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♪　今週のオススメ！       …２〜７

仙川駅１分・賃料７万円で２３時まで演奏可（仙川駅）

埼玉方面に通学便利な音楽マンション（ふじみ野駅）

演奏できるデザイナーズマンション！（志木駅）

地下防音スタジオ付きの音楽マンション（雑司ヶ谷駅）

グランドピアノ付き防音室・お手頃２ＬＤＫ（与野駅）

目黒駅〜防音室を確保する高級１ＬＤＫ（目黒駅）

♪　特集　「中央線の楽器可物件を特集」   …８〜１０

♪　更新情報からピックアップ      …１１〜１３

♪　広告募集        …１４

♪　編集後記        …１５

▼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

目次：　１



今週のイチオシ：ルミネ（仙川駅）　

▼仙川駅１分・賃料７万円で２３時まで演奏可

　東京方面でお部屋探しをされる場合、エリアによってお家賃の相場が

高かったり安かったり、ずいぶん大きな差があるので、初めて探される場

合は驚かれるかもしれません。

　都心部では高く、郊外に行くほど安くなるのが原則ですが、独自に発展

した人気駅では、都心から離れてもそれほど相場が下がらないケースもよ

く見られます。

　桐朋学園大学音楽部の最寄り、京王線・仙川駅も、オシャレで暮らしや

すい雰囲気の街並みとして人気が高く、お安い賃料帯の楽器可物件の確保

がなかなか難しいエリアです。

　間取りはシンプルでも駅から徒歩１分の好立地で２３時までの演奏に

対応。お手ごろな賃料設定で実現するなら、見逃せない好条件です。

物件コード【１８１１】

[所在地]＃東京都調布市仙川町３丁目

[交通１]＃京王線「仙川駅」徒歩１分

[賃　料]・７０，０００円

[管理費]・　２，０００円

[タイプ]・１Ｋ　２０．５平米

[間取り]・洋室約６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　９階建て３

階部分

[築　年]・２００３年

▼条件・設備概要

ピアノ可・声楽可・他各種楽器の演奏に対応（グランドピアノはサイズにより

相談）、楽器演奏時間８：００〜２３：００まで、３〜５階部分が楽器演奏フ

ロア、女性限定、エアコン、クローゼット、インターホン、キッチンＩＨコンロ

、オートロック、明るい商店街沿いで安心感もバッチリ！

▼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=1811

今週のオススメ：　２

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1811


今週のイチオシ：クレセールふじみ野Ⅱ（ふじみ野駅）　

▼埼玉方面に通学便利な音楽マンション

　楽器可物件の分布は、音楽大学の所在地周辺に集中するのは確かですが

、それぞれの音大エリアにおいて存在する物件の数には大きな差があり

ます。

　尚美学園大学や東邦音楽大学の通学エリアである東武東上線の埼玉方面

は「アップライトピアノの演奏のみ対応」という物件が多く、ピアノ以外

の楽器やグランドピアノの搬入に対応する物件は、貴重な存在としてご理

解下さい。

　さて、東武東上線で各種楽器の演奏に対応する代表的な音楽マンション

といえばコチラ。

　防音設備をしっかりと整え、暮らしやすさに配慮した間取りも魅力です

。お安い賃料帯での良好な演奏環境を確保できる物件として、池袋方面へ

通勤・通学されるお客様からの評価も高い物件です。

物件コード【１１９２】

[所在地]＃埼玉県ふじみ野市丸山

[交通１]＃東武東上線「ふじみ野駅」徒歩９分

[賃　料]・６３，０００円

[管理費]・　３，０００円

[タイプ]・１Ｋ　２５．６平米

[間取り]・洋室約７．５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　３階建て１階部

分

[築　年]・１９９９年

▼条件・設備概要

グランドピアノ可・他各種楽器の演奏相談、楽器演奏時間１０：００〜２３：０

０まで、壁・床・天井その他防音対策済み、二重サッシ、エアコン、ガスキッ

チン、室内洗濯機置場、ＴＶモニター付きインターホン、バストイレ別、クロ

ーゼット、Ｂフレッツ導入済み

▼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=1192

今週のオススメ：　３

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1192


今週のイチオシ：ミュージション志木（志木駅）　

▼演奏できるデザイナーズマンション！

　お客様からのお問い合わせの際に「○○マンションは扱っていないの

でしょうか？」というように、物件指定でお問い合わせをいただくことが

あります。

　定番の音楽マンションからレアな楽器可物件まで、東京近郊で流通して

いる物件は一通り扱っていますので、どんな物件でもお気軽にお問い合わ

せ下さい。

　こちらの物件もご存知の方が多いのではないでしょうか。『ミュージッ

ク＋マンション』の造語で有名な防音デザイナーズマンションです。

　ゆったりスペースを確保するフラットフロアタイプから、スタイリッシ

ュな生活空間が楽しめるメゾネットタイプまで、ご予算に応じて様々にご

