
 物件空室一覧

  １Ｒ，１Ｋ，１ＤＫ

物件名　部屋番号 所在地 沿線・駅 徒歩分
バス分

間取 専有面積 賃料/月 共益費/月 敷金 礼金 現況 入居時期 構造 客付 ＡＤ

プラザ検見川Ａ棟 　103ｇ 千葉県千葉市花見川区検見川町３丁目311-10 中央・総武線各停 新検見川駅 徒歩　5分
バス

1K 14.04㎡   ¥29,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室
即入居

木造 客付 100％   0ヶ月 

プラザ検見川 B 　101ｇ 千葉県千葉市花見川区検見川町３丁目311-10 中央・総武線各停 新検見川駅 徒歩　5分
バス

1K 14.04㎡   ¥29,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   1ヶ月 

プラザ検見川 B 　106ｇ 千葉県千葉市花見川区検見川町３丁目311-10 中央・総武線各停 新検見川駅 徒歩　5分
バス

1K 14.04㎡   ¥29,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室
即入居

木造 客付 100％   1ヶ月 

クレール１ 　114 千葉県浦安市富士見５丁目10-30 京葉線 舞浜駅 徒歩　15分
バス

1R 16.00㎡   ¥31,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

クレール１ 　112 千葉県浦安市富士見５丁目10-30 京葉線 舞浜駅 徒歩　15分
バス

1R 16.00㎡   ¥31,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

モア１ 　107 東京都江戸川区鹿骨２丁目28-3 都営新宿線 篠崎駅 徒歩　10分
バス

1R 14.00㎡   ¥33,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

ピア６ 　603 千葉県市川市原木１丁目11-21 東京メトロ東西線 原木中山駅 徒歩　8分
バス

1R 18.00㎡   ¥34,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 相談 木造 客付 100％   0ヶ月 

クレール２ 　224 千葉県浦安市富士見５丁目10-31 京葉線 舞浜駅 徒歩　15分
バス

1R 16.00㎡   ¥34,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

ピア６ 　631 千葉県市川市原木１丁目11-21 東京メトロ東西線 原木中山駅 徒歩　8分
バス

1R 18.00㎡   ¥37,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 相談 木造 客付 100％   0ヶ月 

ピア６ 　634 千葉県市川市原木１丁目11-21 東京メトロ東西線 原木中山駅 徒歩　8分
バス

1R 18.00㎡   ¥38,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 相談 木造 客付 100％   0ヶ月 

エクセル７ 　711 東京都江戸川区西葛西８丁目11-7 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　10分
バス

1R 14.00㎡   ¥38,000 ¥8,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

エクセル６ 　608 東京都江戸川区西葛西８丁目11-6 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　10分
バス

1R 14.00㎡   ¥38,000 ¥8,000   0ヶ月   0ヶ月 退去予定 相談 木造 客付 100％   0ヶ月 

ピア５ 　509 東京都江戸川区春江町５丁目10-57.58 都営新宿線 一之江駅 徒歩　12分
バス

1R 14.00㎡   ¥38,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 退去予定 相談 木造 客付 100％   0ヶ月 

クレール９ 　926 東京都江戸川区南葛西４丁目14-6 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　19分
バス

1R 14.00㎡   ¥39,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 相談 木造 客付 100％   0ヶ月 

ロゼ６ 　615 東京都江戸川区東葛西６丁目46-5 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　8分
バス

1R 17.00㎡   ¥39,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

ロゼ６ 　612 東京都江戸川区東葛西６丁目46-5 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　8分
バス

1R 17.00㎡   ¥39,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

フローラ６ 　615 東京都江戸川区南葛西５丁目15-22 京葉線 葛西臨海公園駅
徒歩　14分

バス
1R 14.00㎡   ¥40,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
木造 客付 100％   0ヶ月 

モア１ 　121 東京都江戸川区鹿骨２丁目28-3 都営新宿線 篠崎駅 徒歩　10分
バス

1R 14.00㎡   ¥40,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

クレール８ 　825 東京都江戸川区南葛西４丁目14-5 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　20分
バス

1R 18.50㎡   ¥41,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 相談 木造 客付 100％   0ヶ月 

ピア３ 　324ｇ 東京都江戸川区篠崎町７丁目7-2 都営新宿線 篠崎駅 徒歩　6分
バス

1R 16.00㎡   ¥41,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 相談 木造 客付 100％   1ヶ月 

エクセル７ 　733 東京都江戸川区西葛西８丁目11-7 東京メトロ東西線 西葛西駅
徒歩　10分

バス
1R 14.00㎡   ¥42,000 ¥8,000   0ヶ月   0ヶ月 退去予定

相談
木造 客付 100％   0ヶ月 

ピア４ 　426ｇ 東京都江戸川区春江町５丁目10-54 都営新宿線 一之江駅
徒歩　12分

バス
1R 14.00㎡   ¥42,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
2020年11月下旬

