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携帯・スマートフォンでも楽器可物件情報！

▼携帯コンテンツ・リニューアル！
　長い間、固定のカタログサイトとなっていた音楽賃貸ネットの携帯コンテンツですが、大幅に

リニューアルし、実際に募集中の楽器可物件を条件ごとにご覧いただけるようになります！　１２

月上旬オープン予定ということで、右のＱＲコードにてアクセスして頂き、間もなくの完成をお待

ち下さい。

▼スマートフォン用の物件ビューアー！
　Ｗｅｂマガジン・メールマガジンだけの先行情報！

　急激に普及を続けるスマートフォンの画面でも見やすいように、新に物件ビューアーをご用意いたしました。今のとこ

ろ物件情報を登録し始めたばかりですが、以下のリンクからご覧いただく事が可能ですので、スマートフォンをお持ち

の方はアドレスを転送して、お気に入りにご登録いただければ幸いです。（※ＰＣ環境からですと、通常の音楽賃貸ネ

ットにリンクします。）　

　スマートフォン用のコンテンツへ＞＞＞　http://ongaku-chintai.es-ws.jp/

▼外出先でも楽器が弾ける賃貸情報！
　というわけで、これからはは外出先からでも楽器可物件をチェック出来るようになりました！

　よりよい情報をご提供できるように、今後もがんばります。

メジャーハウジング株式会社

スタッフ一同

http://ongaku-chintai.es-ws.jp/


今週のイチオシ：クレシェンド阿佐ヶ谷（阿佐ヶ谷駅）

▼２４時間演奏対応の防音室が大小２部屋

　防音室を確保する間取りといえばいくつかパターンがございます。１Ｋ

タイプの居室部分そのものが防音室になっているケースであったり、ファ

ミリータイプの一部屋を防音室として造られた間取りであったり。

　単身者向けの物件でも、居室とは別に演奏専用の防音室のある物件も見

られ、いずれもそれぞれに高い人気を誇ります。

　中でもコチラの物件は特殊な存在と言えるでしょうか。大小２部屋がい

ずれも防音室となっている間取りは、２４時間演奏可能なシリーズ防音物

件からのご紹介です。

　建物地下部分では本格的なリハーサルホールが営業しているということ

もあり、自室での音出しとあわせて、幅広い音楽活動の拠点としてご好評

いただいている貴重な物件の一つです。

物件コード【１２６８】

[所在地]＃東京都杉並区阿佐ヶ谷北３丁目

[交通１]＃ＪＲ中央線「阿佐ヶ谷駅」徒歩１２分

[賃　料]・１２０，０００円

[管理費]・　　５，０００円

[タイプ]・２Ｋ　４３．０平米

[間取り]・防音室約９帖＋防音室約４帖＋Ｋ

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄筋コンクリート造　４階建て１階部

分

[築　年]・１９９１年コンバージョン物件

▼条件・設備概要

グランドピアノ・声楽可・管弦楽器可（一部除く）、防音居室、楽器演奏２４時

間可能、男女入居制限無し、オートロック、フローリング、室内洗濯機置場、エ

アコン、バストイレ別、独立キッチン、玄関ホール、内装リフォーム済み

▼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=1268

今週のオススメ：　３

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1268


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！

　楽器が弾ける賃貸物件といえば、それだけでも充分に貴重な存在と言え

ますが、中には本当に特別な物件というのも存在するものです。

　こちらの物件情報、居住スペースはシンプルなワンルームタイプですが

、地下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。

　地下防音室の広さは約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：　４

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


今週のイチオシ：サウンドピア（竹ノ塚駅）　

▼上野エリアに出やすい２４時間演奏対応物件

　楽器可物件の分布は、音楽大学の周辺エリア、または音楽大学への通学

沿線に多く点在することはすでにご存知かと思います。

　そしてもう一つ、東京の中心部を走る山手線を中心に東西に分けた場合

、音楽大学の所在地は圧倒的に西側に偏り、すなわち東側方面の楽器可物

件の分布はとても少ないと言い換えることができます。

　東京藝術大学と上野学園大学、２つの音楽関係の大学がありながらも、

楽器可物件の分布が少ない上野エリアでは、乗り換え無しで通学できる範

囲なら十分に好条件のロケーションであるご理解ください。

　そしてコチラ、上野駅までおよそ２２分の乗車時間でアクセスする２４

時間演奏対応物件！　お住まいになると思いがけずに好条件ということで

、入居率の大変高い人気物件です。

物件コード【１５３２】

[所在地]＃東京都足立区竹ノ塚１丁目

[交通１]＃東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」徒歩３分

[賃　料]・８３，０００円

[管理費]・　５，０００円

[タイプ]・１Ｋ　２６．４９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]・鉄筋コンクリート造　３階建て２階部

