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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。

06 06

06 06

06 06

千葉県知事免許（８）第８５２９号

定休日:水曜日FAX:047-385-7970TEL:047-385-6261

〒270-2253 千葉県松戸市日暮５丁目２３９

(有)稲葉商事
お店の情報を
ケータイでチェック！

●最適用途：住宅用地

●最適用途：住宅用地

●築年月：1973年06月

物件番号：69502038006 物件番号：69569287014

物件番号：69566175056 物件番号：69576377096

物件番号：69576468087 物件番号：69575645051

取引態様：専任媒介 取引態様：一般媒介

取引態様：一般媒介 取引態様：専任媒介

取引態様：専任媒介 取引態様：専任媒介

八柱 徒歩5分 新八柱 徒歩17分

新八柱 徒歩17分 新八柱 徒歩19分

新八柱 徒歩19分 常盤平 徒歩6分

新京成電鉄 ＪＲ武蔵野線

ＪＲ武蔵野線 ＪＲ武蔵野線

ＪＲ武蔵野線 新京成電鉄

バス停 牧の原小学校 停歩3分

万円 万円

万円 万円

万円 万円

6,7336,7336,733 2,5902,5902,590

2,5902,5902,590 1,9801,9801,980

1,9801,9801,980 700700700

売戸建住宅売戸建住宅 売地売地

売戸建住宅売戸建住宅 売地売地

売戸建住宅売戸建住宅 売マンション売マンション

●間取り：6DK ●土地面積：公簿156.04㎡

●間取り：4LDK ●土地面積：公簿489.25㎡

●間取り：6DK ●間取り：3LDK

●建物面積：123.51㎡ ●坪単価：@54.88万円

●建物面積：109.47㎡ ●坪単価：@13.38万円

●建物面積：289.64㎡ ●専有面積：壁芯56.16㎡

●土地面積：公簿371.00㎡ ●地目：宅地

●土地面積：公簿156.04㎡ ●地目：宅地

●土地面積：公簿489.25㎡ ●管理費：7,600円/月

●築年月：1959年12月 ●都市計画：市街化区域

●築年月：1979年10月 ●都市計画：調整区域

●築年月：1984年09月 ●積立金：10,600円/月

●所在地：千葉県松戸市日暮３丁目 ●土地権利：所有権 ●建物構造/階建：木造2階建 ●駐車場：有 ●所在地：千葉県松戸市牧の原１丁目 ●土地権利：所有権 ●私道面積：なし ●用途地域：１種中高

●所在地：千葉県松戸市牧の原１丁目 ●土地権利：所有権 ●建物構造/階建：木造2階建 ●駐車場： ●所在地：千葉県松戸市千駄堀 ●土地権利：所有権 ●建蔽率/容積率：50％/100％ ●引渡条件：現況

●所在地：千葉県松戸市千駄堀 ●土地権利：所有権 ●建物構造/階建：他2階建 地下1階 ●駐車場： ●所在地：千葉県松戸市常盤平３丁目 ●土地権利：所有権 ●建物構造：ＲＣ ●階建/階：7階建 3階

　無料 ●引渡し：即時 ●特記事項：日当り良好 ●設備：バス１坪以上 トイレ２ヶ所 都市ガス 上水 ●建蔽率/容積率：60％/200％ ●引渡条件：現況渡し ●引渡し：2015年06月下旬予定 ●特記事項：区

有　無料 ●引渡し：2015年07月01日 ●特記事項：日当り良好 ２面採光 吹抜 ●設備：バス１坪以上 渡し ●引渡し：相談

有　無料 ●引渡し：相談 部分 ●駐車場：空無　10,000円/月 ●引渡し：相談 ●特記事項：ペット相談(小型犬/猫) バイク置場

道 画整理地内 整形地 ●設備：都市ガス 電気 上水道 下水道 側溝

追焚機能 全居室収納 床下収納 照明器具 都市ガス 出窓 上水道 下水道 側溝 ワイドバルコニー 庭

有(600円/月) 駐輪場有(300円/月)

