上,区画整理地内■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,洗⾯所,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,２
⼝コンロ,収納スペース,シューズボックス,室内洗濯機置場,都市ガス,出窓,クッション
フロア,ＣＡＴＶ,シャッター⾬⼾,バルコニー

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩3分

物件番号：69561301010

賃 料 66,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3DK 58.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

⽇当りの良いテラスハウスです♪ 駐⾞場４０００円♪

■所在地：千葉県松⼾市五⾹６丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建■築年⽉:1992
年08⽉■備考:ペット猫可。⽝は相談。 ホームマイスター２４ ２年間１５，０００
円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年17,000円■賃貸保証:加
⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■更新料
:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:専任媒介■⼊居条件:ペット相談 
猫可,⼆⼈⼊居可■駐⾞場有(無料)■駐輪場有(無料)■クレジットカード決済:賃料可■
主要採光⾯:南向き■特徴:振分■設備:Ｂ・Ｔ別,トイレ,洗⾯所,洗⾯台,ガスコンロ可,収
納スペース,床下収納,電話,照明器具,室内洗濯機置場,給湯,プロパンガス,フローリング,
エアコン,バルコニー,庭

新京成電鉄 五⾹ 徒歩6分

物件番号：69689589093

賃 料 65,000円
建物名

間取り/専有⾯積 4DK 95.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし 雑費なし

■所在地：千葉県松⼾市五⾹⻄２丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建■
築年⽉:1971年01⽉■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:利⽤可 ⽇本賃貸
保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:相
談■現況:空家■取引態様:専任媒介■⼊居条件:事務所使⽤可,楽器相談,ルー
ムシェア可,⼆⼈⼊居可■クレジットカード決済:賃料可■設備:Ｂ・Ｔ別,シ
ャワー,トイレ

新京成電鉄 五⾹ 徒歩11分

物件番号：69627907064

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇ 年末年始・夏季休暇

千葉県知事免許（９）第８５２９号

この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

貸⼾建住宅 貸アパート

貸テラスハウス 貸⼾建住宅



賃 料 5.94万円
専有⾯積 36.60㎡

礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等
築年⽉ 2011年04⽉

■所在地：千葉県柏市南逆井１丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建/2階
部分■⽤途地域:１種低層■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初
回家賃総額８０％ ⽉々賃料総額３．２％■契約期間:2年■引渡し:相談■
現況:空■取引態様:専任媒介■駐⾞場有(無料 空き2台 普通⾞２台分無料
です)■バイク置場有(無料)■駐輪場有(無料)■クレジットカード決済:賃料
可■特徴:⾓部屋,24時間利⽤可,⼟曜⽇利⽤可,⼟⽇・祝⽇利⽤可

新京成電鉄 五⾹ 徒歩25分

物件番号：69683383037

賃 料 55,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 30.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 3,000円/⽉

五⾹駅近 ２分！１Ｆ店舗⻭医者

■所在地：千葉県松⼾市常盤平５丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:7階建/
5階部分■築年⽉:1971年10⽉■備考:部屋の中、総リフォーム済。 ホーム
マイスター２４ ２年間１５，０００円（税別） ■保険等:要 2年17,000
円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３
％■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態
様:専任媒介■特徴:⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ同室,追焚機能,ガスコンロ可,都市ガ
ス,エアコン,エレベーター

新京成電鉄 五⾹ 徒歩3分

物件番号：69562351074

賃 料 52,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3DK 52.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉

駐⾞場空きあります。ペット 相談可♪３ＤＫでこの家賃♪

■所在地：千葉県松⼾市⼩⾦原５丁⽬ ■建物構造:軽量鉄⾻造■階建/階:2
階建/1階部分■築年⽉:2000年05⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間
１５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年
15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃
料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:媒介■駐
⾞場有(5,000円/⽉)■特徴:閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,洗⾯所
独⽴,ガスコンロ可,シューズボックス,室内洗濯機置場,都市ガス,シャッター
⾬⼾,バルコニー