分

[築　年]・１９９５年

▼条件・設備概要

グランドピアノ可・他各種楽器可（一部除く）、Ｙ社製防音設備完備、楽器演奏

２４時間可能！　オートロック、バストイレ別、室内洗濯機置場、脱衣スペース

、フローリング、冷蔵庫置場、エアコン、二重サッシ、ＢＳ・ＣＡＴＶ受信対応

、女性限定、上野駅に乗り換え無しでおよそ２２分の乗車時間！

▼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=1532

今週のオススメ：　５

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1532


今週のイチオシ：サンコーラル（不動前駅）　

▼東急目黒線で貴重な防音物件・大型１Ｋ

　賃貸・売買にかかわらず、どれだけご予算に余裕があっても１００％満

足のいく物件が見つかることはない、というのはよく言われます。

　数に限りのある楽器可物件ですと、ご希望条件の優先順位をつけるのが

更に難しいところですが、一番実現の難しいのは希望エリアでしょうか。

ある程度以上の演奏環境を確保しようと思うと、存在する物件から選ばな

くてはならず、常にその物件に募集があるとも限りません。

　こちらのご紹介はたいへん貴重なロケーションから。東急目黒線・不動

前駅を最寄りに、山手線・目黒駅も利用可能な防音物件です。

　こちらの物件、９階部分のみが防音施工されたお部屋となっており、そ

の数は全部で３部屋しかありません。貴重な募集をお見逃しなくご検討下

さい！

物件コード【２２９５】

[所在地]＃東京都品川区西五反田３丁目

[交通１]＃東急目黒線「不動前駅」徒歩５分

[交通２]＃ＪＲ山手線「目黒駅」徒歩１３分

[賃　料]・１２２，０００円

[管理費]・　　９，０００円

[タイプ]・１Ｋ　３５．５平米

[間取り]・防音居室約１１．５帖＋キッチン部分

約５．８帖

[種　別]・マンション

[構　造]・鉄筋コンクリート造　１０階建て９階

部分

[築　年]・２００２年

▼条件・設備概要

９階部分は防音フロアで各種楽器の演奏に対応、オートロック、バス・トイレ別

、収納スペース、洗濯機置き場、エレベーター、追い焚き機能、フローリング、

浴室乾燥機、システムキッチン、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=2295

今週のオススメ：　６

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=2295


今週のイチオシ：アンソレイユ宮前平（宮前平駅）　

▼東急田園都市線・宮前平駅で防音構造

　暮らしやすく整備された街並みが多く、住んでみたいエリアとしてはと

ても人気が高い東急電鉄の各路線。

　残念ながらどの路線を見ても本格的な演奏に対応する物件が少ないのが

現実ですが、一番可能性が高いのは、洗足学園音楽大学の通学路線となっ

ている東急田園都市線でしょうか。

　そうは言っても、お安い物件の多くは、同じく洗足学園の通学路線であ

るＪＲ南武線に集中し、また、東京都内に入ると極端に楽器可物件の分布

が少なくなる事をご了承下さい。

　こちらの物件でしたら防音構造で２２時までの音出しに対応する嬉しい

演奏条件！　間取りも設備も近代的なものを採用しており、きっと満足度

の高い選択となる優良物件です。

物件コード【１６９３】

[所在地]＃神奈川県川崎市宮前区馬絹

[交通１]＃東急田園都市線「宮前平駅」徒歩８分

[賃　料]・８０，０００円

[管理費]・　５，０００円

[タイプ]・１Ｋ　２８．５７平米

[間取り]・洋室約８．９２帖＋キッチン部分

[種　別]・マンション

[構　造]・ＲＣ造　３階建て２階部分

[築　年]・２０００年

▼条件・設備概要

ピアノ可・声楽可・他各種楽器対応、楽器演奏時間７：００〜２２：００まで、

防音構造、オートロック、カメラ付きインターホン、バストイレ別、室内洗濯機

置場、クローゼット、光ケーブル対応

▼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=1693

今週のオススメ：　７

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=1693