紹介可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

物件コード【１０２７】

[所在地]＃埼玉県新座市東北２丁目

[交通１]＃東武東上線「志木駅」徒歩１分

[賃　料]・９５，０００円

[管理費]・　３，５００円

[タイプ]・１Ｒ　２８．０７平米

[間取り]・洋室９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　１０階建て２階

部分

[築　年]・２００３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、２４時間楽器演奏に対応（一部

除く）、高遮音性能物件、オートロック、宅配ボックス、大理石仕上げのエント

ランス、ＢＳ受信対応、スポットライト照明、室内洗濯機置場、エアコン、オリ

ジナルシステムキッチン、ＩＨヒーター、オリジナルバスルーム、デザイナー

ズ防音マンション

▼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=1027

今週のオススメ：　４

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1027


今週のイチオシ：ベルソーネ目白（雑司ヶ谷駅）　

▼地下防音スタジオ付きの音楽マンション

　本格的な演奏に対応する物件ですと、自室で楽器の演奏ができることは

もちろんのこと、中には特別な存在として、建物内に演奏ホールやレッス

ン室を併設するような音楽マンションもございます。

　こちらの物件は、地階部分に大小５つの音楽スタジオを完備しており、

それぞれ時間単位のリーズナブルな価格で利用することができるというこ

とで、ご好評いただいております。

　例えばご友人との音合わせであったり、生徒さんを呼んでのレッスン、

発表会やコンサートなど、様々な用途にご利用いただけるため、学生さん

の一人暮らしにはもちろん、卒業されて音楽活動を続けるお客さまに特に

人気です。

　専用部分としての居室はご予算に応じて各タイプのご用意があり、いず

れも女性の一人暮らしを快適にお過ごしいただけるよう、お洒落で機能的

な間取りになっています。

物件コード【１４５３】

[所在地]＃東京都豊島区高田２丁目

[交通１]＃副都心線「雑司ヶ谷駅」徒歩１分

[交通２]＃山手線「目白駅」徒歩８分

[賃　料]・７５，０００円

[管理費]・１０，０００円

[タイプ]・１Ｒ　２０．９６平米

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄筋コンクリート造　７階建て６階部

分

[築　年]・１９９４年

▼条件・設備概要

自室での楽器演奏時間９：００〜２１：００まで、ピアノ・声楽など各種楽器の

演奏に対応、地下防音スタジオ２４時間演奏可（１時間４２０円〜）、オートロ

ック、宅配ロッカー、有線放送受信対応、ＢＳ・ＣＳ・ＣＡＴＶ受信対応、光ケ

ーブル、オールフローリング、オシャレなカウンターキッチン、洗濯機、乾

燥機、冷蔵庫、エアコン、駐輪場、防犯カメラ、女性限定、他充実の設備です

！

▼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=1453

今週のオススメ：　５

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1453


今週のイチオシ：コープ野村浦和（与野駅）　

▼グランドピアノ付き防音室・お手頃２ＬＤＫ

　所有者が、自己使用のために防音室を設置するような間取りは、分譲マ

ンションや一戸建てで見られますが、グランドピアノを設置したまま賃貸

物件として募集されるのは極めて稀なケースです。

　このような募集の場合、楽器演奏専用の物件と違って明確な演奏ルール

が決められるわけではありませんが、ピアノ関係のお仕事をされていた所

有者の方は、一般的に夜遅いとされる時間帯まで演奏していても問題が

なかったそうです。

　京浜東北線の埼玉エリアということで、リーズナブルな賃料設定で充実

した演奏環境を実現します。

　他に代わりのきかない特別な物件ということで、たとえお探しのエリア

でなかったとしても、通勤・通学に無理のない範囲でしたら、ご検討に値

する内容と言えそうです。

物件コード【２２４８】

[所在地]＃埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４丁目

[交通１]＃京浜東北線「与野駅」徒歩４分

[賃　料]・１３５，０００円

[管理費]・込み

[タイプ]・２ＳＬＤＫ　７２平米

[間取り]・洋室５．７帖＋洋室４．７帖＋ＬＤＫ

１５帖＋防音室

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄骨鉄筋コンクリート造　９階建て９

階部分

[築　年]・１９８３年

▼条件・設備概要

Ｇ１サイズのグランドピアノが設置済みの防音室、内装リフォーム済み、分譲賃

貸マンション、エアコン２基、インターホーン、振分タイプ、バストイレ別、洗

面脱衣室、室内洗濯機置場、ウォシュレット、東南向きバルコニー、最上階、定

期借家契約２年（再契約可能）

▼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=2248

今週のオススメ：　６