木造 客付 100％   1ヶ月 

出力日：2021/03/04
・内見の際は、物件名・号室・内見時間を記載の上、お名刺ＦＡＸ下さい。
・お申込書は当社ＨＰよりダウンロード可能です。
・ネット掲載不可、店頭にてご紹介お願い致します。
・ＡＤ付の物件は、別途特約がございます。詳細はお問い合わせ下さい。

有限会社ハウスエージェント
TEL：03-6672-4697
HP ：https://www.house-agent.co.jp/
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コーポフローラ 　102 東京都江戸川区北葛西１丁目3-13 都営新宿線 船堀駅
徒歩　15分

バス
1K 15.00㎡   ¥43,000   0ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
木造 客付 100％   0ヶ月 

第２中川ハイツ 　201 東京都江戸川区東葛西９丁目19-9 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　19分
バス

1K 18.00㎡   ¥45,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

ピア３ 　311 東京都江戸川区篠崎町７丁目7-2 都営新宿線 篠崎駅
徒歩　6分

バス
1R 16.00㎡   ¥45,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 改装中

相談
木造 客付 100％   0ヶ月 

カーサ森 　101 東京都江戸川区南葛西６丁目8-13 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩
バス　8分

1K 18.03㎡   ¥45,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

レモンハイツ島田Ⅰ 　102ｇ 東京都江戸川区西葛西７丁目29-24 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　8分
バス

1K 18.46㎡   ¥45,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   1ヶ月 

カーサカトレア 　107 東京都江戸川区西葛西１丁目11-8 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　14分
バス

1K 17.00㎡   ¥46,000 ¥1,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

カーサカトレア 　106 東京都江戸川区西葛西１丁目11-8 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　14分
バス

1K 17.00㎡   ¥46,000 ¥1,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

フローラ７ 　715ｇ 東京都江戸川区南葛西５丁目15-22 京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩　18分
バス

1R 15.00㎡   ¥46,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   1ヶ月 

モア３ 　318 千葉県市川市行徳駅前４丁目16-7 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩　9分
バス

1R 16.00㎡   ¥46,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ピア６ 　623 千葉県市川市原木１丁目11-21 東京メトロ東西線 原木中山駅 徒歩　8分
バス

1R 18.00㎡   ¥47,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 相談 木造 客付 100％   0ヶ月 

モア４ 　410ｇ 千葉県浦安市堀江４丁目9-40 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩　8分
バス

1R 18.00㎡   ¥47,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   1ヶ月 

レモンハイツ島田Ⅱ 　105ｇ 東京都江戸川区西葛西７丁目29-23 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　8分
バス

1K 23.00㎡   ¥47,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 期日指定
2021年03月上旬

鉄骨 客付 100％   1ヶ月 

モア３ 　326 千葉県市川市行徳駅前４丁目16-7 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩　9分
バス

1R 16.00㎡   ¥48,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

フローラ３ 　328 東京都江戸川区南葛西２丁目10-7 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　15分
バス

1R 14.50㎡   ¥48,000 ¥6,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 相談 木造 客付 100％   0ヶ月 

フローラ２ 　214 千葉県浦安市東野２丁目15-33 京葉線 舞浜駅 徒歩　25分
バス

1R 14.90㎡   ¥49,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 退去予定 相談 木造 客付 100％   0ヶ月 

ガーデンハイム 　101 東京都江戸川区北葛西２丁目7-19 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　15分
バス

1R 17.82㎡   ¥49,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ニットーコーポ 　208 東京都江戸川区西葛西６丁目23-13 東京メトロ東西線 西葛西駅
徒歩　4分

バス
1R 16.00㎡   ¥49,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 空室

即入居
鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

末広２５９ 　10C 千葉県市川市末広２丁目5-9 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩　12分
バス

1R 18.37㎡   ¥50,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

コーポエトランゼⅡ 　204 東京都江戸川区中葛西２丁目18-8 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　13分
バス

1K 18.00㎡   ¥50,000 ¥3,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

コーポエトランゼⅡ 　207 東京都江戸川区中葛西２丁目18-8 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　13分
バス

1K 18.00㎡   ¥50,000 ¥3,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

プランドール富浜第Ⅱ 　508 千葉県市川市富浜２丁目7-6 東京メトロ東西線 妙典駅
徒歩　2分

バス
1K 15.70㎡   ¥50,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

プランドール富浜第Ⅱ 　205 千葉県市川市富浜２丁目7-6 東京メトロ東西線 妙典駅
徒歩　2分

バス
1K 15.70㎡   ¥50,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

- 2/9 - 



 物件空室一覧

  １Ｒ，１Ｋ，１ＤＫ

物件名　部屋番号 所在地 沿線・駅 徒歩分
バス分

間取 専有面積 賃料/月 共益費/月 敷金 礼金 現況 入居時期 構造 客付 ＡＤ

出力日：2021/03/04
・内見の際は、物件名・号室・内見時間を記載の上、お名刺ＦＡＸ下さい。
・お申込書は当社ＨＰよりダウンロード可能です。
・ネット掲載不可、店頭にてご紹介お願い致します。
・ＡＤ付の物件は、別途特約がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
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HP ：https://www.house-agent.co.jp/