今週のイチオシ：東村山本町貸家（久米川駅）　

▼西武新宿線・防音室のある貸家１２．５万円

　２ＤＫタイプのように、お二人以上で暮らせるようなファミリータイプ

の物件を探される場合、１２万円前後のご予算でご覧になる方が最も多い

でしょうか。

　これに楽器演奏が可能という条件を付けると選択肢はグッと少なくなり

ますので、ご希望条件の優先順位を明確にしてお探しになるのがよろしい

かと思います。

　都心に便利な立地では、小さな間取りでもそれなりのご予算が必要で

すし、間取りを優先するのなら、やはり郊外エリアの物件にも目を向けて

みるのが、賢いお部屋探しの鉄則です。

　そう考えるとコチラの物件情報、かなりのお値打ち物件としてご覧いた

だけるのではないでしょうか。収納が豊富なリフォーム済みの４ＤＫタイ

プで、そのうち一部屋は防音室。月額１２万５千円でご紹介です♪

物件コード【２２９１】

[所在地]＃東京都東村山市本町１丁目

[交通１]＃西武新宿線「久米川駅」徒歩８分

[交通１]＃西武新宿線「東村山駅」徒歩１１分

[賃　料]・１２５，０００円

[管理費]・込み

[タイプ]・４ＤＫ　７７．４４平米

[間取り]・下記参照

[種　別]・一戸建て貸家

[構　造]・軽量鉄骨造　２階建て全部

[築　年]・１９９２年

▼条件・設備概要

防音室5帖＋洋室6帖＋和室6帖＋和室6帖＋ＤＫ部分8.5帖、防音室にてピアノ他

楽器の演奏に対応、駐車スペース、シャンプードレッサー、ウォシュレット、シ

ステムキッチン、ウォークインクローゼット、エアコン、日当たり良好、内装

リフォーム済み

▼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=2291

今週のオススメ：　８

http://ongaku-chintai.net/realtime.php?mode=detail&id=2291


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：4.4万円 
　管理費：3千円

　募集：2階部分

　1R　19.02m2

▼演奏時間２２時まで・４万円台の演奏拠点

・埼玉県ふじみ野市上福岡 1
・東武東上線「上福岡駅」歩4分
・1988年築

フルリフォームされたオートロック付きのマンションタイプなら大満足

！　２２時までの演奏条件も魅力です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1431

　賃料：4.4万円 
　管理費：5千円

　募集：2階部分

　1K　16.5m2

▼昭和音大生向け・深夜２４時まで演奏可能

・神奈川県相模原市南台 3
・小田急線「小田急相模原駅」歩3分
・1988年築

シンプルな間取りながらも長時間の演奏条件を備えた、昭和音楽

大学の学生さん向けの格安物件！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1146

　賃料：4.9万円 
　管理費：8千円

　募集：2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ですが、コンサートホールやレッスン室

を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：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

埼玉県にキャンパスを構える尚美学園大学、東邦音楽大学への通

学にピッタリのロケーションです。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1574

更新情報からピックアップ：　９

http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1431
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1146
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1909
http://ongaku-chintai.net/pickup.php?mode=detail&id=1574


