
稲葉商事
テキスト ボックス
11/18

稲葉商事
テキスト ボックス
http://inabashoji.com/     info@inabashoji.com 電　話　番　号　０４７－３８５－６２６１（代表）有限会社　稲葉商事



価 格 3,780万円
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 ■建物名：コーポラス聖 ■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 3,500万円
建物延⾯積 146.40㎡

⼟地⾯積 公簿 330.59㎡
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 2012年04⽉

■所在地：千葉県柏市南逆井１丁⽬ ■建物名：南逆井１丁⽬売アパート ■
都市計画:市街化区域■⽤途地域:１種低層■管理費:なし■積⽴⾦:なし■現
況:空■引渡し:相談■取引態様:専任媒介■駐⾞場有(無料)■バイク置場有(
無料)■駐輪場有(無料)■設備:Ｂ・Ｔ別,室内洗濯機置場,給湯,プロパンガス,
エアコン

新京成電鉄 五⾹ 徒歩25分

物件番号：69664031094

価 格 2,470万円
⼟地⾯積 公簿 204.61㎡

坪単価 @39.91万円
最適⽤途 アパート⽤地
都市計画 市街化区域
⽤途地域 １種低層

地 ⽬ 雑種地
建ぺい率/容積率 50% 100%

■所在地：千葉県松⼾市稔台３丁⽬ ■⼟地権利:所有権■現況:更地■引渡
し(時期/⽅法):相談/更地渡し■取引態様:⼀般媒介

新京成電鉄 みのり台 徒歩17分

物件番号：69652465097

価 格 1,380万円
間取り 3LDK

建物⾯積 99.84㎡
⼟地⾯積 公簿 135.00㎡

私道⾯積
（共有持分）

建物構造/階建 ＳＲＣ 2階建
築年⽉ 1979年11⽉

⼟地権利 所有権

■所在地：千葉県柏市南増尾 ■建物名：新築感覚の物件です ■都市計画:
市街化区域■⽤途地域:１種住居■地⽬:宅地■地勢:平坦■現況:空家■引渡
し:相談■取引態様:専属専任■駐⾞場有(無料)■セットバック要(5.00㎡)■
特徴:外壁サイディング■設備:追焚機能,トイレ２ヶ所,３⼝以上コンロ,シス
テムキッチン,⾷器乾燥機,クローゼット,照明器具,間接照明,ダウンライト,電
気,上⽔道,ダブルロックドア,モニタ付インターホン,駐⾞場２台分

新京成電鉄 五⾹ 徒歩24分

物件番号：69644250022

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 売アパート

売地 売⼾建住宅



価 格 1,200万円
⼟地⾯積 実測 115.42㎡

坪単価 @34.37万円
最適⽤途 住宅⽤地
都市計画 市街化区域
⽤途地域 １種低層

地 ⽬ ⼭林
建ぺい率/容積率 50% 100%

■所在地：千葉県松⼾市和名ケ⾕ ■⼟地権利:所有権■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

北総鉄道 秋⼭ 徒歩22分

物件番号：69661358064

価 格 320万円
間取り 2LDK

専有⾯積 壁芯46.42㎡
管理費 5,800円/⽉

修繕積⽴⾦ 7,500円/⽉
建物構造 ＲＣ
階建/階 5階建/5階部分

⼟地権利 所有権

■所在地：千葉県松⼾市牧の原 ■建物名：牧の原団地 507 ■築年⽉:1975
年07⽉■管理形態/⽅式:全部委託/⽇勤管理■現況:空家■引渡し:即時■取
引態様:媒介■駐⾞場近有(5,000円/⽉)■主要採光⾯:南向き■特徴:振分■
設備:追焚機能,２⼝コンロ,システムキッチン,都市ガス,全居室フローリング

新京成電鉄 五⾹ 徒歩17分

物件番号：69664797020

賃 料 48.60万円
専有⾯積 99.37㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

敷引/償却  解約時10%
保証⾦ 6ヶ⽉

管理費等 なし 共益費なし
築年⽉ 2000年02⽉

駅近、ロードサイド物件。 Ｐ３台分、ポール看板あります。

■所在地：千葉県松⼾市⽇暮３丁⽬ ■建物名：ＡＣＤビル店舗 ■建物構造
:⽊造■階建/階:1階建/1階部分■⼟地⾯積:公簿 184.00㎡■備考:エアコン
、キッチン、トイレ残地あり。 業種、初期費⽤相談下さい。■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■更新料:新賃料 1ヶ⽉■引渡し:相談■現況:空■取引態様
:媒介■駐⾞場有(無料 空き3台)■クレジットカード決済:賃料可■特徴:１
フロア１テナント■設備:トイレ,ＣＡＴＶ