プランドール富浜第Ⅱ 　201 千葉県市川市富浜２丁目7-6 東京メトロ東西線 妙典駅
徒歩　2分

バス
1K 15.70㎡   ¥50,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

プランドール富浜第Ⅱ 　308 千葉県市川市富浜２丁目7-6 東京メトロ東西線 妙典駅 徒歩　2分
バス

1K 15.70㎡   ¥50,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

モア６ 　618ｇ 千葉県浦安市堀江４丁目9-43 東京メトロ東西線 浦安駅
徒歩　8分

バス
1R 18.00㎡   ¥50,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室

相談
鉄骨 客付 100％   1ヶ月 

末広２５９ 　40F 千葉県市川市末広２丁目5-9 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩　12分
バス

1R 20.24㎡   ¥50,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

ロゼ２ 　221 千葉県市川市行徳駅前４丁目10-23 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩　8分
バス

1R 16.64㎡   ¥51,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

コーポエトランゼⅡ 　201 東京都江戸川区中葛西２丁目18-8 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　13分
バス

1K 18.00㎡   ¥51,000 ¥3,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

モア４ 　42Aｇ 千葉県浦安市堀江４丁目9-40 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩　8分
バス

1R 18.00㎡   ¥51,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 相談 鉄骨 客付 100％   1ヶ月 

ガーデンハイム 　105 東京都江戸川区北葛西２丁目7-19 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　15分
バス

1R 17.82㎡   ¥51,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ガーデンハイム 　106 東京都江戸川区北葛西２丁目7-19 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　15分
バス

1R 17.82㎡   ¥51,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ニットーコーポ 　405ｇ 東京都江戸川区西葛西６丁目23-13 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　4分
バス

1R 16.00㎡   ¥51,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 即入居
2020年11月下旬

鉄筋コンクリート 客付 100％   1ヶ月 

ニットーコーポ 　402ｇ 東京都江戸川区西葛西６丁目23-13 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　4分
バス

1R 16.00㎡   ¥51,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   1ヶ月 

ユートピアⅡ 　106 東京都江戸川区中葛西８丁目17-17 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　11分
バス

1K 18.00㎡   ¥52,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

プリマス一之江 　303 東京都江戸川区一之江３丁目6-3 都営新宿線 一之江駅 徒歩　3分
バス

1DK 19.35㎡   ¥52,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 ALC 客付 100％   0ヶ月 

ベイグランデ北栄 　415 千葉県浦安市北栄２丁目11-8 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩　9分
バス

1R 17.10㎡   ¥52,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

モア５ 　533ｇ 千葉県浦安市堀江４丁目9-41 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩　8分
バス

1R 18.00㎡   ¥52,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 相談 鉄骨 客付 100％   1ヶ月 

グランドマンション 　201 東京都江戸川区中葛西１丁目7-12 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　14分
バス

1K 21.00㎡   ¥53,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ガーデンハイム 　206 東京都江戸川区北葛西２丁目7-19 東京メトロ東西線 西葛西駅
徒歩　15分

バス
1R 17.82㎡   ¥53,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ガーデンハイム 　207 東京都江戸川区北葛西２丁目7-19 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　15分
バス

1R 17.82㎡   ¥53,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

フローラ8 　823 東京都江戸川区南葛西３丁目21-7 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　18分
バス

1R 18.00㎡   ¥53,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 相談 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

バリストハウス 　322 東京都江戸川区東葛西２丁目23-2 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　10分
バス

1K 17.31㎡   ¥54,000 ¥2,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

フジマンション末広 　407 千葉県市川市末広２丁目11-4 東京メトロ東西線 行徳駅
徒歩　10分

バス
1K 19.00㎡   ¥55,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 空室

即入居
鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

フジマンション末広 　411 千葉県市川市末広２丁目11-4 東京メトロ東西線 行徳駅
徒歩　10分

バス
1K 19.00㎡   ¥55,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 空室

即入居
鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 
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 物件空室一覧

  １Ｒ，１Ｋ，１ＤＫ

物件名　部屋番号 所在地 沿線・駅 徒歩分
バス分

間取 専有面積 賃料/月 共益費/月 敷金 礼金 現況 入居時期 構造 客付 ＡＤ

出力日：2021/03/04
・内見の際は、物件名・号室・内見時間を記載の上、お名刺ＦＡＸ下さい。
・お申込書は当社ＨＰよりダウンロード可能です。
・ネット掲載不可、店頭にてご紹介お願い致します。
・ＡＤ付の物件は、別途特約がございます。詳細はお問い合わせ下さい。

有限会社ハウスエージェント
TEL：03-6672-4697
HP ：https://www.house-agent.co.jp/

JAWA　BLD 　403ｇ 東京都江戸川区西葛西６丁目12-8 東京メトロ東西線 西葛西駅
徒歩　3分

バス
1R 16.00㎡   ¥55,000 ¥2,000   0ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
鉄筋コンクリート 客付 100％   1ヶ月 