更新情報からピックアップ！　その２　

　賃料：5.6万円 
　管理費：5千円

　募集：4階部分

　1K　17.07m2

▼お安い賃料帯でも安心感のある人気物件

・東京都練馬区旭丘 2
・西武池袋線「江古田駅」歩8分
・1993年築

オートロック付きのしっかりとしたマンションで管理人さんも常駐。３

・４階は女性限定フロアとなっています。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1262

　賃料：5.6万円 
　管理費：3千円

　募集：2階部分

　1K　15.79m2

▼便利な立地で５万円台・２２時まで演奏可

・東京都練馬区平和台 3
・有楽町線・副都心線「氷川台駅」歩10分
・1988年築

お安い賃料の物件でも長時間演奏に対応！　大きな楽器は搬入は

できませんが、各種楽器に対応します。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1184

　賃料：5.9万円 
　管理費：込み

　募集：2階部分

　1K　19.8m2

▼男性専用・豊島区で２２時まで演奏対応

・東京都豊島区千川 2
・有楽町線・副都心線「千川駅」歩7分
・1980年築

間取りや設備は贅沢なものではありませんが、昔の建物ならではのゆっ

たりとした造りで、２２時までの演奏ＯＫ！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1969

　賃料：6.5万円 
　管理費：7千円

　募集：3階部分

　1K　25.34m2

▼小田急線・急行停車の便利な駅で好条件

・神奈川県相模原市相模大野 3
・小田急線「相模大野駅」歩5分
・2004年築

駅周辺には賑やかな商店街や大型商業施設が見られ、とっても便

利な住環境として好印象です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2055

　賃料：6.5万円 
　管理費：込み

　募集：2階部分

　1K　19.8m2

▼仙川エリア・充実した演奏条件が魅力

・東京都調布市若葉町 2
・京王線「仙川駅」歩8分
・1988年築

格安賃料設定で人気の楽器可物件。間取りはシンプルですが充実した演

奏条件が魅力です。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1475

　賃料：6.6万円 
　管理費：4千円

　募集：1階部分

　1K　30.25m2

▼ゆとりの快適演奏環境を郊外で実現！

・埼玉県所沢市西所沢 2
・西武池袋線「西所沢駅」歩4分
・2005年築

最寄りの西所沢駅から池袋駅までの乗車時間は、急行や準急など

を利用しておよそ３０分〜４０分。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1938

更新情報からピックアップ：　１０
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更新情報からピックアップ！　その３　