庭10坪以上



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。

06 06

06 06

06 06

千葉県知事免許（８）第８５２９号

定休日:水曜日FAX:047-385-7970TEL:047-385-6261

〒270-2253 千葉県松戸市日暮５丁目２３９

(有)稲葉商事
お店の情報を
ケータイでチェック！

●最適用途：住宅用地

●保証金：なし ●保証金：なし

物件番号：69575995049 物件番号：69575996080

物件番号：56254150001 物件番号：69572218019

物件番号：31628606001 物件番号：69519865054

取引態様：専任媒介 取引態様：専任媒介

取引態様：★媒介 取引態様：★専任媒介

取引態様：★専任媒介 取引態様：★媒介

小金城趾 徒歩3分 小金城趾 徒歩3分

柏の葉キャンパス 徒歩22分 新松戸 徒歩3分

新八柱 徒歩18分 新八柱 徒歩4分

流鉄流山線 流鉄流山線

つくばエクスプレス ＪＲ武蔵野線

ＪＲ武蔵野線 ＪＲ武蔵野線

万円 万円

円 円

円 円

600600600 600600600

180,000180,000180,000 120,000120,000120,000

80,00080,00080,000 78,00078,00078,000

売地売地 売戸建住宅売戸建住宅

貸店舗・事務所(一部)貸店舗・事務所(一部) 貸店舗・事務所(一部)貸店舗・事務所(一部)

貸戸建住宅貸戸建住宅 貸マンション貸マンション

●土地面積：公簿73.01㎡ ●間取り：3DK

●建物面積：178.54㎡ ●建物面積：64.32㎡

●間取り：3DK ●間取り：3DK

●坪単価：@27.17万円 ●建物面積：61.66㎡

●礼金：1ヶ月 ●礼金：1ヶ月

●専有面積：60.00㎡ ●専有面積：56.48㎡

●地目：宅地 ●土地面積：公簿73.01㎡

●敷金：2ヶ月 ●敷金：2ヶ月

●礼金：1ヶ月 ●礼金：なし

●都市計画：市街化区域 ●築年月：1976年04月

●保証金：なし ●保証金：なし

●敷金：2ヶ月 ●敷金：2ヶ月

●敷引/償却： ●敷引/償却：- / - - / -

●管理費等：10,000円 ●管理費等：なし

●敷引/償却： ●敷引/償却：- / - - / -

●管理費等：- ●管理費等：7,000円

●所在地：千葉県松戸市大金平４丁目 ●土地権利：所有権 ●私道面積：14.00㎡ ●用途地域：２種低 ●所在地：千葉県松戸市大金平４丁目 ●土地権利：所有権 ●私道面積：14.00㎡ ●建物構造/階建：

●所在地：千葉県柏市高田 ●建物構造：鉄骨造 ●階建/階：4階建 3階部分 ●築年月：1999年02月 ● ●所在地：千葉県松戸市新松戸４丁目 ●建物構造：木造 ●階建/階：2階建 1階～2階 ●築年月：1989

●所在地：千葉県松戸市田中新田 ●建物構造：木造 ●階建/階：2階建 ●築年月：1981年04月 ●駐車 ●所在地：千葉県松戸市日暮５丁目 ●建物構造：ＲＣ ●階建/階：7階建 6階部分 ●築年月：1991年1

層 ●建蔽率/容積率：50％/100％ ●引渡条件：相談 ●引渡し：相談 ●設備：都市ガス 電気 上水道 木造2階建 ●引渡し：相談

駐車場：有　6,480円/月 ●引渡し：相談 年07月 ●用途地域：商業地域 ●駐車場：なし ●引渡し：即時 ●特記事項：飲食店可 日当り良好 角

場：有　7,000円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：日当り良好 角部屋 閑静な住宅街 ●設備：Ｂ・Ｔ 2月 ●駐車場：有　14,040円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：外観タイル張り ●設備：Ｂ・Ｔ別室

