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♪　特集　「山手線・駒込駅の防音スタジオ物件を特集！」   …６〜８
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▼免責事項

　物件情報は、最新の募集情報から編集しておりますが、賃貸物件の流通上、予告なく終了してしまうケースもございます。

特に、バックナンバーをご覧の方は、発行日にご注意いただき、空室状況をご確認下さい。

▼お問い合わせ

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
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今週のイチオシ：コルティーレ下北沢（下北沢駅）　

▼下北沢の高級物件から・地階が防音室のメゾネット

　賃貸物件で本格的な演奏環境をお求めの場合、どれだけご予算に余裕

があったとしても、希望のエリアで物件が見つかるとも限りません。

　そもそも、音大周辺以外のエリアでの楽器可物件はたいへん貴重で、一

つの駅に一つ存在するかどうかという確立が通常です。

　しかし、高級物件を借りるとなれば、エリアも含めてできるだけ多くの

希望を実現したいところですが、コチラの物件でしたら満足度の高い選択

肢となるのではないでしょうか。

　「住みたい街ランキング」などでは、いつも上位にランクインする下北

沢駅を最寄りに、地階部分にゆったりとした防音室を確保する、メゾネッ

ト１ＤＫタイプです。下北沢に限定するなら、代わりの効かない特別な存

在としてご注目下さい！

物件コード【１３９０】

[所在地]＃東京都世田谷区北沢２丁目

[交通１]＃小田急線「下北沢駅」徒歩３分

[交通１]＃井の頭線「下北沢駅」徒歩３分

[賃　料]・１７２，０００円

[管理費]・　　５，０００円

[タイプ]・１ＤＫ　４５．２８平米

[間取り]・防音室９．７帖＋ＤＫ部分７．８帖

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄筋コンクリート造　地上３階地下１

階

[築　年]・２０１０年

▼条件・設備概要

＜詳細＞ 地下部分に防音室を確保するメゾネットタイプ（１階〜Ｂ１階の間取

りのみ防音室がございます）、オートロック、高速インターネット回線、エア

コン、バストイレ別、洗面独立、脱衣室、室内洗濯機置場、フローリング、シス

テムガスキッチン２口コンロ、２人入居可、１階部分でもほぼ中２階の高さ、淡

い色調の内装で清潔感のあるステキな室内です。

▼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=1390

今週のオススメ：　２

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1390


今週のイチオシ：国領駅のタワーマンション・３０階部分から　

▼タワーマンションの３０階・防音室のある１ＬＤＫ

　京王線・国領駅から徒歩１分の好立地。分譲タイプの高級タワーマンシ

ョンのなんと３０階部分から、防音室のある豪華な１ＬＤＫタイプをご紹

介です。

　オーナー仕様となっている室内の高級感だけではなく、建物内にはスカ

イビューラウンジや屋上ジャグジー、トレーニングルーム、キッズルーム

などの共用施設も充実し、一般的な賃貸物件ではなかなか味わうことのな

い贅沢なライフスタイルを実現します。

　決してお安い募集情報ではありませんが、都心部のタワーマンションと

比較すると、かなりお手ごろな賃料設定と言えるのではないでしょうか。

　パノラマに広がる眺望をお楽しみいただけるハイグレードな演奏環境は

、他に代わりの効かない特別な募集としてご検討下さい。

物件コード【２１６６】

[所在地]＃東京都調布市国領町２丁目

[交通１]＃京王線「国領駅」徒歩１分

[賃　料]・１６９，０００円

[管理費]・　１０，０００円

[タイプ]・１ＬＤＫ　５６．４３平米

[間取り]・防音室約７帖＋ＬＤＫ約１８帖

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄筋コンクリート造　３４階建て３０

階

[築　年]・２００４年

▼条件・設備概要

防音室にてグランドピアノ他楽器の演奏に対応、オートロック、防犯カメラ、エ

レベーター４基、宅配ボックス、光ケーブル、ＢＳ・ＣＳ受信対応、屋上に温水

バス、ガーデンラウンジ、３３・３４階ゲストルーム（要予約）、駐車スペース