新京成電鉄 常盤平 徒歩24分
バス停 久保下・若芝 停歩5分

物件番号：69611742056

賃 料 51,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3DK 51.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉

敷地内駐⾞場あります！ ペット相談可♪

■所在地：千葉県松⼾市⼩⾦原５丁⽬ ■建物構造:軽量鉄⾻造■階建/階:2
階建/2階部分■築年⽉:1999年05⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間
１５，０００円■保険等:要 2年17,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証
 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■
現況:空家■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談 猫可(⽝不可)■駐⾞場有(
5,000円/⽉)■バイク置場有(無料)■駐輪場有(無料)■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワ
ー,追焚機能,温⽔洗浄便座,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,シューズボックス,室内
洗濯機置場,都市ガス,出窓,フローリング,シャッター⾬⼾,バルコニー

新京成電鉄 常盤平 徒歩25分

物件番号：69569294006

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇ 年末年始・夏季休暇

千葉県知事免許（９）第８５２９号

この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

貸店舗・事務所(⼀部) 貸マンション

貸アパート 貸アパート



賃 料 51,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3DK 51.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉

敷地内駐⾞場あります！ Ｐ２台可。⾓部屋です。

■所在地：千葉県松⼾市⼩⾦原５丁⽬ ■建物構造:軽量鉄⾻造■階建/階:2階建/2階部
分■築年⽉:1999年05⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円 初期
費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年17,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本
賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現
況:空家■取引態様:媒介■駐⾞場有(5,000円/⽉)■バイク置場有(無料)■駐輪場有(無料)
■クレジットカード決済:賃料可■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,温⽔洗浄便座,洗
⾯所独⽴,ガスコンロ可,シューズボックス,室内洗濯機置場,都市ガス,出窓,フローリン
グ,シャッター⾬⼾,バルコニー

新京成電鉄 常盤平 徒歩25分

物件番号：69659303056

賃 料 50,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3DK 51.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉

敷地内駐⾞場あります！ Ｐ２台可。

■所在地：千葉県松⼾市⼩⾦原５丁⽬ ■建物構造:軽量鉄⾻造■階建/階:2階建/2階部
分■築年⽉:1999年05⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円 初期
費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年17,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本
賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現
況:空家■取引態様:媒介■駐⾞場有(5,000円/⽉)■バイク置場有(無料)■駐輪場有(無料)
■クレジットカード決済:賃料可■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,温⽔洗浄便座,洗
⾯所独⽴,ガスコンロ可,シューズボックス,室内洗濯機置場,都市ガス,出窓,フローリン
グ,シャッター⾬⼾,バルコニー

新京成電鉄 常盤平 徒歩25分

物件番号：69569306042

賃 料 50,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3K 46.36㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

買物便利・駐⾞場あり♪ 建て替えなど短期契約相談可♪

■所在地：千葉県柏市南逆井４丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建■築年⽉:1993
年08⽉■備考:値下げしました♪ ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円 初
期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇
本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■更新料:新賃料
0.5ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:専任媒介■⼊居条件:事務所使⽤可■駐
⾞場有(6,000円/⽉)■フリーレント:1ヶ⽉■クレジットカード決済:賃料可■主要採光
⾯:⻄向き■特徴:⾓部屋,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,シュ
ーズボックス,室内洗濯機置場,都市ガス,バルコニー

新京成電鉄 五⾹ 徒歩15分

物件番号：36211224001

賃 料 46,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2K 29.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

⽣活保護の⽅ＯＫ。 住宅地なので静かです。

■所在地：千葉県松⼾市五⾹６丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建/2階
部分■築年⽉:1990年02⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０
００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年17,000円
■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％
■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:相談■現況:空家■取引態様
:専任媒介■⼊居条件:⼆⼈⼊居可■クレジットカード決済:賃料可■特徴:閑
静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,ガスコンロ可,２⼝コンロ,室
内洗濯機置場,プロパンガス,シャッター⾬⼾,専⽤庭