下水道

部屋 24時間利用可 ●設備：トイレ２ヶ所 収納スペース 給湯 プロパンガス シャッター雨戸

別室 シャワー 追焚機能 洗面所独立 ガスコンロ可 収納スペース 室内洗濯機置場 給湯 フローリング シャワー 追焚機能 トイレ 洗面所 洗面台 洗面所独立 ガスコンロ可 収納スペース クローゼット ダ

テラス ウンライト 室内洗濯機置場 洗濯機置場 給湯 フローリング クッションフロア…



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。

06 06

06 06

06 06

千葉県知事免許（８）第８５２９号

定休日:水曜日FAX:047-385-7970TEL:047-385-6261

〒270-2253 千葉県松戸市日暮５丁目２３９

(有)稲葉商事
お店の情報を
ケータイでチェック！

●保証金：なし ●保証金：なし

●保証金：なし ●保証金：なし

●保証金：なし ●保証金：なし

物件番号：32558657001 物件番号：69561301010

物件番号：69526286015 物件番号：69561300047

物件番号：69527911076 物件番号：69576125098

取引態様：★媒介 取引態様：★専任媒介

取引態様：★媒介 取引態様：★専任媒介

取引態様：★媒介 取引態様：★媒介

みのり台 徒歩13分 八柱 徒歩3分

五香 徒歩12分 八柱 徒歩3分

八柱 徒歩7分 元山 徒歩8分

新京成電鉄 新京成電鉄

新京成電鉄 新京成電鉄

新京成電鉄 新京成電鉄

円 円

円 円

円 円

78,00078,00078,000 73,00073,00073,000

70,00070,00070,000 70,00070,00070,000

65,00065,00065,000 65,00065,00065,000

貸戸建住宅貸戸建住宅 貸アパート貸アパート

貸アパート貸アパート 貸アパート貸アパート

貸マンション貸マンション 貸アパート貸アパート

●間取り：3DK ●間取り：3DK

●間取り：3DK ●間取り：3DK

●間取り：2DK ●間取り：3DK

●専有面積：63.61㎡ ●専有面積：51.97㎡

●専有面積：67.00㎡ ●専有面積：51.97㎡

●専有面積：49.57㎡ ●専有面積：51.80㎡

●礼金：1ヶ月 ●礼金：なし

●礼金：1ヶ月 ●礼金：なし

●礼金：1ヶ月 ●礼金：なし

●敷金：2ヶ月 ●敷金：1ヶ月

●敷金：1ヶ月 ●敷金：1ヶ月

●敷金：1ヶ月 ●敷金：1ヶ月

●敷引/償却： ●敷引/償却：

●敷引/償却： ●敷引/償却：

●敷引/償却： ●敷引/償却：

- / - - / -

- / - - / -

- / - - / -

●管理費等：- ●管理費等：3,000円

●管理費等：なし ●管理費等：3,000円

●管理費等：なし ●管理費等：-

●所在地：千葉県松戸市稔台２丁目 ●建物構造：木造 ●階建/階：2階建 ●築年月：1995年10月 ●駐 ●所在地：千葉県松戸市日暮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：1

●所在地：千葉県松戸市常盤平６丁目 ●建物構造：軽量鉄骨造 ●階建/階：2階建 2階部分 ●築年月 ●所在地：千葉県松戸市日暮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：1

●所在地：千葉県松戸市日暮４丁目 ●建物構造：ＲＣ ●階建/階：3階建 2階部分 ●築年月：1987年1 ●所在地：千葉県松戸市五香４丁目 ●建物構造：軽量鉄骨造 ●階建/階：2階建 1階部分 ●築年月：1