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩2分

物件番号：69658404095

賃 料 40.00万円
専有⾯積 297.58㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等
築年⽉ 1976年03⽉

■所在地：千葉県松⼾市⼆⼗世紀が丘美野⾥町 ■建物名：２０世紀が丘店
舗 ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:2階建■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 数台)■バイク置場有(無料)■駐
輪場有(無料)

北総鉄道 北国分 徒歩19分

物件番号：69665508068

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。

売地 売公団

貸店舗(⼀部) 貸店舗(⼀括)



賃 料 250,000円
建物名 メゾンソレイユ １Ｆ ２Ｆ

間取り/専有⾯積 2DK 36.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

⼀括貸です。

■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/1階
部分■築年⽉:2011年04⽉■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■ペット相談■駐⾞場有(無料)■
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:⾼齢者相談,⼆⼈⼊居可,事務所使⽤可,２⾯採光,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,
シャワー,追焚機能,トイレ,洗⾯所,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,収納スペース,
クローゼット,エアコン,駐⾞場２台分

新京成電鉄 五⾹ 徒歩25分

物件番号：69627678056

賃 料 24.44万円
⼟地⾯積 808.00㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 3ヶ⽉
敷 引
保証⾦ なし
保証⾦償却

最適⽤途 資材置場⽤地

井⼾⽔、電気使えます。

■所在地：千葉県松⼾市和名ケ⾕ ■地⽬:⽥■都市計画:市街化区域■⽤途
地域:１種住居■建ぺい率:60%■容積率:200%■備考:倉庫など建てるのＯ
Ｋですが解約時は更地。■管理費:なし■契約期間:3年■引渡し:即時■現況
:更地■取引態様:媒介■クレジットカード決済:賃料可■設備:電気

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩17分

物件番号：69666357014

賃 料 20.00万円
専有⾯積 79.98㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1.5ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 7,000円/⽉
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 ■建物名：Ｔ．ＧＯＫＯビル ２Ｆ
■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

賃 料 13.00万円
⼟地⾯積 公簿 453.00㎡

礼 ⾦ 2ヶ⽉
敷 ⾦ 2ヶ⽉
敷 引
保証⾦ なし
保証⾦償却

最適⽤途 資材置場⽤地

接道路幅 ４ｍです。

■所在地：千葉県松⼾市⽥中新⽥ ■地⽬:⼭林■都市計画:調整区域■管理
費:なし■共益費:なし■雑費:なし■契約期間:2年■引渡し:相談■現況:更地
■取引態様:媒介

ＪＲ武蔵野線 新⼋柱 徒歩20分

物件番号：69643728084

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 貸地

貸店舗(⼀部) 貸地



賃 料 88,000円
建物名 柏市南増尾 ６−９−２９

間取り/専有⾯積 3LDK 99.84㎡
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：千葉県柏市南増尾６丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:2階建■
築年⽉:1979年11⽉■保険等:要■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(無料)■バイク置場有(無料)■駐輪場有(無
料)■特徴:楽器相談,⾼齢者相談,⼆⼈⼊居可,ルームシェア可,事務所使⽤可
■設備:Ｂ・Ｔ別,追焚機能,トイレ２ヶ所,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯所独⽴,
ガスコンロ付,独⽴型キッチン,カウンターキッチン,オープンキッチン,⾷器
洗浄乾燥機,収納スペース,室内洗濯機置場,洗濯機置場,フローリング,駐⾞場
２台分

新京成電鉄 五⾹ 徒歩24分

物件番号：69660098053

賃 料 85,000円
建物名 Ｔ．ＧＯＫＯビル ３階 ３階

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 77,000円
建物名 池内貸家 ７号室

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 72,000円
建物名 染⾕ハイツ 302

間取り/専有⾯積 2DK 44.71㎡
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

駅から近く、買い物便利です！ ⽇当たり良好♪

■所在地：千葉県松⼾市東松⼾４丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建/3階部分■
築年⽉:2002年03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:専任媒介■駐⾞場有(6,000円/⽉)■クレジットカード決済:賃料可■主
要採光⾯:南向き■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,洗⾯所,ガスコンロ可,２⼝コンロ,ク
ローゼット,シューズボックス,照明器具,洗濯機置場,全居室フローリング,エアコン,Ｃ
ＡＴＶインターネット,インターネット使⽤料無料,モニタ付インターホン,⽕災警報器
（報知機）,バルコニー

ＪＲ武蔵野線 東松⼾ 徒歩5分

物件番号：69562426081

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 貸マンション

貸⼾建住宅 貸マンション



賃 料 70,000円
建物名 アリカメゾンＡ 103

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■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:事務所使⽤可,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,Ｃ
ＡＴＶ,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 65,000円
建物名 飯沼貸家 1

間取り/専有⾯積 3DK 60.00㎡
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 共益費3,000円/⽉