新京成電鉄 五⾹ 徒歩7分

物件番号：69611002048

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇ 年末年始・夏季休暇

千葉県知事免許（９）第８５２９号

この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

貸アパート 貸アパート

貸テラスハウス 貸アパート



賃 料 45,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 28.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

建設中 市⽴病院の近くです。

■所在地：千葉県松⼾市千駄堀 ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建/1階部分
■築年⽉:1981年01⽉■備考:１０１、２０１号室も募集中です。 ホームマ
イスター２４ ２年間１５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあり
ます♪■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家
賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:空家
■取引態様:専任媒介■駐⾞場有(6,000円/⽉)■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,ガ
スコンロ可,収納スペース

新京成電鉄 松⼾新⽥ 徒歩19分

物件番号：36544664001

賃 料 45,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 30.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 3,000円/⽉

五⾹駅近 ２分！１Ｆ店舗⻭医者

■所在地：千葉県松⼾市常盤平５丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:7階建/
7階部分■築年⽉:1971年10⽉■備考:部屋の中、総リフォーム済。 ホーム
マイスター２４ ２年間１５，０００円（税別） ■保険等:要 2年17,000
円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３
％■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態
様:専任媒介■特徴:⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ同室,追焚機能,ガスコンロ可,都市ガ
ス,エアコン,エレベーター

新京成電鉄 五⾹ 徒歩3分

物件番号：69699245064

賃 料 43,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 38.50㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

駐⾞場空きございます。 ⽣活保護の⽅ご相談ください♪

■所在地：千葉県松⼾市栗ケ沢 ■建物構造:⽊造■階建/階:1階建/1階部分
■築年⽉:1977年10⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００
円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年15,000円■賃
貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契
約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:媒
介■駐⾞場有(5,000円/⽉)■クレジットカード決済:賃料可■設備:Ｂ・Ｔ同
室,シャワー,追焚機能,２⼝コンロ,プロパンガス,エアコン

新京成電鉄 常盤平 徒歩16分

物件番号：69542070043

賃 料 40,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 22.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉

エアコン・ミニ冷蔵庫付 ⽇当り良好、内⾒してみて下さい

■所在地：千葉県松⼾市河原塚 ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建/2階部分■築年⽉:20
06年01⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円 初期費⽤少ない⽅
、フリーレント相談します。■室内清掃代：33,000円■保険等:要 2年17,000円■賃
貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■鍵交換代等:
有 25,200円〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:相談■現況:空家■取
引態様:専任媒介■駐⾞場有(5,000円/⽉)■クレジットカード決済:賃料可■設備:Ｂ・
Ｔ別,シャワー,温⽔洗浄便座,ＩＨクッキングヒーター,シューズボックス,冷蔵庫,照明
器具,室内洗濯機置場,都市ガス,複層ガラス,フローリング,エアコン,モニタ付インター
ホン,シャッター⾬⼾

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩10分

物件番号：69693967053

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇ 年末年始・夏季休暇

千葉県知事免許（９）第８５２９号

この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

貸アパート 貸マンション

貸アパート 貸アパート



賃 料 39,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2K 27.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

キッチン、お⾵呂新品です。 家賃、初期費⽤相談可。

■所在地：千葉県松⼾市常盤平柳町 ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建/2階
部分■築年⽉:1975年11⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０
００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年17,000円
■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％
■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様
:専任媒介■フリーレント:1ヶ⽉■クレジットカード決済:賃料可■設備:Ｂ
・Ｔ別,シャワー,ガスコンロ可,シューズボックス,都市ガス,モニタ付インタ
ーホン,シャッター⾬⼾

ＪＲ武蔵野線 新⼋柱 徒歩12分

物件番号：69623979085

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇ 年末年始・夏季休暇

千葉県知事免許（９）第８５２９号

この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

貸アパート