車場：有　無料 ●入居日：即時 ●特記事項：日当り良好 閑静な住宅街 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 シャワ 991年02月 ●駐車場：空無 ●入居日：即時 ●特記事項：事務所使用可 日当り良好 隣接建物距離２ｍ

：1996年05月 ●駐車場：有　無料 ●入居日：即時 ●特記事項：日当り良好 角部屋 ●設備：Ｂ・Ｔ 991年02月 ●駐車場：空無 ●入居日：即時 ●特記事項：日当り良好 隣接建物距離２ｍ以上 区画整理

0月 ●入居日：即時 ●特記事項：ペット相談(ペットの場合　敷金＋１ヶ月) 駐輪場有 二人入居可 日 987年02月 ●駐車場：有　5,000円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：ペット相談 駐輪場有(無料) 日当

ー トイレ 洗面台 ガスコンロ可 室内洗濯機置場 洗濯機置場 給湯 プロパンガス 以上 区画整理地内 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 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

別室 追焚機能 洗面所独立 室内洗濯機置場 プロパンガス エアコン バルコニー 地内 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 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

当り良好 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 シャワー 洗面台 室内洗濯機置場 プロパンガス バルコニー り良好 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 シャワー 追焚機能 トイレ 洗面所独立 ガスコンロ付 収納スペース シュ

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…

ス シューズボックス 室内洗濯機置場 都市ガス クッションフロア ＣＡＴＶ シャッター雨戸…

ーズボックス 室内洗濯機置場 プロパンガス エアコン



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。

06 06

06 06

06 06

千葉県知事免許（８）第８５２９号

定休日:水曜日FAX:047-385-7970TEL:047-385-6261

〒270-2253 千葉県松戸市日暮５丁目２３９

(有)稲葉商事
お店の情報を
ケータイでチェック！

●保証金：なし ●保証金：なし

●保証金：なし ●保証金：なし

●保証金：なし ●保証金：なし

物件番号：69545523041 物件番号：69518646070

物件番号：69518982036 物件番号：69562351074

物件番号：69529343007 物件番号：69569294006

取引態様：★媒介 取引態様：★専任媒介

取引態様：★媒介 取引態様：★専任媒介

取引態様：★媒介 取引態様：★媒介

常盤平 徒歩24分 八柱 徒歩12分

常盤平 徒歩11分 五香 徒歩3分

八柱 徒歩13分 常盤平 徒歩25分

新京成電鉄 新京成電鉄

新京成電鉄 新京成電鉄

新京成電鉄 新京成電鉄

バス停 久保下・若芝 停歩5分

円 円

円 円

円 円

60,00060,00060,000 60,00060,00060,000

58,00058,00058,000 55,00055,00055,000

55,00055,00055,000 53,00053,00053,000

貸アパート貸アパート 貸テラスハウス貸テラスハウス

貸戸建住宅貸戸建住宅 貸マンション貸マンション

貸テラスハウス貸テラスハウス 貸アパート貸アパート

●間取り：3DK ●間取り：3SDK

●間取り：2DK ●間取り：1LDK

●間取り：3DK ●間取り：3DK

●専有面積：52.00㎡ ●専有面積：64.00㎡

●専有面積：40.00㎡ ●専有面積：30.00㎡

●専有面積：52.99㎡ ●専有面積：51.00㎡

●礼金：なし ●礼金：なし

●礼金：1ヶ月 ●礼金：1ヶ月

●礼金：なし ●礼金：なし

●敷金：1ヶ月 ●敷金：1ヶ月

●敷金：1ヶ月 ●敷金：1ヶ月

●敷金：1ヶ月 ●敷金：1ヶ月

●敷引/償却： ●敷引/償却：

●敷引/償却： ●敷引/償却：

●敷引/償却： ●敷引/償却：

- / - - / -

- / - - / -

- / - - / -

●管理費等：2,000円 ●管理費等：なし

●管理費等：- ●管理費等：3,000円

●管理費等：2,000円 ●管理費等：2,000円

●所在地：千葉県松戸市小金原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 ●所在地：千葉県松戸市稔台２丁目 ●建物構造：軽量鉄骨造 ●階建/階：2階建 ●築年月：1992年01