JAWA　BLD 　402ｇ 東京都江戸川区西葛西６丁目12-8 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　3分
バス

1R 17.00㎡   ¥55,000 ¥2,000   0ヶ月   0ヶ月 居住中 期日指定
2021年03月下旬

鉄筋コンクリート 客付 100％   1ヶ月 

シェルハウス 　302 東京都江戸川区中葛西７丁目9-16 東京メトロ東西線 葛西駅
徒歩　15分

バス
1R 14.87㎡   ¥55,000   1ヶ月   1ヶ月 空室

即入居
鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ベイグランデ北栄 　211 千葉県浦安市北栄２丁目11-8 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩　9分
バス

1R 17.10㎡   ¥55,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

クレール３ 　315 東京都江戸川区南葛西５丁目4-11 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩
バス　5分

1R 22.35㎡   ¥55,000 ¥8,000   1ヶ月   1ヶ月 退去予定 相談 木造 客付 100％   0ヶ月 

アップルハウス 　202 東京都江戸川区中葛西５丁目25-10 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　3分
バス

1K 20.00㎡   ¥55,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

浜吉荘 　201 東京都江戸川区西葛西６丁目25-8 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　3分
バス

1K 22.00㎡   ¥55,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

清水マンション 　202 東京都江戸川区中葛西７丁目31-15 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　15分
バス

1K 20.16㎡   ¥58,000 ¥2,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

カーサ・デ・フローラⅡ 　1003 東京都江戸川区南葛西２丁目5-10 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　13分
バス

1K 21.60㎡   ¥58,000 ¥4,000   1ヶ月   0ヶ月 退去予定 期日指定
2021年04月下旬

鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

コーポシノハラ 　107ｇ 千葉県市川市欠真間２丁目15-20 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩　9分
バス

1K 23.30㎡   ¥59,000 ¥4,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   1ヶ月 

ピア１ 　143 東京都江戸川区西葛西６丁目29-3 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　5分
バス

1R 18.00㎡   ¥59,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 相談 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ピア１ 　139 東京都江戸川区西葛西６丁目29-3 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　5分
バス

1R 18.00㎡   ¥59,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 相談 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

三谷ビル 　403 東京都江戸川区西葛西３丁目2-15 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　3分
バス

1R 18.50㎡   ¥60,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ピア２ 　271 東京都江戸川区篠崎町７丁目26-11 都営新宿線 篠崎駅 徒歩　1分
バス

1K 22.00㎡   ¥62,000 ¥8,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 相談
鉄骨鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

第三ハイツヤマヤ 　103 東京都江戸川区中葛西７丁目19-16 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　12分
バス

1K 22.72㎡   ¥62,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

エストパルⅡ 　Ａ102ｇ 千葉県市川市福栄３丁目14-10 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩　9分
バス

1K 25.11㎡   ¥62,000 ¥4,000   0ヶ月   0ヶ月 退去予定 期日指定
2021年03月下旬

木造 客付 100％   1ヶ月 

第６コーポマキ 　105 東京都江戸川区東葛西５丁目48-7 東京メトロ東西線 葛西駅
徒歩　10分

バス
1K 21.00㎡   ¥62,000   1ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

第６コーポマキ 　103 東京都江戸川区東葛西５丁目48-7 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　10分
バス

1K 21.00㎡   ¥62,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

第三ハイツヤマヤ 　202 東京都江戸川区中葛西７丁目19-16 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　12分
バス

1K 22.72㎡   ¥62,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

コーポシノハラ 　202ｇ 千葉県市川市欠真間２丁目15-20 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩　9分
バス

1K 23.30㎡   ¥64,000 ¥4,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   1ヶ月 

コーポシノハラ 　203ｇ 千葉県市川市欠真間２丁目15-20 東京メトロ東西線 行徳駅
徒歩　9分

バス
1K 23.30㎡   ¥64,000 ¥4,000   0ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
鉄骨 客付 100％   1ヶ月 

ブルーメ 　214ｇ 千葉県市川市妙典３丁目21-11 東京メトロ東西線 妙典駅
徒歩　2分

バス
1K 23.85㎡   ¥64,000 ¥10,000   1ヶ月   1ヶ月 空室

相談
鉄筋コンクリート 客付 100％   1ヶ月 
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 物件空室一覧

  １Ｒ，１Ｋ，１ＤＫ

物件名　部屋番号 所在地 沿線・駅 徒歩分
バス分

間取 専有面積 賃料/月 共益費/月 敷金 礼金 現況 入居時期 構造 客付 ＡＤ

出力日：2021/03/04
・内見の際は、物件名・号室・内見時間を記載の上、お名刺ＦＡＸ下さい。
・お申込書は当社ＨＰよりダウンロード可能です。
・ネット掲載不可、店頭にてご紹介お願い致します。
・ＡＤ付の物件は、別途特約がございます。詳細はお問い合わせ下さい。