１台分付き、２４時間対応防犯センター、１階部分は２４時間営業の大型ス

ーパー、グリル付きシステムキッチン３口ガスコンロ、室内洗濯機置場、追焚

機能付きシステムバス、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、

床暖房（ＬＤＫ部分）、カラーモニター付きインターホン、エアコン、豊富な収

納

▼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=2166

今週のオススメ：　３

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=2166


今週のイチオシ：パイン新宿（西新宿駅）　

▼新宿駅利用の好立地・本格的な防音楽器可物件

　音大生に入居していただくことを前提に、音大周辺に楽器可物件が分布

するのは今も昔も変わらないお話し。

　しかしながら、卒業生や演奏家のお客様からは、音大の立地とは直接関

係のない都市部においての演奏環境を求める声が高く、近年になってよう

やく実現されるようになって来ました。

　こちらの物件情報も新築時にたいへん話題になった物件で、新宿駅が利

用可能な好立地で本格的な演奏に対応する都会派音楽マンションです。

　しっかりとした防音設備に裏付けられて長時間の演奏に対応。グランド

ピアノを搬入してもゆとりあるスペースを確保する居住空間。使い勝手の

いい近代的な室内設備。どれをとっても満足度の高い演奏拠点として、ワ

ンステップ上の音楽ライフをお楽しみ下さい。

物件コード【１０３４】

[所在地]＃東京都新宿区北新宿１丁目

[交通１]＃丸の内線「西新宿駅」徒歩６分

[交通２]＃ＪＲ他各線「新宿駅」徒歩１４分

[賃　料]・１０９，０００円

[管理費]・　　６，０００円

[タイプ]・１Ｋ　３１．７４平米

[間取り]・洋室１０．２帖＋キッチン部分

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄骨鉄筋コンクリート造　１１階建て

３階部分

[築　年]・２００８年

▼条件・設備概要

グランドピアノ可・他各種楽器の演奏に対応、楽器演奏時間８：００〜２３：０

０まで、防音三重サッシ、防音扉、二重床、二重天井、二重壁、オートロック、

ＴＶモニター付きインターホン、防犯カメラ、ＢＳ・ＣＳ受信対応、光ケーブル

、エレベーター、共用ラウンジ、フローリング、エアコン、バストイレ別、洗面

脱衣室、浴室乾燥機、システムＩＨキッチン２口コンロ、オール電化、クローゼ

ット、今回の募集はお洒落なカウンターキッチンタイプのお部屋です。

▼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=1034

今週のオススメ：　４

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1034


今週のイチオシ：中野駅で地階が防音室のメゾネット　

▼地階部分が防音室のメゾネット・中野駅でも募集

　石造りの外壁がとてもステキな築浅デザインマンションは、１階〜地下

１階部分が上下に使えるメゾネットタイプで、地下フロアが防音設備を完

備して楽器演奏に対応します。

　１フロア２世帯のみの小規模マンションで、隣室との間に内廊下を隔て

るため、防音性能と合わせて更にプライベート性の高い演奏環境としてご

利用いただけそうです。

　４０平米の占有面積には、高級物件にふさわしい室内設備が満載で、個

性的なゆとりの空間を贅沢にご利用できるのではないでしょうか。

　中野駅までは徒歩５分。賑やかなサンモールからブロードウェイを抜け

た閑静な住宅街に立地。中央線利用の便利な環境が、あなたの音楽ライフ

をサポートします。

物件コード【１１０８】

[所在地]＃東京都中野区新井１丁目

[交通１]＃ＪＲ中央線「中野駅」徒歩５分

[賃　料]・１３７，０００円

[管理費]・込み

[タイプ]・１ＤＫ　４０．０８平米

[間取り]・洋室８．２帖＋ＤＫ６．７帖

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄筋コンクリート造　４階建て１〜Ｂ

１階

[築　年]・２００８年

▼条件・設備概要

地下防音室にてピアノ他楽器の演奏に対応、オートロック、宅配ボックス、ＢＳ

・ＣＳ受信対応、光ケーブル、地下搬入口、エアコン、クローゼット、バストイ

レ別、追焚機能付きバス、洗面脱衣室、室内洗濯機置場、システムガスキッチン

