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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。
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▼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：アップルヴィレッジ（小竹向原駅）　

▼お洒落暮らし・デザイナーズ楽器可物件

　一昔前までは、楽器可物件といえば音大生が利用するものだという印象

が強くございましたが、近年では様々なお客様からの引き合いがあるもの

です。

　趣味や娯楽が多様化し、お客さまごとのライフスタイルに合わせるかの

ように、個性的な楽器可物件が誕生してきているようにも思います。

　例えばコチラの物件、高性能な室内設備を整えて、スタイリッシュな環

境で音楽ライフをエンジョイしたいというお客様にピッタリの内容！

　演奏条件は標準的なものですが、デザイン的に優れた内外装とゆとりの

居住スペースで、特に若い女性のお客様からご支持をいただく音楽マンシ

ョンです。

物件コード【１７９８】

[所在地]＃東京都練馬区小竹町２丁目

[交通１]＃東京メトロ「小竹向原駅」徒歩５分

[交通２]＃西武池袋線「江古田駅」徒歩７分

[賃　料]・８０，０００円

[管理費]・　５，０００円

[タイプ]・１Ｒ　２５．１２平米

[間取り]・洋室９．３帖＋玄関ホール

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄筋コンクリート造　３階建て３階部

分

[築　年]・２００５年

▼条件・設備概要

ピアノ可・他各種楽器の演奏相談、楽器演奏時間９：００〜２０：００まで、Ｔ

Ｖモニター付きオートロック、エレベーター、宅配ボックス、駐輪場、エアコン

、ＣＡＴＶ受信対応、バストイレ別、ウォシュレット、追焚機能付きバス、浴室

乾燥機、２４時間換気システム、セラミック活水器、室内洗濯機置場、豊富な

収納、フローリング居室、光ファイバー対応、ディンプルキー、防犯カメラ

▼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=1798

今週のオススメ：　２

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1798


今週のイチオシ：ファインアート桜台（桜台駅）　

▼ピアノ付き・築浅の防音対策マンション

　輸送手段が発達していなかった時代、もちろんピアノのような楽器は今

よりも高価なもので、音大周辺では音大生を受け入れるための「ピアノ付

きの物件」を見かけることもあったようです。

　こちらの物件は、昔から複数のピアノ付きのアパートを経営されてきた

大家さんが、ご自宅を兼ねて最近建てられた建物でで、近代的な間取りに

ピアノが搬入された、数少ない貴重な物件としてご注目下さい。

　長距離の輸送や新規の購入を考えると入居時のリスクが少なく、遠方か

ら上京されるお客様や、趣味としてピアノを始められたばかりのお客様

など、特にオススメさせていただきたい募集です。

物件コード【１１９０】

[所在地]＃東京都練馬区桜台２丁目

[交通１]＃西武有楽町線「新桜台駅」徒歩２分

[交通２]＃西武池袋線「桜台駅」徒歩８分

[交通３]＃西武池袋線「江古田駅」徒歩１０分

[賃　料]・７８，０００円

[管理費]・　２，０００円

[タイプ]・１Ｒ　２０．２４平米

[間取り]・洋室約８帖

[種　別]・マンション

[構　造]・重量鉄骨造　３階建て１階部分

[築　年]・２００７年

▼条件・設備概要

ピアノ無料貸し出し（ピアノ持込の場合は運送費別途）、グランドピアノ可・声

楽可・他各種楽器の演奏相談、楽器演奏時間９：００〜２１：００まで、全室防

音対策、バストイレ別、ＩＨコンロ、エアコン、インターホン、オートロック、

フローリング、ＣＡＴＶ受信対応、室内洗濯機置場、クローゼット、バストイ

レ別、ランドリー施設、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=1190

今週のオススメ：　３

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1190


今週のイチオシ：mori mansion　（江古田駅）　

▼演奏時間２４時迄・こだわりの設備も魅力

　演奏条件はもちろん、間取り・立地・賃料など、物件を選ぶ要素は様々

にございますが、中にはプラスアルファの特別な要素のある物件が存在す

るものです。

　本日の物件情報は、深夜２４時までの演奏に対応し、デザイン性にも

優れ、こだわりの室内設備が充実した最上クラスの音楽マンションのご紹

介です。

　お洒落な外観も特別な設備も、なくて不自由するわけではありませんが

、それらが融合して豊かな生活空間を造り出すこともあるものです。

　ご覧いただいて一目ぼれしてしまうお客様もいらっしゃるくらいの豪華

な内容は、決してお安い買い物とはいきませんが、きっと満足度の高い選

択となることでしょう。

物件コード【１１５７】

[所在地]＃東京都練馬区小竹町１丁目

[交通１]＃西武池袋線「江古田駅」歩５分

[交通２]＃副都心線「小竹向原駅」歩７分

[賃　料]・９７，０００円

[管理費]・込み

[タイプ]・１Ｋ　２６．７７平米

[間取り]・洋室８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　５階建て２階部

分

[築　年]・２００５年

▼条件・設備概要

グランドピアノ可・声楽可・各種楽器可（一部除）、楽器演奏時間８：００〜