有限会社ハウスエージェント
TEL：03-6672-4697
HP ：https://www.house-agent.co.jp/

コーポシノハラ 　306ｇ 千葉県市川市欠真間２丁目15-20 東京メトロ東西線 行徳駅
徒歩　9分

バス
1K 23.30㎡   ¥65,000 ¥4,000   0ヶ月   0ヶ月 空室

期日指定
2021年03月上旬

鉄骨 客付 100％   1ヶ月 

エストパルⅡ 　Ｂ206ｇ 千葉県市川市福栄３丁目14-10 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩　9分
バス

1K 25.11㎡   ¥65,000 ¥4,000   0ヶ月   0ヶ月 退去予定 期日指定
2021年03月下旬

木造 客付 100％   1ヶ月 

エースハイツ 　303 東京都江戸川区中葛西３丁目19-1 東京メトロ東西線 葛西駅
徒歩　3分

バス
1K 22.00㎡   ¥66,000   1ヶ月   0ヶ月 退去予定

期日指定
2021年03月下旬

鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ブルーメ 　506 千葉県市川市妙典３丁目21-11 東京メトロ東西線 妙典駅 徒歩　2分
バス

1K 30.60㎡   ¥74,000 ¥10,000   1ヶ月   1ヶ月 退去予定 相談 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

クレアーレハセガワ 　102 東京都江戸川区平井６丁目65-7 中央・総武線各停 平井駅 徒歩　8分
バス

1K 26.03㎡   ¥75,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

第一田中マンション 　501 東京都江戸川区西葛西３丁目13-2 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　4分
バス

1DK 29.00㎡   ¥75,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

コーポマキ 　506 東京都江戸川区中葛西３丁目29-13 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　3分
バス

1K 23.28㎡   ¥77,000   1ヶ月   1ヶ月 退去予定 期日指定
2021年04月中旬

鉄骨鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

ケンハーバー 　306ｇ 東京都江戸川区東葛西６丁目23-5 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　5分
バス

1DK 32.50㎡   ¥77,000 ¥3,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   1ヶ月 

フォレストコート葛西 　305 東京都江戸川区東葛西６丁目15-5 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　2分
バス

1R 27.32㎡   ¥79,000 ¥8,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

フォレストコート葛西 　203 東京都江戸川区東葛西６丁目15-5 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　2分
バス

1R 26.85㎡   ¥79,000 ¥8,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

大井ヒルＫＩＴ 　202 東京都品川区大井３丁目23 横須賀線 西大井駅 徒歩　10分
バス

1K 27.60㎡   ¥79,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

オリーブハウス門前仲町 　202 東京都江東区富岡１丁目2-4 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩　1分
バス

1K 25.49㎡   ¥80,000 ¥10,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

JAWA　BLD 　602ｔ 東京都江戸川区西葛西６丁目12-8 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　3分
バス

1R 21.00㎡   ¥80,000   3.3ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

フォレストコート葛西 　501 東京都江戸川区東葛西６丁目15-5 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　2分
バス

1R 27.16㎡   ¥82,000 ¥8,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

オリーブハウス門前仲町 　301
ｇ

東京都江東区富岡１丁目2-4 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩　1分
バス

1K 25.70㎡   ¥83,000 ¥10,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   1ヶ月 

オリーブハウス門前仲町 　402 東京都江東区富岡１丁目2-4 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩　1分
バス

1K 25.49㎡   ¥85,000 ¥10,000   1ヶ月   1ヶ月 退去予定 相談 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

シティハイツⅡ 　701 東京都江戸川区中葛西３丁目11-8 東京メトロ東西線 葛西駅
徒歩　4分

バス
1R 30.00㎡   ¥85,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
鉄筋コンクリート 客付 75％   0ヶ月 

オリーブハウス門前仲町 　401 東京都江東区富岡１丁目2-4 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩　1分
バス

1K 25.70㎡   ¥85,000 ¥10,000   1ヶ月   1ヶ月 退去予定 相談 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 
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 物件空室一覧表 

物件名　部屋番号 所在地 沿線・駅 徒歩分
バス分

間取 専有面積 賃料/月 共益費/月 敷金 礼金 現況 入居時期 構造 客付 ＡＤ

第二荒井荘 　202 東京都江戸川区東葛西４丁目48-14 東京メトロ東西線 葛西駅
徒歩　17分

バス
2K 24.00㎡   ¥20,000 ¥2,000   0ヶ月   0ヶ月 空室

相談
木造 客付 100％   0ヶ月 

中川ハイツ 　203 東京都江戸川区西葛西１丁目2-10 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　15分
バス

2K 32.00㎡   ¥52,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0ヶ月 

第一コーポ清水 　102 東京都江戸川区中葛西７丁目10-9 東京メトロ東西線 葛西駅
徒歩　13分

バス
2K 34.70㎡   ¥62,000   0ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
木造 客付 100％   0ヶ月 

