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今週のイチオシ：ショパンハウス（国分寺駅）　

▼格安賃料でプライベート防音室付き！

　自室とは別に専用の防音室を確保できるなら、楽器を演奏される方にと

っては、とても贅沢な一人暮らしの環境となりそうです。

　そのような物件、いくらご予算があっても実現は難しいものですが、お

安い賃料帯で実現できると言うのなら、この機会にご検討してみてはいか

がでしょうか。

　コチラの物件、居住スペースはシンプルなワンルームですが、建物の地

階部分に各部屋専用の防音室が割り当てられているという、たいへん珍し

い物件です。

　防音室の広さは約４．８平米。賃貸サイズの畳は一帖を１．６２平米で

計算するので、３帖弱の広さということになります。

　お部屋も防音室も、決して広いとは言えないスペースですが、格安の賃

料設定で憧れのプライベート防音室が手に入る、オンリーワンの物件です

！

物件コード【１１５３】

[所在地]＃東京都国分寺市南町１丁目

[交通１]＃ＪＲ中央線「国分寺駅」徒歩７分

[賃　料]・５９，０００円

[管理費]・　１，０００円

[タイプ]・１Ｒ＋防音室

[間取り]・居室１１．７７平米（防音室約４．８

平米）

[種　別]・アパート

[構　造]・木造　２階建て　２階部分＋Ｂ１階部

分

[築　年]・１９８９年

▼条件・設備概要

地下防音室は各ご入居者にひとつずつ！　このお家賃で贅沢なプライベート防音

室です。防音室内で各種楽器演奏に対応（居室での演奏不可）、楽器演奏時間８

：００〜２２：００まで、ＩＨコンロ新規リフォーム、ランドリースペース、エ

アコン２基（居室と防音室に一基ずつ）

▼お問合せ

メジャーハウジング株式会社（03-3983-8621）

関連記事：http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1153

今週のオススメ：　２

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1153


今週のイチオシ：サンビレッジ武蔵野（仏子駅）　

▼郊外エリアで好条件を実現・２４時間演奏対応

　西武池袋線・仏子駅。秩父の山々を望むみどり一杯の環境は、都心から

見るとかなりの郊外となりますが、武蔵野音楽大学の１・２年生が通学す

るキャンパスの最寄りということで、本格的な演奏に対応する物件の分布

が見られます。

　なかでもコチラ、近代的な間取りで２４時間の演奏に対応する物件が、

郊外ならではのお安い賃料設定ということで、募集の度に注目を集める物

件です。

　本来ですと、一人暮らしをするエリアとして一般的とは言えないロケ

ーションですが、格安で実現する好条件の演奏環境として、武蔵野音大生

でなくてもご希望される方もいらっしゃるくらいです。

　通勤・通学に無理のない範囲ということでしたら、ご検討してみてはい

かがでしょうか。

物件コード【１１３５】

[所在地]＃埼玉県入間市仏子

[交通１]＃西武池袋線「仏子駅」徒歩５分

[賃　料]・５７，０００円

[管理費]・　２，０００円

[タイプ]・１Ｋ　２７．０８平米

[間取り]・防音居室８帖＋キッチン部分

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄骨造　３階建て１階部分

[築　年]・２０００年

▼条件・設備概要

グランドピアノ可・他各種楽器可（一部不可）、防音ドア・防音サッシ・防音

居室・２４時間演奏可、洗面独立・シャンプードレッサー、バストイレ別、クロ

ーゼット、防音フローリング、ＣＡＴＶ受信対応、ウォシュレット、オートロ

ック、光ケーブル、南向き

▼お問合せ