２４：００迄、指紋照合機付オートロック、防犯カメラ、ドイツ製システムキッ

チン、エアコン、オーストラリア製木製ブラインド、バストイレ別、浴室乾燥機

、洗面独立、脱衣室、室内洗濯機置場、フローリング、クローゼット、２面採光

角部屋、女生限定

▼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=1157

今週のオススメ：　４

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1157


今週のイチオシ：ノートルメゾン（根津駅）　

▼稀少・文京区で防音室のある間取りを確保

　文京区と言えば、山手線の内側に広がる都内でも人気の住宅街で、かつ

ては著名な文人や学者が好んで住まれたエリアです。

　区内にはいくつもの歴史ある日本庭園が残され、学校や病院、公園など

の公共施設が多く整備ているほか、繁華街のような賑やかな街並みは見ら

れず、落ち着いた雰囲気の街並みを形成します。

　お住まいになりたいというご希望は多いものの、残念ながら本格的な演

奏に対応する楽器可物件は極めて少なく、このブログでは滅多に登場しな

いエリアとしてご存知かもしれません。

　こちらの物件情報もイレギュラー的な存在で、建物内に２部屋だけ存在

する演奏用のお部屋から貴重な募集情報です。プライベート性の高い角部

屋に、演奏専用のお部屋を確保する１ＳＫタイプ！

物件コード【１３７８】

[所在地]＃東京都文京区弥生２丁目

[交通１]＃千代田線「根津駅」徒歩５分

[交通２]＃南北線「東大前駅」徒歩１０分

[賃　料]・９６，０００円

[管理費]・込み

[タイプ]・１Ｋ＋防音室　３２．１８平米

[間取り]・洋室７帖＋防音室３．１帖＋キッチン

部分

[種　別]・マンション

[構　造]・重量鉄骨造　３階建て１階部分

[築　年]・２００６年

▼条件・設備概要

＜詳細＞ 防音室でピアノ可・他各種楽器の演奏相談、オートロック、ＴＶモ

ニター付きインターホン、システムＩＨキッチン２口コンロ、収納スペース、バ

ストイレ別、洗面独立、脱衣室、浴室乾燥機、室内洗濯機置場、エアコン、２面

採光角部屋、ＣＡＴＶ受信対応、南向きバルコニー

▼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=1378

今週のオススメ：　５

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1378


特集「山手線の楽器可物件を特集！」　１　

　何と言っても便利な山手線！　住宅街には昔ながらの商店街が活気のある街並みが多く、東京

下町の雰囲気で暮らしやすさを感じます。楽器可物件の分布は少ないものの、今なら各賃料帯で

複数の物件が募集中！　お見逃しなくご検討下さい。

　賃料：6.5万円 

　管理費：5千円

　募集：3階部分

　1K　17.34m2

■池袋駅が最寄りの防音室はいかがですか？

・東京都豊島区池袋 2

・山手線「池袋駅」歩5分

・1986年築

池袋が最寄の分譲タイプ。かつては２４時間の演奏に対応する条件

で募集されていたフロアからのご紹介です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1802

　賃料：6.9万円 

　管理費：1万円

　募集：2階部分

　1R　20.96m2

■地下防音スタジオ付きの音楽マンション

・東京都豊島区高田 2

・山手線「目白駅」歩8分

・1994年築

自室での演奏と合わせて、地下のスタジオは２４時間の演奏に対応

！　ピアノ教室などでの利用も可能です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1453

　賃料：6.9万円 

　管理費：込み

　募集：1階部分

　1R　16.17m2

■山手線利用でお手ごろ賃料の楽器可物件

・東京都北区田端 1

・山手線「駒込駅」歩8分

・1994年築

楽器可物件の分布が少ない山手線において、お手ごろな賃料設定を

実現する貴重な演奏環境！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1775

　賃料：7.2万円 

　管理費：込み

　募集：1階部分

　1R　24.19m2

■東京芸術大学すぐ裏手の楽器対応物件

・東京都台東区上野桜木 1

・山手線「上野駅」歩13分

・2006年築

千代田線・根津駅も徒歩７分で。東京芸術大学のすぐ裏手方面に立

地するデザインマンションが演奏にも対応！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1105

今週の特集：　６

http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1802
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1453
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1775
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1105


特集「山手線の楽器可物件を特集！」　２　

　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

袋駅で２４時間の演奏条件を確保する音楽マンション。立地条件・

演奏条件を考えるとリーズナブルな募集！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1249