第一清水ハイツ 　201 東京都江戸川区中葛西８丁目19-14 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　9分
バス

2K 33.00㎡   ¥69,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0.5ヶ月 

第二ハイツヤマヤ 　203 東京都江戸川区中葛西４丁目16-5 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　7分
バス

2DK 33.00㎡   ¥69,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 木造 客付 100％   0.5ヶ月 

フラワーハウス 　102 東京都江戸川区北葛西１丁目22-8 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　25分
バス

2DK 35.60㎡   ¥70,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 相談 木造 客付 100％   1ヶ月 

フラワーハウス 　102ｇ 東京都江戸川区北葛西１丁目22-8 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　25分
バス

2DK 35.60㎡   ¥70,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 相談 木造 客付 100％   1ヶ月 

中川ハイツ 　201 東京都江戸川区中葛西１丁目3-22 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　12分
バス

2DK 40.00㎡   ¥70,000 ¥2,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 相談 木造 客付 100％   0ヶ月 

リバーサイド関口 　201ｇ 東京都江戸川区東葛西４丁目56-21 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　15分
バス

2DK 39.23㎡   ¥72,000 ¥1,000   0ヶ月   0ヶ月 退去予定 期日指定
2021年03月中旬

軽量鉄骨 客付 100％   1ヶ月 

第３丸清ハイツ 　201 東京都江戸川区西葛西１丁目2-19 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　15分
バス

2DK 36.00㎡   ¥73,000 ¥3,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ＹＳ西葛西 　303 東京都江戸川区西葛西１丁目3-13 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　15分
バス

2DK 40.00㎡   ¥77,000   0ヶ月   0ヶ月 退去予定 期日指定
2021年04月中旬

鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

プランドール 　103 東京都江戸川区南葛西４丁目13-11 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　20分
バス

2DK 42.00㎡   ¥79,000 ¥3,000   0ヶ月   0ヶ月 居住中 期日指定
2021年03月下旬

鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ノイエ 　102 東京都江戸川区東葛西２丁目21-5 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　12分
バス

2DK 44.00㎡   ¥79,000 ¥5,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

ピュアハウス 　203 東京都江戸川区西葛西１丁目10-18 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　13分
バス

2DK 38.00㎡   ¥80,000 ¥2,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 期日指定
2021年03月中旬

鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

第二清水マンション 　203 東京都江戸川区中葛西７丁目30-4 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　12分
バス

2DK 39.66㎡   ¥83,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0.5ヶ月 

レジデンス内宮 　305 東京都江戸川区中葛西４丁目12-4 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　10分
バス

2DK 39.20㎡   ¥85,000   0ヶ月   0ヶ月 退去予定 期日指定
2021年05月上旬

鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

第三清水マンション 　303 東京都江戸川区中葛西７丁目14-6 東京メトロ東西線 葛西駅
徒歩　15分

バス
2DK 39.69㎡   ¥85,000   1ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
鉄骨 客付 100％   0.5ヶ月 

第二清水マンション 　305 東京都江戸川区中葛西７丁目30-4 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　12分
バス

2DK 39.66㎡   ¥85,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0.5ヶ月 

シャトレグレイス 　103 東京都江戸川区西葛西８丁目8-17 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　11分
バス

2DK 43.74㎡   ¥85,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

アメニティMS 　201ｇ 東京都江戸川区南葛西３丁目20-1 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　15分
バス

2DK 48.06㎡   ¥85,000   2ヶ月   0ヶ月 退去予定 相談 鉄筋コンクリート 客付 100％   1ヶ月 

第３田中ハイム 　205 東京都江戸川区西葛西１丁目11-26 東京メトロ東西線 西葛西駅
徒歩　13分

バス
1LDK 40.00㎡   ¥85,000 ¥2,000   1ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

コーポ近江屋3 　201 東京都江戸川区東葛西６丁目7-18 東京メトロ東西線 葛西駅
徒歩　4分

バス
2DK 44.24㎡   ¥90,000 ¥2,000   1ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

出力日：2021/03/04
・内見の際は、物件名・号室・内見時間を記載の上、お名刺ＦＡＸ下さい。
・お申込書は当社ＨＰよりダウンロード可能です。
・ネット掲載不可、店頭にてご紹介お願い致します。
・ＡＤ付の物件は、別途特約がございます。詳細はお問い合わせ下さい。

有限会社ハウスエージェント
TEL：03-6672-4697
HP ：https://www.house-agent.co.jp/    １ＬＤＫ，２Ｋ，２ＤＫ
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 物件空室一覧表 

物件名　部屋番号 所在地 沿線・駅 徒歩分
バス分

間取 専有面積 賃料/月 共益費/月 敷金 礼金 現況 入居時期 構造 客付 ＡＤ

出力日：2021/03/04
・内見の際は、物件名・号室・内見時間を記載の上、お名刺ＦＡＸ下さい。
・お申込書は当社ＨＰよりダウンロード可能です。
・ネット掲載不可、店頭にてご紹介お願い致します。
・ＡＤ付の物件は、別途特約がございます。詳細はお問い合わせ下さい。