●所在地：千葉県松戸市常盤平西窪町 ●建物構造：木造 ●階建/階：1階建 ●築年月：1970年04月 ● ●所在地：千葉県松戸市常盤平５丁目 ●建物構造：鉄骨造 ●階建/階：7階建 6階部分 ●築年月：197

●所在地：千葉県松戸市河原塚 ●建物構造：木造 ●階建/階：2階建 ●築年月：1993年06月 ●入居日 ●所在地：千葉県松戸市小金原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 ●駐車場：有　7,000円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：ペット相談(猫/犬不可) 日当 月 ●駐車場：有　3,000円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：日当り良好 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 追焚機

入居日：即時 ●特記事項：楽器相談 二人入居可 日当り良好 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 シャワー 追焚機能 1年10月 ●駐車場：なし ●入居日：即時 ●特記事項：日当り良好 角部屋 ●設備：Ｂ・Ｔ同室 追焚

：即時 ●特記事項：バイク置場有 駐輪場有 日当り良好 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 シャワー 洗面所独立 ：1999年05月 ●駐車場：有　7,000円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：ペット相談(猫/犬不可) バイ

り良好 閑静な住宅街 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 シャワー 洗面所独立 ガスコンロ可 シューズボックス 室 能

トイレ ガスコンロ可 全居室収納 クローゼット 全居室フローリング バルコニー 専用庭 機能 ガスコンロ可 都市ガス エアコン エレベーター

ガスコンロ可 シューズボックス 室内洗濯機置場 プロパンガス 出窓 シャッター雨戸 バルコニー 庭 ク置場有(無料) 駐輪場有(無料) 日当り良好 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 シャワー 追焚機能 温水洗浄便座