メジャーハウジング株式会社（03-3983-8621）

関連記事：http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1135

今週のオススメ：　３

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1135


今週のイチオシ：新江古田駅の分譲タイプ・１ＬＤＫ　

▼グランドピアノ付き・築浅の高級１ＬＤＫ

　滅多に存在するものではありませんが、このようなタイプは募集が出る

たびに掲載させていただいています。分譲マンションの一室で、グランド

ピアノを設置したまま賃貸募集された１ＬＤＫのご紹介です。

　分譲マンションとは、一部屋ごとに販売される区分所有型の建物で、特

別に楽器演奏用に利用されているような物件ではありません。

　こちらの募集のように、楽器が設置してあるなど特別な内容の場合には

、基本的には所有者がそのままの条件で使用していた実績があるとお考え

下さい。

　演奏に関して、特に防音設備を整えているわけではありませんが、ピア

ノがサイレント機能を付けたオーダーメイドのもので、時間帯などによっ

て調整しながらご利用下さい。

物件コード【１２３２】

[所在地]＃東京都練馬区旭丘１丁目

[交通１]＃西武池袋線「江古田駅」歩７分

[交通２]＃大江戸線「新江古田駅」歩４分

[賃　料]・１１５，０００円

[管理費]・　　５，０００円

[タイプ]・１ＬＤＫ　３８．４９平米

[間取り]・洋室６．７帖＋ＬＤＫ９．４帖

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄筋コンクリート造　５階建て１階部

分

[築　年]・２００５年

▼条件・設備概要

オーダーメイドグランドピアノ設置済み（Ｃ３サイズ・サイレント機能付き）、

地震対応設備、宅配ボックス、システムキャビネット、システムキッチン２口ガ

スコンロ、ビルトイン浄水器、エアコン、バリアフリー型バスルーム、フルオー

トバス、室内洗濯機置場、脱衣室、シャンプードレッサー、浴室乾燥機、ウォシ

ュレット、２４時間換気システム、光ケーブル、ＣＡＴＶ・ＣＳ・ＢＳ受信対応

、駐輪場

▼お問合せ

メジャーハウジング株式会社（03-3983-8621）

関連記事：http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1232

今週のオススメ：　４

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1232


今週のイチオシ：パストラーレ三ノ輪（三ノ輪駅）　

▼上野エリアで魅力いっぱいの音楽マンション

　上野駅界隈では楽器可物件の分布が非常に少ないため、上野駅が最寄り

の物件だけでなく、アクセスのよい広範囲を含めて“上野エリア”と呼ぶ

こともあります。

　こちらの物件は日比谷線を利用して上野駅まで二駅乗車の本格音楽マ

ンション！　東京芸術大学・上野学園大学まではそれぞれ自転車通学圏内

のロケーションです。

　夜２２時までの演奏条件と、使い勝手のよいゆとりの間取りが魅力で、

近年では、通学目的の学生さんだけではなく、ビジネスエリアに通われる

音楽愛好家の方からもお問い合わせをいただきます。

　比較的規模の大きな建物ですが、貴重な立地の人気物件と言うことで入

居率が高いため、募集のタイミングをお見逃しなくご検討いただくようお

願いします。

物件コード【１０３２】

[所在地]＃東京都荒川区東日暮里１丁目

[交通１]＃日比谷線「三ノ輪駅」徒歩２分

[賃　料]・８９，０００円

[管理費]・　７，０００円

[タイプ]・１Ｋ　３１．１４平米

[間取り]・洋室９．６帖＋キッチン部分