有限会社ハウスエージェント
TEL：03-6672-4697
HP ：https://www.house-agent.co.jp/    １ＬＤＫ，２Ｋ，２ＤＫ

コーポ近江屋3 　202 東京都江戸川区東葛西６丁目7-18 東京メトロ東西線 葛西駅
徒歩　4分

バス
2DK 44.24㎡   ¥90,000 ¥2,000   1ヶ月   0ヶ月 空室

即入居
鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

メゾン・ド・リプレット 　303 東京都江戸川区中葛西３丁目15-7 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　2分
バス

2DK 42.03㎡   ¥90,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

リュミエール・デュ・ソレイユ 　103 東京都江戸川区東葛西６丁目34-15 東京メトロ東西線 葛西駅
徒歩　7分

バス
2DK 43.01㎡   ¥99,000 ¥3,000   1ヶ月   1ヶ月 退去予定

期日指定
2021年04月中旬

軽量鉄骨 客付 75％   0ヶ月 

リュミエール・デュ・ソレイユ 　105 東京都江戸川区東葛西６丁目34-15 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　7分
バス

2DK 43.01㎡   ¥100,000 ¥3,000   1ヶ月   1ヶ月 退去予定 期日指定
2021年04月中旬

軽量鉄骨 客付 75％   0ヶ月 

ハイツセントラル葛西 　401 東京都江戸川区中葛西５丁目21-10 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　5分
バス

2DK 45.00㎡   ¥112,000   0ヶ月   0ヶ月 空室 期日指定
2021年03月下旬

鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

Levante　～レヴァンテ～ 　Ｃ 東京都江戸川区東葛西８丁目28-1 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　16分
バス

1LDK 47.47㎡   ¥127,000 ¥5,000   2ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 75％   0ヶ月 

KIRAKU2 　Ｂ602 東京都江戸川区西葛西６丁目18-3 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　2分
バス

1LDK 58.32㎡   ¥135,000 ¥10,000   0ヶ月   0ヶ月 退去予定 期日指定
2021年04月中旬

鉄骨鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 
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 物件空室一覧表 

物件名　部屋番号 所在地 沿線・駅 徒歩分
バス分

間取 専有面積 賃料/月 共益費/月 敷金 礼金 現況 入居時期 構造 客付 ＡＤ

北葛西２丁目テラス 　E 東京都江戸川区北葛西２丁目7-18 東京メトロ東西線 西葛西駅
徒歩　14分

バス
2LDK 40.51㎡   ¥82,000 ¥3,000   1ヶ月   1ヶ月 空室

即入居
鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

第２ひかりハイツ 　403 東京都江戸川区西葛西６丁目3-15 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　3分
バス

3DK 52.74㎡   ¥90,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 居住中 期日指定
2021年03月下旬

鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

グランパルクＧ８ 　103ｇ 東京都江戸川区南葛西４丁目17-10 東京メトロ東西線 葛西駅
徒歩

バス　5分
3DK 54.00㎡   ¥94,000 ¥5,000   0ヶ月   0ヶ月 空室

期日指定
2021年03月中旬

鉄骨 客付 100％   1ヶ月 

コーポ近江屋２ 　305 東京都江戸川区東葛西６丁目8-16 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　4分
バス

2LDK 50.00㎡   ¥95,000 ¥2,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 期日指定
2021年03月中旬

鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

中６テラスハウス 　1 東京都江戸川区中葛西６丁目4-6 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　10分
バス

2LDK 45.32㎡   ¥96,000   0ヶ月   0ヶ月 退去予定 期日指定
2021年04月中旬

木造 客付 100％   0ヶ月 

プチハウスシノⅠ 　201ｇ 東京都江戸川区南葛西４丁目14-22 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　20分
バス

3SDK 67.75㎡   ¥96,000 ¥4,000   2ヶ月   0ヶ月 退去予定 相談 木造 客付 100％   1ヶ月 

第２ニュー和幸 　502 東京都江戸川区西葛西２丁目18-7 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　8分
バス

2LDK 52.08㎡   ¥105,000 ¥5,000   1ヶ月   0ヶ月 空室 期日指定
2021年03月上旬

鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

フジマンション第１ 　802 東京都江戸川区西葛西６丁目21-17 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　3分
バス

2LDK 49.00㎡   ¥110,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 期日指定
2021年03月上旬

鉄骨鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

コンフォートMS 　205ｇ 東京都江戸川区南葛西３丁目22-10 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　15分
バス

2LDK 61.02㎡   ¥116,000   2ヶ月   0ヶ月 退去予定 期日指定
2021年04月下旬

鉄骨鉄筋コンクリート 客付 100％   1ヶ月 

コンフォートMS 　706ｇ 東京都江戸川区南葛西３丁目22-10 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　15分
バス