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=2248


今週のイチオシ：パークアクシス白金台南（目黒駅）　

▼目黒駅〜防音室を確保する高級１ＬＤＫ

　特別な物件情報。基本的には楽器可物件の分布が見られないエリアから

、防音室を確保する１ＬＤＫタイプの分譲マンションが賃貸募集です。

　山手線・目黒駅を最寄りとする品川区の閑静な住宅街は、各国の大使館

が点在するほどの良好な住環境。都心部での演奏拠点を必要とされるお客

様にとっては、満足度の高いロケーションといえるのではないでしょうか

。

　間取りは６０平米の占有面積を贅沢に利用しており、プライベートな演

奏室と合わせて、快適にお過ごしいただくためのリビングスペースが機能

的に作られています。

　多くの方に好印象をいただける内容かと思いますが、オンリーワンの物

件として、すべての方にお選びいただけるわけではありません。お見逃し

なくご検討下さい。

物件コード【２２４９】

[所在地]＃東京都品川区上大崎１丁目

[交通１]＃山手線「目黒駅」徒歩５分

[交通２]＃三田線「白金台駅」徒歩８分

[交通２]＃南北線「白金台駅」徒歩８分

[賃　料]・１９８，０００円

[管理費]・込み

[タイプ]・１ＬＤＫ　６０．０１平米

[間取り]・防音室約７．５帖＋ＬＤ１４．６帖＋

Ｋ

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄骨鉄筋コンクリート造　１３階建て

３階部分

[築　年]・２００３年

▼条件・設備概要

防音室にてピアノ他各種楽器の演奏に対応、ＴＶモニター付きオートロック、宅

配ロッカー、リビング床暖房、独立システムキッチン、追焚機能付きバス、洗面

脱衣室、室内洗濯機置場、２４時間換気システム、光ケーブル、豊富な収納、

２面採光角部屋、セコムセキュリティシステム採用

▼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=2249

今週のオススメ：　７

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=2249


特集「中央線の楽器可物件」　１

知名度が高く、どの駅を利用しても暮らしやすい街並みが形成する中央線。楽器可物件の分布が

特別多いエリアはありませんが、それぞれ個性的な物件の存在がご確認いただけるかと思います

。特別な物件の募集はお見逃しなくご検討ください！

【ＰＲ】音楽賃貸ウィキの「京王線の楽器可物件」も合わせてご覧下さい！

　賃料：5万円 
　管理費：3千円

　募集：B1階部分

　1K　20.98m2

■中央線・格安賃料設定で２４時間演奏可

・東京都国立市西 1
・中央線「国立駅」歩10分
・1996年築

各種家具付きで初めての一人暮らしにピッタリ！　地下１階〜２階部

分までが２４時間の演奏に対応です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1795

　賃料：6万円 
　管理費：4千円

　募集：2階部分

　1R　19m2

■吉祥寺駅でピアノ他楽器演奏ご相談です。

・東京都武蔵野市吉祥寺東町 2
・中央線「吉祥寺駅」歩8分
・1993年築

本格的な演奏環境をお求めの方にお勧めする物件ではありませんが

、吉祥寺駅で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：1927

　賃料：6万円 
　管理費：5千円

　募集：4階部分

　1K　23.11m2

■複合音楽教室併設のゆったり楽器可物件

・東京都八王子市東町 2
・中央線「八王子駅」歩4分
・1998年築

複合音楽教室が運営中の建物で、ドラムの演奏にも対応するレッスン

室など一部施設も利用可能です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2182

　賃料：6.8万円 
　管理費：6千円

　募集：3階部分

　1K　26.86m2

■ヨーロピアンな外観・長時間の演奏に対応

・東京都八王子市明神町 3
・中央線「八王子駅」歩3分
・2002年築

八王子駅の本格音楽マンション！　演奏時間や室内の条件はもち

ろん、欧州風の外観がステキです。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1129

今週の特集：　８

http://ongaku-chintai-wiki.info/mediawiki/index.php?title=%E7%B7%8F%E6%AD%A6%E7%B7%9A%E3%83%BB%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%B7%9A%E3%81%AE%E6%A5%BD%E5%99%A8%E5%8F%AF%E7%89%A9%E4%BB%B6
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1795
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1927
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=2182
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1129