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄筋コンクリート造　６階建て３階部

分

[築　年]・２０００年

▼条件・設備概要

防音設備完備、ピアノ可・他楽器演奏ご相談、楽器演奏時間９：００〜２２：

００迄、オートロック、エレベーター、宅配ボックス、２口システムガスキッ

チン・グリル付き、フローリング、二重サッシ、換気空気清浄機、バストイ

レ別、洗面脱衣室、室内洗濯機置場、クローゼット、エアコン、冷蔵庫置場、駐

輪場

▼お問合せ

メジャーハウジング株式会社（03-3983-8621）

関連記事：http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1032

今週のオススメ：　５

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1032


特集「神奈川方面の楽器可物件を特集！」　１　

神奈川方面では、音楽大学への通学路線として、小田急線、東急田園都市線、ＪＲ南武線など、

主に川崎市を走る路線で楽器可物件の分布が多く見られます。本格的な演奏に対応する物件の多

いエリア・少ないエリアがございますので、貴重な募集はお見逃しなく！

　賃料：5.5万円 

　管理費：5千円

　募集：3階部分

　1R　16.26m2

■自室での演奏とピアノ付き地下レッスン室

・神奈川県川崎市多摩区西生田 2

・小田急線「読売ランド前駅」歩2分

・1992年築

建物内に２４時間演奏可能なピアノ付きレッスン室を３部屋完備！　

自室でも２１時までの演奏に対応します。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1294

　賃料：5.9万円 

　管理費：5千円

　募集：3階部分

　1K　19m2

■洗足学園に便利・女性限定音楽マンション

・神奈川県川崎市高津区千年

・南武線「武蔵新城駅」歩12分

・1991年築

洗足学園の最寄り・溝の口駅に乗車一駅の好立地！　洗足学園エ

リアでは貴重なお安い楽器可物件です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1400

　賃料：6.1万円 

　管理費：5千円

　募集：4階部分

　1K　17.01m2

■洗足学園エリアで貴重なお安い楽器可物件

・神奈川県川崎市高津区末長

・東急田園都市線「溝の口駅」歩12分

・1992年築

駅から少し距離のあるロケーションですが、この界隈では貴重なお安

い楽器可物件です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2044

　賃料：6.3万円 

　管理費：6千円

　募集：1階部分

　1K　25.51m2

■溝の口エリアで好条件・長時間演奏対応

・神奈川県川崎市高津区下作延

・南武線「津田山駅」歩5分

・2001年築

都市型に発展した溝の口駅も徒歩１５分ほどで利用可能！　使い

勝手のいい間取りの音楽マンション！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1765

今週の特集：　６

http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1294
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1400
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2044
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1765