、１フロア２世帯のみ、独立した角部屋

▼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=1108

今週のオススメ：　５

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1108


特集「山手線・駒込駅の防音スタジオ物件！」　１　

▼各種スタジオ・プライベートから本格事業用まで！

　山手線・駒込駅から徒歩１分の好立地。本格スタジオ物件に募集がござ

います。建物内には各タイプの防音室があり、まとめてご利用いただくこ

とも、個別にご利用いただくことも可能です。

　例えば、一番小さなタイプはたいへんリーズナブルな賃料設定で、プラ

イベートレッスン室としてのご利用にいかがでしょうか。

　中サイズの防音室は、バンドやアンサンブルでのご利用にもよろしいか

もしれません。メンバーで均等に費用を負担すれば、金額はそれほど大き

くもなく、憧れの専用スタジオが実現可能です！

　各タイプの組み合わせによって、音楽教室での利用やレーベルの運営

など、様々な可能性をご検討いただけるのではないでしょうか。すぐにご

案内可能ですので、まずは一度お問い合わせ下さい。

【駒込駅の防音スタジオ】

[所在地]＃東京都豊島区駒込３丁目

[交通１]＃山手線「駒込駅」徒歩１分

[交通１]＃南北線「駒込駅」徒歩１分

[構　造]・鉄骨鉄筋コンクリート造　地上５階地

下１階建て

[築　年]・１９８３年

[用　途]・各種スタジオ

[条　件]・敷金２ヶ月／礼金２ヶ月　

[契　約]・２年（更新可／更新料１ヶ月）

▼募集タイプ

・防音室Ａ：賃料　５万８千円（約３．２帖／１階）

・防音室Ｂ：賃料　５万８千円（約３．２帖／１階）

・防音室Ｃ：賃料　５万８千円（約３．２帖／１階）

・防音室Ｄ：賃料１１万６千円（約１０帖／１階）

・防音室Ｈ：賃料１２万円（約１０．６帖／４階）

・防音室Ｉ：賃料１１万６千円（約１０．９帖／４階）

▼お問合せ

メジャーハウジング株式会社（03-3983-8621）

関連リンク：http://ongaku-chintai.net/sp_page_0004.php

今週のオススメ：　６

http://ongaku-chintai.net/sp_page_0004.php


特集「山手線・駒込駅の防音スタジオ物件！」　２　

▼防音室Ａ：賃料　５万８千円（約３．２帖／１階）

▼防音室Ｄ：賃料１１万６千円（約１０帖／１階）

今週のオススメ：　７



特集「山手線・駒込駅の防音スタジオ物件！」　３　

▼防音室Ｈ：賃料１２万円（約１０．６帖／４階）

▼防音室Ｉ：賃料１１万６千円（約１０．９帖／４階）

今週のオススメ：　８



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：5.4万円 

　管理費：4千円

　募集：3階部分

　1K　16.29m2

■賃料５万円台・２２時までの演奏条件が魅力

・東京都板橋区赤塚 3

・東武東上線「成増駅」歩9分

・1991年築

東京と埼玉の境にある駅ですが、急行乗車で池袋駅までの乗車時間

約１０分と、都心へのアクセスは抜群！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1293

　賃料：6.7万円 

　管理費：7千円

　募集：B1階部分

　1K　25m2

■デザイン的にも優れた本格音楽マンション

・東京都練馬区桜台 1

・西武池袋線「桜台駅」歩5分

・2004年築

使い勝手のよい間取りに長時間の演奏に対応する条件を整えて、あ

なたの音楽ライフをバッチリサポートします！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1888

　賃料：6.7万円 

　管理費：3千円

　募集：3階部分

　1K　25.47m2

■洗足学園への通学に便利な１Ｋタイプ

・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、セキュリティにも

配慮、リーズナブルな賃料設定も魅力的です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1207

　賃料：7万円 

　管理費：込み

　募集：3階部分

　1R　20.2m2

■これぞ音楽マンション・豪華な造りで評判です

・東京都狛江市和泉本町 1

・小田急線「狛江駅」歩7分

・1997年築

コンサートホールや２４時間演奏可能なレッスン室など各種設備が