内洗濯機置場 都市ガス シャッター雨戸 バルコニー

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 出窓 フローリング…



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。

06 06

06 06

06 06

千葉県知事免許（８）第８５２９号

定休日:水曜日FAX:047-385-7970TEL:047-385-6261

〒270-2253 千葉県松戸市日暮５丁目２３９

(有)稲葉商事
お店の情報を
ケータイでチェック！

●保証金：なし ●保証金：なし

●保証金：なし ●保証金：なし

●保証金：なし ●保証金：なし

物件番号：69567701070 物件番号：36211224001

物件番号：36064415001 物件番号：69569306042

物件番号：36544664001 物件番号：69537805034

取引態様：★専任媒介 取引態様：★専任媒介

取引態様：★専任媒介 取引態様：★媒介

取引態様：★専任媒介 取引態様：★媒介

新八柱 徒歩3分 五香 徒歩15分

新八柱 徒歩3分 常盤平 徒歩25分

松戸新田 徒歩19分 常盤平 徒歩24分

ＪＲ武蔵野線 新京成電鉄

ＪＲ武蔵野線 新京成電鉄

新京成電鉄 新京成電鉄

円 円

円 円

円 円

52,00052,00052,000 52,00052,00052,000

51,00051,00051,000 51,00051,00051,000

50,00050,00050,000 50,00050,00050,000

貸アパート貸アパート 貸テラスハウス貸テラスハウス

貸アパート貸アパート 貸アパート貸アパート

貸アパート貸アパート 貸アパート貸アパート

●間取り：1K ●間取り：3K

●間取り：1K ●間取り：3DK

●間取り：1LDK ●間取り：3DK

●専有面積：26.21㎡ ●専有面積：46.36㎡

●専有面積：26.21㎡ ●専有面積：51.00㎡

●専有面積：28.00㎡ ●専有面積：51.00㎡

●礼金：なし ●礼金：1ヶ月

●礼金：なし ●礼金：なし

●礼金：1ヶ月 ●礼金：なし

●敷金：1ヶ月 ●敷金：1ヶ月

●敷金：1ヶ月 ●敷金：1ヶ月

●敷金：2ヶ月 ●敷金：1ヶ月

●敷引/償却： ●敷引/償却：

●敷引/償却： ●敷引/償却：

●敷引/償却： ●敷引/償却：

- / - - / -

- / - - / -

- / - - / -

●管理費等：3,000円 ●管理費等：2,000円

●管理費等：3,000円 ●管理費等：2,000円

●管理費等：2,000円 ●管理費等：2,000円

●所在地：千葉県松戸市金ケ作 ●建物構造：軽量鉄骨造 ●階建/階：2階建 1階部分 ●築年月：2001 ●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 ●駐

●所在地：千葉県松戸市金ケ作 ●建物構造：軽量鉄骨造 ●階建/階：2階建 1階部分 ●築年月：2001 ●所在地：千葉県松戸市小金原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

●所在地：千葉県松戸市千駄堀 ●建物構造：木造 ●階建/階：2階建 2階部分 ●築年月：1981年01月 ●所在地：千葉県松戸市小金原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

年03月 ●駐車場：空無　12,000円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：バイク置場有(無料) 駐輪場有(無 車場：有　6,000円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：駐輪場有(無料) 日当り良好 角部屋 閑静な住宅

年03月 ●駐車場：空無　12,000円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：バイク置場有(無料) 駐輪場有(無 ：1999年05月 ●駐車場：有　7,000円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：ペット相談(猫/犬不可) バイ

●駐車場：有　6,000円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：日当り良好 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 シャワー ：1999年05月 ●駐車場：有　7,000円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：ペット相談(猫/犬不可) バイ

料) 日当り良好 ２面採光 角部屋 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 シャワー 洗面台 収納スペース 室内洗濯機置 街 ●設備：Ｂ・Ｔ別室

料) 日当り良好 角部屋 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 追焚機能 収納スペース エアコン 有線放送 ＣＳ ＢＳ端 ク置場有(無料) 駐輪場有(無料) 日当り良好 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 シャワー 追焚機能 温水洗浄便座

ガスコンロ可 収納スペース ク置場有(無料) 駐輪場有(無料) 日当り良好 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 シャワー 追焚機能 温水洗浄便座

場 洗濯機置場 給湯 プロパンガス エアコン 全居室エアコン 有線放送 ＣＳ ＢＳ端子 ＣＡＴＶ…

子 ＣＡＴＶ 光ファイバー バルコニー 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 出窓 フローリング…

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…



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。

06 06

06 06

06 06

千葉県知事免許（８）第８５２９号

定休日:水曜日FAX:047-385-7970TEL:047-385-6261

〒270-2253 千葉県松戸市日暮５丁目２３９

(有)稲葉商事
お店の情報を
ケータイでチェック！

●保証金：なし

●保証金：なし ●保証金：なし

●保証金：なし ●保証金：なし

物件番号：69543424097 物件番号：69568309035

物件番号：32505767001 物件番号：21858691001

物件番号：69570825018 物件番号：69568575083

取引態様：★専任媒介 取引態様：★専任媒介

取引態様：★媒介 取引態様：★専任媒介

取引態様：★媒介 取引態様：★専任媒介

八柱 徒歩3分 八柱 徒歩5分

八柱 徒歩4分 南流山 徒歩10分

五香 徒歩11分 八柱 徒歩5分

新京成電鉄 新京成電鉄

新京成電鉄 ＪＲ武蔵野線

新京成電鉄 新京成電鉄

円 円

円 円

円 円

49,00049,00049,000 49,00049,00049,000

46,00046,00046,000 45,00045,00045,000

45,00045,00045,000 35,00035,00035,000

貸アパート貸アパート 貸店舗・事務所(一部)貸店舗・事務所(一部)