特集「神奈川方面の楽器可物件を特集！」　２　

　賃料：6.5万円 

　管理費：7千円

　募集：4階部分

　1K　25.05m2

■リゾートホテルライク・ステキな演奏環境

・神奈川県川崎市多摩区生田 7

・小田急線「生田駅」歩3分

・2007年築

ちょっとした高台に建てられた立派な建物は、リゾートホテルの

ような雰囲気すら感じさせます！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1735

　賃料：6.9万円 

　管理費：3千円

　募集：3階部分

　1K　24.47m2

■間取りも演奏も・バランスのよい好条件

・神奈川県川崎市高津区久地

・南武線「久地駅」歩7分

・2000年築

暮らしやすさにも配慮した人気の高い間取りで、セキュリティ対策も

充実、リーズナブルな賃料設定も魅力的！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1207

　賃料：7.4万円 

　管理費：3千円

　募集：6階部分

　1DK　26.35m2

■横浜市・防音完備の音楽マンション１ＤＫ

・神奈川県横浜市磯子区原町

・根岸線「根岸駅」歩7分

・1998年築

横浜市の貴重な立地にある女性限定音楽マンションは、演奏室を

独立させた各種１ＤＫタイプをご用意！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2154

　賃料：7.5万円 

　管理費：5千円

　募集：3階部分

　1R　28.78m2

■お洒落な生活空間・演奏条件も大満足！

・神奈川県川崎市多摩区枡形 2

・小田急線「向ヶ丘遊園駅」歩10分

・2007年築

充実の室内設備と石貼りのスタイリッシュな外観が自慢！　１階では

ライブプレイスが営業中！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1185

　賃料：7.7万円 

　管理費：5千円

　募集：1階部分

　1K　28.82m2

■洗足学園生に人気・防音対策で演奏に対応

・神奈川県川崎市高津区溝口 1

・東急田園都市線「溝の口駅」歩5分

・2003年築

洗足学園まではらくらく徒歩圏内。東急田園都市線・溝の口駅を

最寄りに、見逃せない好条件です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1711

　賃料：8.5万円 

　管理費：4千円

　募集：2階部分

　1K　26.88m2

■昭和音大の隣で防音マンションが募集！

・神奈川県川崎市麻生区上麻生 1

・小田急線「新百合ヶ丘駅」歩3分

・2009年築

楽器可物件の分布がまだまだ少ない昭和音大エリアで貴重な防音物件

！　深夜２４時まで演奏対応！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1179

今週の特集：　７

http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1735
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1207
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2154
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1185
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1711
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1179


更新情報からピックアップ！　その１　

　楽器可物件の専門サイト「音楽賃貸ネット」より、毎日更新される情報の中から、お得な情報

や貴重な募集をピックアップ！　専門スタッフならではのセレクトにご注目下さい！

　賃料：5.5万円 

　管理費：4千円

　募集：1階部分

　1R　24.68m2

■国立音楽大学に徒歩通学の新築楽器可物件

・東京都立川市幸町 5

・西武拝島線「玉川上水駅」歩11分

・2011年築

玉川上水エリアの新築！　ゆとりの占有面積を確保する近代的な間

取りを、郊外ならではの賃料設定で実現！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1941

　賃料：5.9万円 

　管理費：1千円

　募集：1-2階部分

　1DK　20m2

■メゾネットタイプ・お安い賃料で１ＤＫ

・東京都調布市東つつじヶ丘 3

・京王線「つつじヶ丘駅」歩10分

・1990年築

単身者向けの物件では珍しいメゾネット。上下に分かれた間取りで、

メリハリのあるレイアウトをお楽しみ下さい！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2152

　賃料：6.8万円 

　管理費：込み

　募集：4階部分

　1R　23.37m2

■ゆったり居室・演奏時間２２時まで

・東京都練馬区豊玉上 2

・西武池袋線「桜台駅」歩3分

・1985年築

ひろびろ１２帖ワンルーム！　リーズナブルな賃料設定でも夜２２

時までの演奏条件実現する貴重な物件です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1163

　賃料：7.5万円 

　管理費：3千円

　募集：3階部分

　1K　20m2

■女性限定・快適な住環境で長時間演奏対応

・東京都練馬区下石神井 6

・西武池袋線「石神井公園駅」歩8分

・2007年築

緑いっぱいの石神井公園がすぐ近くの良好な住環境！　深夜２３時ま

での演奏に対応する音楽マンション！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2158

更新情報からピックアップ：　８

http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1941
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2152
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1163
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2158