併設された、たいへん豪華な音楽マンション！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1043

更新情報からピックアップ：　９

http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1293
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1888
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1207
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1043


更新情報からピックアップ！　その２　

　賃料：7.1万円 

　管理費：4千円

　募集：2階部分

　2DK　40.92m2

■２４時間演奏可能な２ＤＫ・郊外で格安

・埼玉県ふじみ野市市沢 1

・東武東上線「ふじみ野駅」歩9分

・2000年築

一部屋が防音室の２ＤＫタイプが、管理費との合計賃料８万円以内

でなら、郊外の立地と言えども格安賃料！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1736

　賃料：7.5万円 

　管理費：1千円

　募集：3階部分

　1K　25.2m2

■池袋で２４時間演奏可能なお値打ち物件！

・東京都豊島区池袋 4

・山手線「池袋駅」歩8分

・1993年築

池袋駅が最寄りの好立地でリーズナブル！　２４時間の演奏条件を

確保する音楽マンションが値下げで募集！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1249

　賃料：7.88万円 

　管理費：6千円

　募集：1階部分

　1R　28.18m2

■町屋駅から・暮らしに配慮した快適空間

・東京都荒川区町屋 3

・千代田線「町屋駅」歩9分

・2007年築

演奏専用ではありませんが、しっかり決められた時間内で演奏に対

応するなら、安心感のある演奏環境です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2168

　賃料：7.9万円 

　管理費：5千円

　募集：2階部分

　1K　16.5m2

■シンプル間取りでも三軒茶屋が演奏拠点！

・東京都世田谷区下馬 3

・東急田園都市線「三軒茶屋駅」歩10分

・1988年築

人気の三軒茶屋！　楽器可物件の少ないエリアで貴重な物件は、防

音完備で深夜２４時までの演奏に対応！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1049

　賃料：8万円 

　管理費：込み

　募集：2階部分

　1R　31m2

■京王線から・防音仕様のひろびろワンルーム

・東京都調布市国領町 1

・京王線「国領駅」歩3分

・1982年築

築年数を経たアパートタイプですが、室内はピカピカにリフォーム

されたオーナー仕様の防音スペースです。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1676

　賃料：8.4万円 

　管理費：3千円

　募集：2階部分

　1K　28.2m2

■山手線利用の好立地・ゆとりの楽器可１Ｋ

・東京都豊島区北大塚 1

・山手線「大塚駅」歩5分

・1992年築

山手線の駅が２駅利用可能！　レイアウトにも自由度の高い、ゆと

りの楽器可１Ｋタイプをご検討下さい！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2056

更新情報からピックアップ：　１０

http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1736
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1249
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2168
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1049
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1676
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2056