特集「中央線の楽器可物件」　２

　賃料：6.8万円 
　管理費：8千円

　募集：16階部分

　1K　23.04m2

■セキュリティ万全の高級マンションタイプ

・東京都国分寺市南町 2
・中央線「国分寺駅」歩3分
・1998年築

１５階〜１６階のフロアが音楽専用！　防音仕様で楽器の演奏に

対応する防音タイプとなります。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1674

　賃料：7万円 
　管理費：6千円

　募集：1階部分

　1K　22.45m2

■中央線〜高性能な防音物件で契約金がお得

・東京都国分寺市南町 3
・中央線「国分寺駅」歩4分
・1995年築

壁厚３００ｍｍ！　しっかりとした防音設備を完備した楽器可マンシ

ョンを、中央線の暮らしやすい街並みで実現！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1079

　賃料：7万円 
　管理費：込み

　募集：3階部分

　1K　18m2

■中野エリアの貴重な楽器可マンション

・東京都中野区新井 3
・中央線「中野駅」歩14分
・1995年築

音楽教室も併設する楽器可マンションは、お手ごろ賃料の１Ｋタ

イプ。西武新宿線・沼袋駅は徒歩５分。　

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2251

　賃料：7.2万円 
　管理費：5千円

　募集：2階部分

　1K　25.54m2

■広めの専有面積で贅沢なレイアウトです

・東京都国立市中 1
・中央線「国立駅」歩8分
・2005年築

使い勝手のよい間取りの音楽マンション。ゆとりの音楽ライフを実現し

ます。楽器店が大家さんなので何かと安心！　

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1175

　賃料：7.7万円 
　管理費：6千円

　募集：3階部分

　1K　25.39m2

■人気の中央線・間取りも演奏条件も大満足

・東京都武蔵野市西久保 3
・中央線「三鷹駅」歩12分
・1998年築

中央線で２３時までの演奏に対応する本格音楽マンション！　三

鷹駅は東京メトロ・東西線も利用可能です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1350

　賃料：7.8万円 
　管理費：4.5千円

　募集：5階部分

　1K　20.1m2

■２４時間演奏対応のシリーズ〜高円寺

・東京都杉並区高円寺南 2
・中央線「高円寺駅」歩8分
・1989年築

間取りはシンプルですが、演奏条件を最優先にするお客様でしたら、

きっとご満足いただける演奏環境です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2049

今週の特集：　９
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特集「中央線の楽器可物件」　３

　賃料：8万円 
　管理費：込み

　募集：4階部分

　2DK　49.3m2

■八王子で８万円・一部屋が防音室の２ＤＫ

・東京都八王子市明神町 4
・中央線「八王子駅」歩12分
・1973年築

５０平米近い２ＤＫタイプで、一部屋が防音室となっている間取り

を賃料８万円で確保するお値打ち物件！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2219

　賃料：9.25万円 
　管理費：3.5千円

　募集：2階部分

　1K　29m2

■２４時間演奏対応のシリーズ〜阿佐ヶ谷

・東京都杉並区阿佐ヶ谷北 3
・中央線「阿佐ヶ谷駅」歩12分
・1991年築

防音性能に定評のあるシリーズ音楽マンション！　建物地下部分は

リハーサルスタジオが営業中です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1738

　賃料：11.5万円 
　管理費：5千円

　募集：1階部分

　1DK　27.5m2

■便利な中央線から・防音居室の１ＤＫ

・東京都杉並区天沼 3
・中央線「荻窪駅」歩3分
・2005年築

中央線にて貴重な物件！　本格的な防音室のある音楽マンションで

、お洒落な１ＤＫタイプの間取りです。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1386

　賃料：11.9万円 
　管理費：3千円

　募集：2階部分

　2DK　40.5m2

■アパートでも侮れない・防音室付き２DK
・東京都国立市中 2
・中央線「国立駅」歩12分
・1994年築

やっぱり防音室での演奏は安心感があるということで、お手ごろ賃料

設定で人気の２ＤＫタイプです。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1228

　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

ワンランク上の生活を目指したゆとりあるの空間。防音設備とあわ

せて独立性を重視した設計です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1101

　賃料：13.7万円 
　管理費：込み

　募集：1-B1階部分

　1DK　40m2