内装リフォーム⼤変きれいに 仕上がってます♪ドア新品♪

■所在地：千葉県松⼾市⽥中新⽥ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建■築年
⽉:1981年04⽉■備考:共益費は浄化槽代です。 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(5,000円/⽉)■特徴:⾓部屋,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,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,シューズボックス,
室内洗濯機置場,給湯,プロパンガス,テラス

ＪＲ武蔵野線 新⼋柱 徒歩18分

物件番号：31628606001

賃 料 6.372万円
専有⾯積 146.40㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
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 ■建物名：メゾンソレイユ ■建物構造
:⽊造■階建/階:2階建/1階部分■⼟地⾯積:公簿 36.60㎡■⽤途地域:１種低
層■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)■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：69653247003

賃 料 57,000円
建物名 メゾンソレイユ １Ｆ ２Ｆ

間取り/専有⾯積 2DK 36.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉

１Ｆ ５７０００円 ２Ｆ ５９０００円

■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/1階部分■築年
⽉:2011年04⽉■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■ペット相談(⼩型⽝/⼤型⽝/猫/ペットと同居の⽅優先いたします)■駐⾞場
有(無料)■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:
⾼齢者相談,⼆⼈⼊居可,ルームシェア可,事務所使⽤可,２⾯採光,全室２⾯採光,⾓部屋,
振分■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,トイレ,洗⾯所,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,収納
スペース,クローゼット,室内洗濯機置場,洗濯機置場,エアコン,駐⾞場２台分

新京成電鉄 五⾹ 徒歩25分

物件番号：69667758076

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 貸⼾建住宅

貸店舗・事務所(⼀部) 貸アパート



賃 料 53,000円
建物名 笹マンション 102

間取り/専有⾯積 3K 42.90㎡
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

⾓部屋。 ファミリー向きですよ♪

■所在地：千葉県松⼾市常盤平双葉町 ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建/1
階部分■築年⽉:1977年04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■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■主要採光⾯:南⻄向き■特徴:⼆⼈⼊居可,２⾯採光,閑静な住宅街
■設備:Ｂ・Ｔ別,ガスコンロ可,２⼝コンロ,全居室収納,都市ガス,シャッター
⾬⼾,専⽤庭

新京成電鉄 常盤平 徒歩12分

物件番号：69624576076

賃 料 52,000円
建物名 ＶＩＬＬＡ若芝 １０3

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
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)■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：69659303001

賃 料 51,000円
建物名 ハイツ⼩⾦原 205

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 51,000円
建物名 ハイツ⼩⾦原 ２０1

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■ペット相談(猫/⽝不可)■駐⾞場有(7,000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。

貸アパート 貸アパート

貸アパート 貸アパート



賃 料 50,000円
建物名 ハイツ⼩⾦原 202

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 北丘ハイツＢ棟 １０１

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■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:事務所使
⽤可,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 48,000円
建物名 アリカメゾンＢ 105

間取り/専有⾯積 1K 21.28㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉

駅近徒歩２分。⽇当たり最⾼」。 清潔感ある⽩。静かな公園前。

■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:エアコン新品、⽣活保護の⽅、どうぞ♪ 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17,500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■駐⾞場空無(16,200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■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,洗⾯台,ガスコンロ可,収納スペース,全居室収納,クローゼ
ット,シューズボックス,室内洗濯機置場,給湯,都市ガス,エアコン,ＣＡＴＶ,シャッター
⾬⼾,バルコニー

ＪＲ武蔵野線 新⼋柱 徒歩2分

物件番号：69622436035

賃 料 46,000円
建物名 睦コーポ 202

間取り/専有⾯積 2K 27.00㎡
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

キッチン、お⾵呂新品です。

■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■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 貸テラスハウス

貸アパート 貸アパート



賃 料 46,000円
建物名 渡辺荘 202

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■クレジットカード決済:賃料可■特徴:⼆⼈⼊居可,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

賃 料 45,000円
建物名 コーポ清 105

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 43,000円
建物名 キムラハイツ 203

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 ワンズコア⼋柱 102

間取り/専有⾯積 1K 22.00㎡
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

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/1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
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％■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:2018年12⽉上旬予定■現況:居住中■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：36644887001

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

貸アパート 貸アパート



賃 料 30,000円
建物名 べルピア⼋柱３−３ 103

間取り/専有⾯積 ワンルーム 16.48㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

室内洗濯機置場あります！

■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/1階
部分■築年⽉:1990年06⽉■備考:ペット不可■室内清掃代：32,400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３
０％ 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■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同室,シャワー,室内洗濯機置場,給湯,プロパンガス,エ
アコン

ＪＲ武蔵野線 新⼋柱 徒歩10分

物件番号：36439949001

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