更新情報からピックアップ！　その２　

　賃料：7.7万円 

　管理費：6千円

　募集：4階部分

　1K　30.06m2

■京王線・府中駅、深夜２４時まで演奏対応

・東京都府中市宮町 2

・京王線「府中駅」歩5分

・2001年築

良好な住環境で人気の府中駅。ゆとりの面積を確保する間取りは、

近代的な設備を整えて暮らしやすさ抜群！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1847

　賃料：7.8万円 

　管理費：込み

　募集：2階部分

　1K　25.24m2

■閑静な住宅街で、間取りも演奏条件も満足！

・東京都狛江市西野川 1

・京王線「つつじヶ丘駅」歩15分

・2001年築

駅からの距離を気にしない方なら、お手ごろの賃料で好条件の楽器可

物件！　仙川駅にバス路線も利用可能！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1223

　賃料：8.4万円 

　管理費：込み

　募集：3階部分

　1K　24m2

■池袋で貴重な本格音楽マンション！

・東京都豊島区池袋 2

・山手線「池袋駅」歩6分

・1991年築

夜遅くまで対応する演奏条件もさることながら、複数路線が利用可

能な池袋駅利用のロケーションも魅力！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2148

　賃料：8.8万円 

　管理費：5千円

　募集：1階部分

　1K　26.08m2

■渋谷区の好立地に本格的な演奏環境を確保

・東京都渋谷区笹塚 2

・京王線「笹塚駅」歩4分

・2003年築

駅前の大型スーパーが便利！　近隣にコンビニも確保！　使い勝手の

いい間取りと合わせて、周辺環境も良好！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1950

　賃料：10万円 

　管理費：込み

　募集：2階部分

　3DK　61.6m2

■防音室のある３ＬＤＫを賃料１０万円

・東京都練馬区関町南 4

・西武新宿線「武蔵関駅」歩14分

・1975年築

大型スーパーに隣接する分譲マンションから、一部屋が防音室とな

っているファミリータイプのご紹介！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1536

　賃料：12.5万円 

　管理費：込み

　募集：1-B1階部分

　1DK　40.22m2

■防音室を確保・デザイナーズ１ＤＫタイプ

・東京都中野区中央区 4

・中央線「中野駅」歩13分

・2009年築

デザイン性の高いメゾネットタイプに近代的な室内設備を採用。プラ

イベート性の高い高性能な防音室を確保！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2028

更新情報からピックアップ：　９

http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1847
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1223
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2148
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1950
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1536
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2028


情報ページ「東京クラリネット・クワイアー　第２５回演奏会」 　

情報コーナー：　１０



編集後記（2011/05/20）　

　物の値段には、需要と供給のバランスが大きな影響を及ぼしますが、賃貸物件にとっても例外ではあり

ません。一昔前まで、楽器可物件といえば音大周辺の一握りしか存在せず、防音物件ともなれば、とても

高額な賃料設定と言うイメージがあったことと思います。

　それが近年、少子化や長引く景気低迷など、さまざまな影響が考えられますが、シーズンオフのこの時

期になると、優良な楽器可物件でも空室が見られるようになりました。また、新しく建てられた近代的な

音楽マンションと比較すると、既存の防音マンションの賃料設定が見合わなくなり、大きく値下げする物

件なども存在します。

　結果、以前に比べて楽器可物件の募集は増え、賃料設定も値下がり傾向にあると言えるのではないでし

ょうか。すべての物件がそのような流れの中にあるとは言えませんが、昔ほどに高いハードルはなく、良

好な演奏環境を確保しやすい状況にあるのは間違いありません。特に、長期にわたり一つの物件にお住ま

いになっている方などは、思い切ってお引越しをした方が、安くて条件のいい物件に出会えるという可能

性も大いにございます。お急ぎでのお引越しを検討されていなくても、まずは一度、賃料相場や演奏条件

に関してご相談いただければ幸いです。

▼表紙の物件：「con brio」

　中野エリアのデザイン防音マンション。各室がメゾネットタイプの１ＤＫで、プライベート性の高い防音室を

確保します。賃料相場：１２５，０００円〜

▼演奏会・コンサート情報募集のお知らせ

　毎週金曜日発行のこのコンテンツ「音楽賃貸マガジン」にて、演奏会やコンサートの宣伝用チラシを掲載して

みませんか？　掲載をご希望の方は、下記のお問合せ先よりご連絡の上、以下の要領で、掲載希望週の火曜日ま

でにチラシの画像データを送信してください。（担当：渡邊）

画像サイズ最大　縦900ピクセル　横675ピクセル

上記サイズで画像を作成いただくか、上記サイズに合わせてこちらで画像を縮小します。

画像縮小の際に画質が落ちる可能性がありますことを予めご了承ください。

▼すべてのお問い合わせは！
東京都知事免許（5）59051号

メジャーハウジング株式会社

東京都豊島区西池袋1-29-5山の手ビル5F

TEL: 03-3983-8621

MAIL: oheya@major-1.com

楽器が弾ける賃貸物件を探すなら、「音楽賃貸ネット♪」

編集後記：　１１

http://ongaku-chintai.net
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