　賃料：7.9万円 

　管理費：込み

　募集：1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

池袋の本格楽器可物件は貴重！　深夜２３時までの演奏に対応し、ゆ

ったり居室にＢＴ別の使いやすい間取り！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1094

　賃料：8.2万円 

　管理費：7千円

　募集：2階部分

　1R　23.4m2

■出ました！　目白駅で２４時間演奏可能

・東京都豊島区目白 4

・山手線「目白駅」歩12分

・1993年築

人気の目白駅利用で２４時間演奏可能な演奏環境！　他に代わりの

効かない特別な存在として注目です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1977

　賃料：9万円 

　管理費：込み

　募集：2階部分

　1K　22.82m2

■山手線田端駅・２４時間の演奏に対応

・東京都北区田端 1

・山手線「田端駅」歩2分

・1993年築

下町の雰囲気を楽しめるロケーションで２４時間演奏対応の防音物件

！　高台の閑静な住宅街に立地します。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1214

　賃料：13万円 

　管理費：2千円

　募集：3階部分

　2LDK　41.21m2

■山手線で防音室のある２ＬＤＫ・最上階

・東京都豊島区巣鴨 4

・山手線「巣鴨駅」歩8分

・1995年築

山手線の巣鴨駅から防音室のある２ＬＤＫ！　物件まではいつも賑

やかな巣鴨地蔵通り商店街を通ります。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2074

　賃料：14.3万円 

　管理費：7千円

　募集：2階部分

　2DK　53.94m2

■上野エリアの２ＤＫ・本格音楽マンション

・東京都台東区北上野 1

・山手線「上野駅」歩8分

・2009年築

上野エリアから貴重なファミリータイプ！　居室部分にゆとりを持た

せた使い勝手のよい間取りです。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2009

今週の特集：　７

http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1249
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1094
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1977
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1214
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2074
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2009


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：4.65万円 

　管理費：8千円

　募集：5階部分

　1R　14.14m2

■本格レッスン室やコンサートホールが併設

・東京都豊島区長崎 6

・西武池袋線「東長崎駅」歩6分

・1986年築

自室での演奏はできないタイプとなりますが、コンサートホールやレ

ッスン室まで備えた本格音楽マンションです。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1909

　賃料：6.3万円 

　管理費：6千円

　募集：1階部分

　1K　24.25m2

■新宿方面に便利・女性限定で２３時まで演奏

・東京都練馬区上石神井 2

・西武新宿線「上石神井駅」歩7分

・2001年築

お手ごろな賃料設定で、長時間の演奏と使い勝手のよい間取りを

実現。デザイン的にも優れた物件です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1832

　賃料：6.5万円 

　管理費：込み

　募集：2階部分

　1R　16m2

■中央区の一等地で個性的な演奏環境

・東京都中央区湊 1

・日比谷線「八丁堀駅」歩3分

・-年築

防音対策・ピアノ設置済み、独特な雰囲気に抵抗のない方でしたら、

個性的な演奏環境としてオススメ！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2042

　賃料：7.4万円 

　管理費：3千円

　募集：2階部分

　1K　20.93m2

■新江古田駅利用・築浅で人気の間取り！

・東京都中野区江原町 2

・大江戸線「新江古田駅」歩3分

・2007年築

どちらかと言うと趣味として音楽を楽しまれる方に向けた物件で

すが、夜２２時まで対応する演奏条件は魅力！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2175

更新情報からピックアップ：　８

http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1909
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1832
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2042
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2175