■中野で好条件・地下が防音のメゾネット

・東京都中野区新井 1
・中央線「中野駅」歩5分
・2008年築

石造り風のステキな外観！　地階部分は防音室として楽器演奏に対応

！　建物内でも２部屋のみの間取りです。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1108

今週の特集：　１０
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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：5万円 
　管理費：5千円

　募集：1階部分

　1K　22.17m2

■郊外ならではのお安い賃料設定・防音１K
・埼玉県川越市上戸

・東武東上線「霞ヶ関駅」歩6分
・1990年築

郊外ならではの賃料設定で、防音物件にしては格安の部類です！

　東武東上線の霞ヶ関駅が最寄り。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1574

　賃料：5.5万円 
　管理費：1万円

　募集：3階部分

　1K　20.6m2

■郊外で実現・お安い賃料で深夜まで演奏

・東京都小平市仲町

・西武新宿線「小平駅」歩8分
・1989年築

深夜２４時までの楽器演奏に対応！　建物内には練習用のスタジオも併

設します。西武新宿線の急行停車駅！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1189

　賃料：6万円 
　管理費：込み

　募集：3階部分

　1R　16m2

■あこがれのプライベート防音室を実現！

・東京都新宿区上落合 2
・大江戸線「中井駅」歩3分
・1985年築

自室とは別に楽器演奏用の防音室を賃貸するスタイルです。防音

室賃料：１万２千円／月

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1127

　賃料：6.2万円 
　管理費：6千円

　募集：4階部分

　1K　24.78m2

■郊外で実現・快適な演奏環境をお安く！

・東京都清瀬市元町 1
・西武池袋線「清瀬駅」歩6分
・2003年築

ゆとりの好条件がお値打ちの賃料設定。清瀬駅から池袋駅までの所要時

間は、準急利用でおよそ２５分です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1318

更新情報からピックアップ：　１１
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更新情報からピックアップ！　その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

生田駅からは新宿方面に直通約２５分でアクセス！　都心にも便利で

住環境のよいロケーションです。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1735

　賃料：7万円 
　管理費：2千円

　募集：1-B1階部分

　1SK　22m2

■地下室にて演奏・池袋エリアでお値打ち

・東京都豊島区高松 2
・山手線「池袋駅」歩15分
・1991年築

１Ｋタイプに地下室がつきました！　演奏用ではありませんが、プ

ライベート性の高い地下室で演奏に対応！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2185

　賃料：7.4万円 
　管理費：4千円

　募集：1階部分

　1K　23.87m2

■学生さんには嬉しい条件の音楽マンション

・東京都豊島区南長崎 6
・西武池袋線「東長崎駅」歩4分
・1997年築

大江戸線も徒歩１０分で利用可能。２線２駅利用で、新宿駅・池袋駅

、どちらにもアクセス便利な好立地です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1422

　賃料：7.5万円 
　管理費：込み

　募集：3階部分

　1SK　28.6m2

■プライベート防音室＋モダンな間取り

・東京都小平市小川西町 3
・西武拝島線「小川駅」歩6分
・2000年築

小川駅は西武拝島線と西武国分寺線が利用可能！　国立音大への通

学や中央線方面のアクセスに便利です♪

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1984

　賃料：7.7万円 
　管理費：7千円

　募集：3階部分

　1K　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

山手線・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：1019

　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

ＪＲをはじめ、様々な私鉄・地下鉄が利用可能な池袋。本格的な楽

器可物件はとても貴重な存在です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1094

更新情報からピックアップ：　１２
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更新情報からピックアップ！　その３　