更新情報からピックアップ！　その３　

　賃料：8.3万円 

　管理費：込み

　募集：3階部分

　1R　26.09m2

■京王線・ゆったり居室で２３時まで演奏可

・東京都調布市西つつじヶ丘 3

・京王線「つつじヶ丘駅」歩2分

・1977年築

ゆったり１４帖居室は大規模リフォーム済みで、深夜２３時ま

での演奏に対応する快適空間！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2159

　賃料：9.9万円 

　管理費：込み

　募集：1階部分

　2LDK　73.94m2

■古くても高級仕様・ゆとりの２ＬＤＫ

・東京都練馬区貫井 3

・西武池袋線「富士見台駅」歩3分

・1968年築

築年数の古い建物ですが、オーナー仕様のハイグレードな２ＬＤＫタ

イプ！　７０平米を超える占有面積を贅沢に！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2170

　賃料：11万円 

　管理費：3千円

　募集：2階部分

　1K　38.86m2

■東京の東部で高性能な築浅防音マンション

・東京都足立区舎人 5

・日暮里舎人ライナー「見沼代親水公園駅」歩5分

・2009年築

日暮里舎人ライナーの始発駅でたいへん閑静な住宅街！　都心

を離れて好条件をリーズナブルに実現！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1233

　賃料：11.5万円 

　管理費：込み

　募集：1階部分

　2K　25.67m2

■防音完備の２Ｋ・事務所使用にも対応

・東京都新宿区中落合 4

・西武新宿線「中井駅」歩6分

・1986年築

防音室を確保する小ぶりな２Ｋタイプ。音楽教室や音楽作成のプライベ

ートオフィスなど、事業利用にも対応！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1477

　賃料：12.9万円 

　管理費：5千円

　募集：4階部分

　1K　29.51m2

■２２時まで演奏対応・高円寺のデザイナーズ

・東京都杉並区高円寺北 3

・中央線「高円寺駅」歩3分

・2008年築

高級感あふれる室内設備を整え、ワンランク上の生活を目指し

たゆとりあるの空間を実現します。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1101

　賃料：14万円 

　管理費：2千円

　募集：2階部分

　2LDK　52.15m2

■２４時間演奏可能・小田急線で築浅２ＬＤＫ

・神奈川県川崎市多摩区生田 6

・小田急線「読売ランド前駅」歩7分

・2010年築

たとえお探しのエリアではなかったとしても、充分ご検討に値するス

ペシャルな募集内容です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1460

更新情報からピックアップ：　１１

http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2159
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2170
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1233
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1477
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1101
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1460


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：　１２



編集後記（2011/05/27）　

　お客様からのお問合せの中に「この物件のお家賃（または契約金）、下がりませんか？」という内容の

ものをいただく事があります。

　私どもとしてはお部屋を借りていただくのが仕事ですので、お客さまの希望に近づくように出来るだけ

の交渉は入れますが、大家さんにとってはお家賃そのものが収入となるので、お客様がいない段階での交

渉ごとには、なかなか首を縦に振りません。逆に、お問い合わせ段階での交渉は基本的に難しいけれども

、お部屋を決める際には交渉事を提示しやすいということです。

　そのような事情ですので、お部屋を決める段階での交渉の際に、思わぬ好条件でご契約いただくケース

があるものです。インターネットの情報だけですと、あくまでも活字だけの情報になってしまいますが、

賃貸物件との出会いも人との出会いに似て、そこにはドラマがあるのかもしれません。

　お引越しを具体的に計画されている方は、何より先にご来店いただく事をオススメしておりますが、そ

うでない方でも、まずは一度、ご条件をお聞かせ下さい。専門スタッフからのアドバイスで、よりよいお

部屋探しの方向性が見えてくることもありますし、現場に集まる最新情報から、運命的な出会いがあるか

も知れません。そんな出会いの、お手伝いをさせていただけると嬉しいです！

▼表紙の物件：インナーコート見沼代親水公園

　日暮里舎人ライナーの始発・見沼代親水公園駅が最寄りの築浅防音マンション。まだまだ新しい路線で、一人

暮らしのエリアとしては一般的ではありませんが、ひろびろ防音居室をお値打ちの賃料で実現します！

▼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：　１３

http://ongaku-chintai.net
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