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＜共有設備＞

＜専有設備＞

※図面と現状に相違がある場合は現状優先とします。
※消費税法の改定により税率が改定された場合には、変動後の税率により計算する事とします。

国土交通大臣（２）第8740号 〒163-0917
http://tokyu-housing-lease.co.jp/

新宿モノリス１７階
(一社)不動産流通経営協会会員

物件番号TC7866 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟      FAX03-3343-1320
情報公開日：2021年01月15日

TEL050-3177-4359

賃貸条件

ＪＲ埼京線 渋谷駅 徒歩4分  

回線

東京都渋谷区東１丁目３２－１２

戸数

渋谷プロパティータワー

建物

築年月

ﾊﾞｽﾄｲﾚ別 ： 
ｵｰﾙ電化ｼｽﾃﾑ ： 
洗濯防水ﾊﾟﾝ ： 
壁掛けｴｱｺﾝ一式 ：

所在地

駐車料金

初期費用

入居可能日

設備

ランニング
費用

必須

コメント

保証会社利用

保証会社利用

建物種別 マンション
新規リノベーション住戸！2021年2月末完工予定！
■フリーレント１ヶ月■礼金０ヶ月■２年未満解約時違約金有

交通

1407号室 1LDK

更新料 新賃料の1ヶ月分相当

契約期間

保証会社

取引形態

18.91専有面積

なし

構造・規模

契約者・入居者専用会員制サービス「リーブル」にご加入いただき
ます

※法人契約者対象外(入居者は対象となります)　　※登録無料

ＪＲ山手線 恵比寿駅 徒歩11分  

62.52㎡

月額

普通借家 2年

鉄骨鉄筋コンクリート造　15階建　

（住居）総戸数 2戸

0円～

敷金

33戸

 礼金 なし

BS対応可,CATV対応可,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ光ﾌｧｲﾊﾞｰ対応可

必須

保証料：賃料等の40％(最低2万)、月次保証料：賃料等の1％(更新料無)

保証会社名

損害保険料 14,110円

保証会社名

保証会社利用

なし

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ,TVﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ,ｵｰﾄﾛｯｸ,自転車置場(無料),日勤管理,管
理人有（日勤）

更新料

保証会社名

オリコフォレントインシュア

ＳＢＩギャランティ

保証料：賃料等の40％（最低2万円）、2年目：8,000円/年

109,780円

取引形態 貸主

手
数
料

不 要

0円償却金

257,000円 共益費

内覧をご希望の場合は

オール電化（電気，水道，冷暖房）使用料は弊社検針の上ご請求

ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ(電気ﾋｰﾀｰ),ﾊﾞｽﾄｲﾚ別,ｵｰﾌﾞﾝ,ｵｰﾙ電化ｼｽﾃﾑ,ｶｰﾍﾟｯﾄ,天ｶｾｴ
ｱｺﾝ2台,電気温水器

賃貸戸数

28,000円

敷金 1ヶ月 礼金 0ヶ月

賃料

ご連絡下さい！

2021年03月下旬（工事の進捗等により変更有） 内覧 不可

 新宿区西新宿2-3-1

その他合計他一時金

物件外観図

物件周辺図

http://tokyu-housing-lease.co.jp/






東京都知事(6)第70840号 〒100-0005東京都千代田区丸の内2-5-1丸の内二丁目ビル URL:http://www.pdmcoltd.com

TEL:03-3201-0033 FAX:03-3201-0038

担当：曲・久保田
取引態様：専任媒介
手数料負担：借主 100%
手数料配分：客付 100%
広告有効期限：2021年1月末日

※当社指定の火災保険にご加入頂きます。※現況と図面に相違がある場合は現況を優先します。

■概 要■
所在地：東京都千代田区平河町2丁目7番10号
構造：鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造
地上18階・地下２階塔屋１階建
竣工：2011年2月末日
総戸数：117戸
■条 件■
管理費：賃料込
敷金：2ヶ月 礼金：0ヶ月（キャンペーン中）
契約期間：2年間（更新可）
更新料：新賃料の1ヶ月分
保証会社利用必須（オリコフォレントインシュア）
※保証料：月支払額合計の100％
鍵交換代：無
借家人賠償保険加入必須（期間：2年）
・66㎡未満:19,000円～ ・66㎡以上:20,000円～
駐輪場:120台（1住戸1台まで ：登録料1,000円）
駐車場：100台（屋内機械式・屋内平置、シャッター付）
【機械式・21台】月額50,000円（税別）/台
全長：5,300mm 車幅：1,950mm 車高：1,550mm 重量：2,300kg
【平置・79台】月額55,000円（税別）/台 ※空無
全長：5,500mm 車幅：2,000mm 車高2,100mmまで
トランクルーム有：月額5,000円（税別）/区画
バイク置場：10台（月額5,000円・税別/台）
ジム設備有（無料）・シアタールーム有（使用料有）
集会室有（貸切利用の場合は有料）

■設 備■
■エレベーター ■カードキー ■オートロック
■カラーモニタ付インターフォン ■エアコン
■浴室換気乾燥暖房機能 ■24時間換気
■オートバス ■温水洗浄便座
■システムキッチン ■ディスポーザー
■食洗機 ■オールフローリング
■床暖房（リビング・キッチン）
■スカイパーフェクTV対応可（別途加入要）
■フレッツ光ネクスト (光配線方式・別途加入要）