貸マンション貸マンション 貸アパート貸アパート

貸アパート貸アパート 貸アパート貸アパート

●間取り：ワンルーム ●建物面積：19.83㎡

●間取り：2DK ●間取り：2DK

●間取り：2DK ●間取り：ワンルーム

●専有面積：19.83㎡ ●礼金：1ヶ月

●専有面積：34.78㎡ ●専有面積：36.45㎡

●専有面積：40.92㎡ ●専有面積：17.39㎡

●礼金：1ヶ月 ●敷金：1ヶ月

●礼金：なし ●礼金：1ヶ月

●礼金：なし ●礼金：なし

●敷金：1ヶ月 ●保証金：なし

●敷金：1ヶ月 ●敷金：1ヶ月

●敷金：なし ●敷金：なし

●敷引/償却： - / -

●管理費等：2,000円●敷引/償却：

●敷引/償却： ●敷引/償却：

●敷引/償却： ●敷引/償却：

- / -

- / - - / -

- / - - / -

●管理費等：2,000円

●管理費等：- ●管理費等：2,000円

●管理費等：4,980円 ●管理費等：3,000円

●所在地：千葉県松戸市日暮５丁目 ●建物構造：木造 ●階建/階：2階建 1階部分 ●築年月：2014年0 ●所在地：千葉県松戸市日暮５丁目 ●建物構造：木造 ●階建/階：2階建 1階部分 ●築年月：2014年0

●所在地：千葉県松戸市日暮３丁目 ●建物構造：ＡＬＣ ●階建/階：4階建 4階部分 ●築年月：1977 ●所在地：千葉県松戸市新松戸７丁目 ●建物構造：木造 ●階建/階：2階建 1階部分 ●築年月：1990

●所在地：千葉県松戸市金ケ作 ●建物構造：軽量鉄骨造 ●階建/階：2階建 2階部分 ●築年月：1991 ●所在地：千葉県松戸市日暮３丁目 ●建物構造：木造 ●階建/階：2階建 1階部分 ●築年月：1985年0

4月 築後未入居 ●入居日：即時 ●特記事項：ペット相談(小型犬/猫相談) バイク置場有(無料) 駐輪 4月 築後未入居 ●引渡し：即時 ●特記事項：バイク置場有(無料) 駐輪場有(無料) 角部屋 ●設備：

年10月 ●駐車場：近有　10,800円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：二人入居可 日当り良好 振分 ● 年04月 ●駐車場：なし ●入居日：即時 ●特記事項：ペット相談 日当り良好 角部屋 閑静な住宅街

年01月 ●駐車場：有　7,000円/月 ●入居日：即時 ●特記事項：日当り良好 角部屋 ●設備：Ｂ・Ｔ 4月 ●駐車場：なし ●入居日：即時 ●特記事項：日当り良好 角部屋 ●設備：Ｂ・Ｔ同室 洗面台 ガ

場有(無料) 二人入居可 ルームシェア可 事務所使用可 日当り良好 ２面採光 デザイナーズ バリアフ Ｂ・Ｔ別室 シャワー トイレ 室内洗濯機置場 エアコン シャッター雨戸

設備：Ｂ・Ｔ別室 洗面所 都市ガス エアコン ●設備：Ｂ・Ｔ別室 追焚機能 洗面所独立 ガスコンロ可 収納スペース シューズボックス 床下収納

別室 シャワー トイレ 洗面所独立 ガスコンロ可 収納スペース シューズボックス 室内洗濯機置場 出 スコンロ可 収納スペース 室内洗濯機置場 都市ガス フローリング エアコン

リー 角部屋 外壁サイディング 閑静な住宅街 ●設備：Ｂ・Ｔ別室 シャワー 追焚機能 浴室暖房…

室内洗濯機置場 シャッター雨戸

窓 バルコニー