　賃料：8.4万円 
　管理費：3千円

　募集：2階部分

　1K　25.8m2

■分譲仕様の高級物件・ペットも楽器も相談

・東京都世田谷区八幡山 1
・京王線「八幡山駅」歩9分
・2009年築

分譲マンションクラスの高級物件で、防音設備を完備して楽器演奏

に対応。快適な音楽ライフを実現します！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2000

　賃料：8.5万円 
　管理費：5千円

　募集：4階部分

　2K　40.25m2

■特殊な間取り・防音室ともう一部屋！

・埼玉県所沢市西住吉

・西武線「所沢駅」歩7分
・1997年築

防音室を手前に、プライベートルームを奥に配した特殊な間取り。

自由なレイアウトが楽しめそうです。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1036

　賃料：8.5万円 
　管理費：5千円

　募集：3階部分

　1K　24.78m2

■上野の音楽マンション・お手ごろ１Ｋ

・東京都台東区東上野 4
・山手線「上野駅」歩6分
・2001年築

ＪＲ各線の他、日比谷線・銀座線も利用可能。立地条件や希少性を

考えると、非常にお値打ちの賃料設定です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1029

　賃料：9.6万円 
　管理費：込み

　募集：1階部分

　1SK　32.18m2

■稀少・文京区で防音室のある間取りを確保

・東京都文京区弥生 2
・千代田線「根津駅」歩5分
・2006年築

良好な住環境として人気の高い文京区から、楽器演奏用のサービ

スルームを確保する貴重な間取りです！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1378

　賃料：9.8万円 
　管理費：8千円

　募集：3階部分

　2LDK　58.26m2

■郊外だから安い！　防音室のある２ＬＤＫ

・東京都日野市日野台 1
・中央線「日野駅」歩11分
・1988年築

防音室のある２ＬＤＫ！　最寄りの日野駅からは中央特快を利用

して、新宿駅までの所要時間はおよそ３０分！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1613

　賃料：16万円 
　管理費：12千円

　募集：10階部分

　2LDK　56.18m2

■２ＬＤＫ・２４時間演奏対応本格防音室

・東京都北区滝野川 7
・埼京線「板橋駅」歩3分
・2007年築

２４時間演奏可能な貴重な２ＬＤＫ！　高性能な防音性能とあわ

せて、快適な生活に便利な室内設備も魅力的！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1001

更新情報からピックアップ：　１３
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情報ページ：お知らせ募集！　

＞＞＞掲載ガイドラインはこちらから

情報コーナー：　１４

http://ongaku-chintai.net/about.php?info_id=ad


編集後記（2011/08/19）　　

　夏季休暇をいただいておりましたが、昨日から営業再開しており夏のお部屋探しシーズンの後半戦も元

気いっぱいにスタートです！　お休みの間にも、たくさんのメールでのお問い合わせをいただき、ありが

とうございます！　今年の夏は、例年に比べて優良物件の募集がとても多く見られますので、明日からの

週末、たくさんの物件をご案内させていただけると嬉しいです。

　さて、夏季休暇といえば、行楽にお出かけの方、帰省してのんびり故郷で過ごされる方、お引越しをし

て新しい生活をスタートする方、さまざまなお楽しみがあったかと思いますが、学生さんにおいては来る

秋の学園祭シーズンに向けて、準備でお忙しいという方も多いかのではないでしょうか。

　特に東京藝術大学と桐朋学園音楽大学では、毎年９月に芸術祭が開催ということで、準備の追い込みと

いう時期かもしれません。暑い盛りではありますが、年に一度のステキなイベントとなるよう頑張ってく

ださい。

　また、このＷＥＢマガジンや音楽賃貸ネットなどの各コンテンツで芸術祭の宣伝や、各種イベント・演

奏会などの告知をご希望でしたら、お気軽にご連絡ください！　いつもお部屋を借りていただいているさ

さやかなお礼に、頑張って宣伝させていただきたいと思います。

▼表紙の物件：スペランザクニタチ

　中央線・国立駅を最寄りに、賃料５万円からのご予算で２４時間の演奏に対応する格安物件。各種家具付き、

セキュリティにも配慮して、初めての一人暮らしにもオススメの物件です。

▼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：　１５

http://ongaku-chintai.net
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