更新情報からピックアップ！　その２　

　賃料：7.5万円 

　管理費：5千円

　募集：1階部分

　1K　20m2

■シンプル間取りでも文京区で本格楽器可物件！

・東京都文京区目白台 3

・有楽町線「護国寺駅」歩2分

・1985年築

防音完備で深夜２４時までの演奏に対応！　シンプル間取りで楽器

演奏に主な目的を置いた物件です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1360

　賃料：7.5万円 

　管理費：1.5千円

　募集：2階部分

　1K　26m2

■バランスよく好条件・２２時まで演奏可能

・東京都練馬区栄町

・西武池袋線「江古田駅」歩5分

・2006年築

人気の高い様々な要素が整って、バランスよく好条件がそろった楽器

可マンション！　夜２２時までの演奏対応！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1355

　賃料：8.5万円 

　管理費：2千円

　募集：3階部分

　1R　29.7m2

■使い方いろいろ。ど〜んと広いワンルーム

・東京都調布市仙川町 1

・京王線「仙川駅」歩3分

・1988年築

長時間の演奏に対応するゆとりのワンルームタイプ！　桐朋学園大

学にも徒歩３分。商店街裏手の便利な立地！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1327

　賃料：8.6万円 

　管理費：5.8千円

　募集：1階部分

　3LDK　62.1m2

■お手頃賃料・防音施工部屋のある３ＬＤＫ

・埼玉県所沢市美原町 1

・西武新宿線「新所沢駅」歩5分

・1989年築

郊外エリアを選択肢に！　防音施工部屋のあるコチラの３ＬＤＫは、

間取りもご予算も大満足な好条件です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2031

　賃料：11.5万円 

　管理費：8千円

　募集：2階部分

　3DK　55m2

■楽器が弾けるお手ごろ３ＤＫの定番

・東京都練馬区豊玉北 3

・西武池袋線「桜台駅」歩7分

・1989年築

大江戸線・新江古田駅も徒歩１０分で利用可能。楽器が弾けるお手

ごろ３ＤＫタイプでは定番の物件です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1084

　賃料：12万円 

　管理費：込み

　募集：4階部分

　3LDK　66.85m2

■防音室のある３ＬＤＫを賃料１２万円

・東京都練馬区上石神井 2

・西武新宿線「上石神井駅」歩4分

・1980年築

採光をたっぷりと確保する独立した角部屋は、一部屋が防音室となっ

ている３ＬＤＫ！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2172

更新情報からピックアップ：　９

http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1360
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1355
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1327
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2031
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1084
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2172


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（2011/06/03）　

　今年の夏は“節電”が大きなキーワードで、街のあちらこちらで話題を耳にしますが、「お引越し

でできる節電のポイント」として少し考えてみました（笑）

１）鉄筋コンクリート造で節電！？ ：一般的に、鉄筋コンクリート造の建物は木造よりも密閉性が

高く、エアコンの効きがいいと言われます。高めの温度設定でも快適に！　遮音性も高く、音出し

にも有効な一石二鳥！

２）遮光カーテンで節電！？  ：お部屋にいない日中は、遮光カーテンを閉めることで、外の温度を

室内に入りにくくします。少しお値段は高いですが、最近ではおしゃれなデザインもあるようなの

で探してみてはいかがでしょう。

３）日当り良好で節電！？ ：採光をたっぷり確保するお部屋では、日中、電灯をつけなくても意外

と過ごせるものです。早起きが習慣の方は、東向きの窓を選んで朝日をいっぱいお部屋に入れるの

も気持ちがいいかもしれません。

４）バストイレ別で節電！？ ：バス・トイレが分かれているタイプの最大のメリットは、ため湯が

できることです。残り水を洗濯に使ったり、バルコニーで打ち水をしてみたり。生活廃水の処理に

は意外と多くの水を使うため、節水が間接的に節電につながる事になるそうです。

　いかがでしょうか？　すべてをかなえる物件は、なかなか難しいかもしれませんが、お部屋を選

ぶちょっとしたポイントとして、頭の隅に置いてみて下さい。

▼表紙の物件：ピアノパレス

　池袋駅を最寄りとする貴重な音楽マンション。バストイレ別の使い勝手のいい１Ｋタイプで、深夜２３時まで

の演奏条件を確保する本格物件です。

▼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：　１１

http://ongaku-chintai.net
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