客付会社様へ

☆礼金0キャンペーン中！★ペット相談可（敷金1ヶ月追加有）
☆コンシェルジュサービス★24時間有人管理☆トランクルーム有（別途費用有）

広告掲載：不可
内見：コンシェルジュ対応

806号室

（A´ type）（反転）（ナチュラル）

1DK （50.67㎡）

270,000円
内見：〇

入居：3/下旬予定

※洗濯機は撤去し
防水パンのみの設置になります
（洗濯機上部の収納スペースも小さくなります）

http://www.pdmcoltd.com


東京都知事(6)第70840号 〒100-0005東京都千代田区丸の内2-5-1丸の内二丁目ビル URL:http://www.pdmcoltd.com

TEL:03-3201-0033 FAX:03-3201-0038

担当：曲・久保田
取引態様：専任媒介
手数料負担：借主 100%
手数料配分：客付 100%
広告有効期限：2021年1月末日

※当社指定の火災保険にご加入頂きます。※現況と図面に相違がある場合は現況を優先します。

■概 要■
所在地：東京都千代田区平河町2丁目7番10号
構造：鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造
地上18階・地下２階塔屋１階建
竣工：2011年2月末日
総戸数：117戸
■条 件■
管理費：賃料込
敷金：2ヶ月 礼金：0ヶ月（キャンペーン中）
契約期間：2年間（更新可）
更新料：新賃料の1ヶ月分
保証会社利用必須（オリコフォレントインシュア）
※保証料：月支払額合計の100％
鍵交換代：無
借家人賠償保険加入必須（期間：2年）
・66㎡未満:19,000円～ ・66㎡以上:20,000円～
駐輪場:120台（1住戸1台まで ：登録料1,000円）
駐車場：100台（屋内機械式・屋内平置、シャッター付）
【機械式・21台】月額50,000円（税別）/台
全長：5,300mm 車幅：1,950mm 車高：1,550mm 重量：2,300kg
【平置・79台】月額55,000円（税別）/台 ※要確認
全長：5,500mm 車幅：2,000mm 車高2,100mmまで
トランクルーム有：月額5,000円（税別）/区画
バイク置場：10台（月額5,000円・税別/台）
ジム設備有（無料）・シアタールーム有（使用料有）
集会室有（貸切利用の場合は有料）

■設 備■
■エレベーター ■カードキー ■オートロック
■カラーモニタ付インターフォン ■エアコン
■浴室換気乾燥暖房機能 ■24時間換気
■オートバス ■温水洗浄便座
■システムキッチン ■ディスポーザー
■食洗機 ■オールフローリング
■床暖房（リビング・キッチン）■洗濯乾燥機
■スカイパーフェクTV対応可（別途加入要）
■フレッツ光ネクスト (光配線方式・別途加入要）

客付会社様へ

☆礼金0キャンペーン中！★ペット相談可（敷金1ヶ月追加有）
☆コンシェルジュサービス★24時間有人管理☆トランクルーム有（別途費用有）

広告掲載：不可
内見：コンシェルジュ対応

1006号室

（G‘type）（ダーク）

1LDK (75.34㎡）

407,000円
内見：〇
入居：2月下旬予定

http://www.pdmcoltd.com


東京都知事(6)第70840号 〒100-0005東京都千代田区丸の内2-5-1丸の内二丁目ビル URL:http://www.pdmcoltd.com

TEL:03-3201-0033 FAX:03-3201-0038

担当：曲・久保田
取引態様：専任媒介
手数料負担：借主 100%
手数料配分：客付 100%
広告有効期限：2021年1月末日

※当社指定の火災保険にご加入頂きます。※現況と図面に相違がある場合は現況を優先します。

■概 要■
所在地：東京都千代田区平河町2丁目7番10号
構造：鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造
地上18階・地下２階塔屋１階建
竣工：2011年2月末日
総戸数：117戸
■条 件■
管理費：賃料込
敷金：3ヶ月 礼金：0ヶ月（キャンペーン中）
契約期間：2年間（更新可）
更新料：新賃料の1ヶ月分
保証会社利用必須（オリコフォレントインシュア）
※保証料：月支払額合計の100％
鍵交換代：無
借家人賠償保険加入必須（期間：2年）
・66㎡未満:19,000円～ ・66㎡以上:20,000円～
駐輪場:120台（1住戸1台まで ：登録料1,000円）
駐車場：100台（屋内機械式・屋内平置、シャッター付）
【機械式・21台】月額50,000円（税別）/台
全長：5,300mm 車幅：1,950mm 車高：1,550mm 重量：2,300kg
【平置・79台】月額55,000円（税別）/台 ※要確認
全長：5,500mm 車幅：2,000mm 車高2,100mmまで
トランクルーム有：月額5,000円（税別）/区画
バイク置場：10台（月額5,000円・税別/台）
ジム設備有（無料）・シアタールーム有（使用料有）
集会室有（貸切利用の場合は有料）

■設 備■
■エレベーター ■カードキー ■オートロック
■カラーモニタ付インターフォン ■エアコン
■浴室換気乾燥暖房機能 ■24時間換気
■オートバス ■温水洗浄便座
■システムキッチン ■ディスポーザー
■食洗機 ■オールフローリング
■床暖房（リビング・キッチン）
■スカイパーフェクTV対応可（別途加入要）
■フレッツ光ネクスト (光配線方式・別途加入要）

客付会社様へ

☆礼金0キャンペーン中！★ペット相談可（敷金1ヶ月追加有）
☆コンシェルジュサービス★24時間有人管理☆トランクルーム有（別途費用有）

広告掲載：不可
内見：コンシェルジュ対応

1602号室

（P type）（ブラウン）

3LDK （127.40㎡）

803,000円
内見：〇

入居：2/下旬予定

http://www.pdmcoltd.com