　賃料：6.8万円 
　管理費：3千円

　募集：2階部分

　1K　20.52m2

▼溝の口駅・お手頃賃料で２２時まで演奏可

・神奈川県高津区溝の口 3
・東急田園都市線「溝の口駅」歩7分
・1993年築

東急田園都市線「高津駅」は徒歩３分で利用可能。溝の口エリアで

お安い賃料帯の物件は貴重です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1789

　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

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な音楽マ

ンション！　便利な駅近物件です！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1129

　賃料：7万円 
　管理費：2千円

　募集：3階部分

　1K　24.33m2

▼駅から近い好立地！　各種交通も徒歩圏内

・東京都練馬区栄町

・有楽町線・副都心線「小竹向原駅」歩2分
・1983年築

リフォーム済みでキレイなお部屋。バストイレ別に広めの居住スペ

ース。バランスのよい間取りです。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1413

　賃料：7万円 
　管理費：込み

　募集：3階部分

　1K　18.61m2

▼京王線・下高井戸駅〜７万円台の演奏環境

・東京都世田谷区赤堤 5
・京王線「下高井戸駅」歩4分
・1989年築

賑やかな商店街沿いで暮らしやすいロケーション！　防音対策で楽器

演奏に対応する女性限定マンション！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1498

　賃料：7.2万円 
　管理費：3千円

　募集：5階部分

　1K　32.7m2

▼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

・ＪＲ根岸線「根岸駅」歩7分
・1998年築

若い女性のお客さまのニーズに合わせて採用した充実の室内設備は

、快適なライフスタイル拠点として好評！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2155

　賃料：7.3万円 
　管理費：4千円

　募集：2階部分

　1K　26.66m2

▼良好な住環境・南武線の人気エリア！

・神奈川県川崎市中原区下小田中 3
・ＪＲ南武線「武蔵中原駅」歩8分
・2002年築

洗足学園の学生さんが多くお住まいの南武線から、充実の室内設備

と明るい雰囲気が自慢の音楽マンション！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1138

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４　

　賃料：7.9万円 
　管理費：5千円

　募集：5階部分

　1K　19.27m2

▼上野駅では定番の女性限定音楽マンション

・東京都台東区東上野 4
・山手線「上野駅」歩4分
・1999年築

生活に配慮した間取りや室内設備で人気！　上野エリアでは貴重な

存在として注目される音楽マンションです。

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1216

　賃料：8万円 
　管理費：6千円

　募集：2階部分

　1K　30.97m2

▼横浜エリアで貴重な楽器可マンション

・神奈川県横浜市神奈川区沢渡

・ＪＲ他各線「横浜駅」歩10分
・2000年築

横浜エリアで貴重な楽器可物件は、３０平米を超える占有面積を贅沢

に使った間取りで２２時までの演奏ＯＫ！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1788

　賃料：8.3万円 
　管理費：3千円

　募集：3階部分

　1K　31.52m2

▼国立音大至近で高性能防音物件！

・東京都立川市砂川町 7
・西武拝島線「玉川上水駅」歩12分
・2008年築

学生さん向けのリーズナブルな楽器可物件が多い玉川上水エリアに

おいて貴重なハイグレードマンション！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2057

　賃料：8.5万円 
　管理費：7千円

　募集：2階部分

　1K　28.98m2

▼南武線の新築・免震構造の楽器可マンション

・神奈川県川崎市多摩区堰 3
・ＪＲ南武線「久地駅」歩4分
・2011年築

免震構造を売りにした楽器可マンション。楽器演奏用に整えられる防

音設備と合わせて、安心感のある演奏拠点！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1894

　賃料：9.6万円 
　管理費：8.5千円

　募集：3階部分

　1K　27.42m2

▼山手線・巣鴨駅〜演奏時間２４時まで

・東京都豊島区巣鴨 3
・山手線「巣鴨駅」歩2分
・2003年築

山手線で充実の演奏環境を確保！　巣鴨駅前には２４時間営業のス

ーパー他、商店多数。暮らしも便利♪

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：1119

　賃料：9.8万円 
　管理費：8千円

　募集：4階部分

　1K　33.56m2

▼デザインも優れた快適演奏空間・防音１Ｒ

・東京都板橋区桜川 2
・東武東上線「上板橋駅」歩8分
・2006年築

映画のワンシーンから切り抜いてきたようなステキな建物。防音完備

で演奏対応！　ペットの飼育もＯＫ！

リンク：音楽賃貸ネット　物件コード：2276

更新情報からピックアップ：　１２
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情報コーナー「twitter　フォロワーさん割引あります」　

＞＞＞音楽賃貸ネットの公式アカウント『fiddle_bunny』のツイートはコチラから！

情報コーナー：　１３

http://twitter.com/#!/fiddle_bunny


編集後記（2011/11/11）

　現在準備中の新企画が二つ！　実際に稼動するのはもう少し先になりますが、このＷＥＢマガジンにて

先行してお知らせさせていただきました！（詳細は２ページのお知らせをご覧下さい。）

　長い間、固定のカタログサイトとなっていた音楽賃貸ネットの携帯コンテンツですが、大幅にリニュー

アルし、実際に募集中の楽器可物件を条件ごとにご覧いただけるようになります。こちらは１２月上旬よ

りの開始を予定しております。

　もう一つの企画はスマートフォン向け！　急激に普及を続けるスマートフォンの画面でも見やすいよ

うに、新に物件ビューアーをご用意いたしました。今のところ物件情報を登録し始めたばかりですが、以

下のリンクからご覧いただく事が可能ですので、スマートフォンをお持ちの方はアドレスを転送して、お

気に入りにご登録いただければ幸いです。（※ＰＣ環境からですと、通常の音楽賃貸ネットにリンクし

ます。）　http://ongaku-chintai.es-ws.jp/

　これからは外出先からでも楽器可物件をチェック！　よりよい情報をご提供できるように、今後もがん

ばります。

　そしてもう一つのお知らせ。ＰＤＦ形式で情報をご提供して来ましたこの『音楽賃貸マガジン』ですが

、今週号をもって一先ず休刊とさせて頂きます。毎週お楽しみいただいていた方には残念なお知らせとな

りましたが、少ない人数で運営しているもので、新しい企画をスタートさせるための、止むを得ない決断

としてご了承下さい。

　またいずれ、新しい形にてマガジン形式の情報発信をしていこうと考えています。今後も引き続き『音

楽賃貸ネット』に関するコンテンツをよろしくお願いします。

▼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：　１４
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