2LDK 64.12㎡   ¥128,000   2ヶ月   0ヶ月 空室 期日指定
2021年03月中旬

鉄骨鉄筋コンクリート 客付 100％   1ヶ月 

グロリア壱番館 　407 東京都江戸川区南葛西６丁目15-1 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩
バス　11分

3LDK 70.50㎡   ¥132,000 ¥9,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 期日指定
2021年03月上旬

鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

KIRAKU2 　A401 東京都江戸川区西葛西６丁目18-3 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　2分
バス

2LDK 58.32㎡   ¥135,000 ¥10,000   0ヶ月   0ヶ月 退去予定 期日指定
2021年04月中旬

鉄骨鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

グロリア壱番館 　401 東京都江戸川区南葛西６丁目15-1 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩
バス　11分

3LDK 70.50㎡   ¥140,000 ¥9,000   1ヶ月   1ヶ月 退去予定 期日指定
2021年04月下旬

鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

グロリア参番館 　502 東京都江戸川区南葛西６丁目34-12 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩
バス　10分

3LDK 69.75㎡   ¥140,000 ¥9,000   1ヶ月   1ヶ月 退去予定 期日指定
2021年04月下旬

鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

KIRAKU2 　B901 東京都江戸川区西葛西６丁目18-3 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　2分
バス

2LDK 58.32㎡   ¥140,000 ¥10,000   0ヶ月   0ヶ月 退去予定 期日指定
2021年04月中旬

鉄骨鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

レピドール福田Ⅰ 　602 東京都江東区南砂２丁目37-1 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩　5分
バス

2LDK 52.00㎡   ¥145,000 ¥10,000   1ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

パークテラスイーリス 　155 東京都江戸川区清新町２丁目3-31 東京メトロ東西線 西葛西駅
徒歩　18分

バス
3LDK 69.92㎡   ¥149,000 ¥10,000   2ヶ月   1ヶ月 退去予定

相談
鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

サンエクセル英 　101 東京都江戸川区東葛西５丁目40-1 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　7分
バス

2LDK 115.00㎡   ¥250,000   2ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

福田ビル 　1 東京都江戸川区西葛西４丁目2-63 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　7分
バス

4LDK 176.00㎡   ¥280,000 ¥5,000   1.5ヶ月   1.5ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

出力日：2021/03/04
・内見の際は、物件名・号室・内見時間を記載の上、お名刺ＦＡＸ下さい。
・お申込書は当社ＨＰよりダウンロード可能です。
・ネット掲載不可、店頭にてご紹介お願い致します。
・ＡＤ付の物件は、別途特約がございます。詳細はお問い合わせ下さい。

有限会社ハウスエージェント
TEL：03-6672-4697
HP ：https://www.house-agent.co.jp/  ２ＬＤＫ，３Ｋ，３ＤＫ，３ＬＤＫ～
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 物件空室一覧表 

テナント

物件名　部屋番号 所在地 沿線・駅 徒歩分
バス分

階数 専有面積 賃料/月 共益費/月 保証金 敷金 礼金 現況 入居時期 構造 客付 ＡＤ

コーポ保戸田（東６） 　201 東京都江戸川区東葛西６丁目7-15 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　4分
バス

2階 31.64㎡   ¥65,000   1.1ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

中島ビル 　2-B 東京都江戸川区中葛西２丁目2-3 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　11分
バス

2階 36.89㎡   ¥130,000   4.4ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

KIRAKU２ (テナント) 　B棟Ｂ-2 東京都江戸川区西葛西６丁目18-3 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　2分
バス

B1階 49.80㎡   ¥180,720   5.5ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄骨鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

第５サンキビル 　101 東京都江戸川区西葛西３丁目11-8 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　5分
バス

1階 43.99㎡   ¥190,000   3.3ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

丸清ビル 　3F-Ａ 東京都江戸川区西葛西６丁目13-14 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　1分
バス

3階 68.31㎡   ¥210,000   3.3ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

サンエクセル英 　101ｔ 東京都江戸川区東葛西５丁目40-1 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩　7分
バス

1階 115.00㎡   ¥250,000   2.2ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 鉄骨 客付 100％   0ヶ月 

加藤ビル 　１Ｆ 東京都江戸川区北葛西４丁目1-46 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　10分
バス

1階 97.08㎡   ¥300,000   3.3ヶ月   0ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

丸清ビル 　1F-A 東京都江戸川区西葛西６丁目13-14 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩　1分
バス

1階 68.31㎡   ¥400,000   10ヶ月   1ヶ月 空室 即入居 鉄筋コンクリート 客付 100％   0ヶ月 

・内見の際は、物件名・号室・内見時間を記載の上、お名刺ＦＡＸ下さい。
・お申込書は当社ＨＰよりダウンロード可能です。
・ネット掲載不可、店頭にてご紹介お願い致します。
・ＡＤ付の物件は、別途特約がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
・税別の金額で表記しております。賃料等には別途消費税がかかります。

出力日：2021/03/04

有限会社ハウスエージェント
TEL：03-6672-4697
HP ：https://www.house-agent.co.jp/
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