
調査概要について

本調査は、これから購入しようとしている物件エリアの家賃相場や客付けの容易さ、エリア特性などを把握することを目的としています。

周辺の客付け店舗に電話、homesによる家賃相場を確認し、客付け難易度、実相場のRR（レントロール）を評価いたします。

●客付け難易度について

物件情報と賃貸需要などから客付けの難易度を評価します。

基準値→ ４：懸念なし（直近数年の大きな相場崩れはなさそう）                               

３：懸念なし（直近数年での客付けは問題なさそうだが、将来的には不安が残る）

２：懸念あり（対策等をすれば直近数年の客付けは問題ない）                    

１：懸念あり（現時点で客付け難易度高い）                    

*) 3は直近は客付けできるが将来的には不安、というエリアです。

3年～5年での出口をとるつもりであれば問題ないエリアかもしれません。

●査定結果RRについて

下記、AとBの調査を行い、総合的にRRを査定結果として評価します。

A) 物件周辺の賃貸仲介業者からヒアリング（３～５件）

B) 賃貸情報サイトhomes（https://www.homes.co.jp/）より、周辺の競合物件を調査

１） ＜●最寄り駅、周辺の情報＞は、間取りごとに調査を行う

２） 検索条件による調査は、調査者の判断に基づき、物件に近い条件で検索を行い競合調査を行う

免責事項

本調査は、調査時点での見通しです。これらにはリスクや不確定な要素、仮定が含まれており、homesの記載情報誤記やヒ

アリングによる認識錯誤によって、記載の見通しと大きく異なる可能性があります。

また、本調査は情報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。

本調査の利用により、または、本調査に掲載された内容に基づいて投資された結果、損害等を被られましても、弊社は当該損

害等につき一切の責任を負いませんのでご了承ください。

投資に関する最終決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願いいたします。



＜調査結果＞

調査担当：

住所

物件名

新築/中古

総戸数

RR収入まとめ (*入居中RRがある場合は、入居中RRと空室戸RRを合算しています）

～ ～ ～ ～

～ ～ ～ (93%) ～ (92%)

～ ～ ～ ～

～ ～ ～ (93%) ～ (92%)

～ ～ ～ ～

～ ～ ～ (93%) ～ (92%)9,012,000 9,456,000

間取り／㎡数

空室戸

RR

月収*

年収*

査定前

査定結果

査定前

査定結果 876,000 876,000 4,440,000 4,740,000 3,696,000 3,840,000

79,000 400,000

79,000 79,000

344,000

73,000 73,000 751,000

9,732,000 10,236,000

242,000

224,000

査定結果

査定前

73,000 73,000

948,000 948,000 4,800,000 5,160,000 3,984,000 4,128,000

79,000

80,000

80,000 86,000 83,000 86,000 251,000

232,000

入居中戸数

2020/11/19調査時期：●調査結果

811,000 853,000

RR以外の相場

0（クリーニング代2.5~3万円）~1

間取り① 間取り② 間取り③ 合計 (%は、査定前RR／査定結果RR）

1R/16.11㎡ 1R/17.33㎡～17.57㎡ 1R/18.88㎡

370,000 395,000 308,000 320,000

430,000 332,000

74,000 79,000 77,000

788,000

0 0 0

4

●物件情報 XX

ＲＣ造５階建構造新築

１０戸（各階2戸×5）

間取、設備など

エレベーター無

都市ガス、オートロック、宅配ボックス、独立洗面

台浴室乾燥機

101号室　 16.11 ㎡（洋室5.7帖）

102号室　 17.33 ㎡（洋室6.7帖）

2階～5階1号室　 18.88 ㎡（洋室7.4帖）

2階～5階2号室　 17.57㎡（洋室6.9帖）
駅の乗り換え情報

（沿線、各駅など）

西武池袋線「富士見台」駅徒歩８分

（MAP9分）

西武池袋線「練馬高野台」駅徒歩８分

周辺状況、施

設、学校など

セブン-イレブン練馬南田中３丁目店（6分）

ローソン 練馬富士見台店（7分）

ローソン100（7分）

まいばすけっと富士見台駅南（8分）

ヨークフーズ 練馬高野台店（8分）

サミットストア 環八南田中店（11分）

ツルハドラッグ 練馬南田中店（7分）

順天堂大学 医学部附属 練馬病院（13分）

築年月(予定築年月)

駐車場

令和４年７月

なし

東京都練馬区XXX

新築RC

西部池袋線、高架沿いの為、騒音が客付けに影響する可能性がある。しかし、周辺に物件もあり線路側にエントランスや

階段、窓がない場合は、客付けがしやすいとの情報あり。

1R、1Kの周辺物件数が多く競合が多い印象。駅から徒歩10分圏内の15㎡～20㎡の物件が主な競合と思われる。

富士見台駅、練馬高野台駅周辺の1R、1Kの物件数から比較すると、ネット無料物件数は少ないが、築浅物件はネット

無料が多い印象。速度の速い光回線であれば、アピールになるとの情報あり。

構造 1R、1Kでは木造物件が多いエリアの為、差別化になる可能性がある。

設備建物
都市ガス物件が多いエリアの為、差別化は難しいと思われる。駐輪場がなくても駐輪できるスペースがあった方が良いとの

情報あり。

まとめコメント(調査者の所見）客付け難易度（需要と供給） ※４が基準

査定前RRは、周辺同様物件と比較すると、高い印象。西武池袋線の中村橋駅~練馬高野台駅までは急行が止まらず、家賃帯が低いエリアとの情報あり。

家賃設定を想定すると、間取り①は総戸数の中で最も平米数が小さい為、当該物件の下限となる。間取り②は各階2号室となり、平米数が一番小さい102号室を

下限とし、上限は302号室である。階数家賃差は、1階～2階は平米数の差もある為、+3000円、2階～3階+1000円、当該物件はエレベーターがない為、4階5

階の家賃差はなく、3階より-2000円とし、4階と5階の家賃差はない。間取り③は、2階から上の各階1号室である。間取り②と同様、2階～3階+1000円、4階～

5階は3階より-2000円とし、4階と5階の家賃差はない。

当該物件の需要は、主に新社会人、数は少ないが学生や順天堂大学 医学部附属 練馬病院の看護師と思われる。富士見台駅、練馬高野台駅は、単身の需要

が多いとは言えないエリア。しかし、どの駅でも、徒歩10分以内であれば、需要はあると思われるとの情報あり。

客付け難易度の判定については、ヒアリングで単身需要が多くないエリアとの情報、1R、1Kの物件数が多く飽和気味との情報があった事から、築浅の間は客付け可能

でも築年数経過と共に、高架沿いの影響や平米数の小さい条件などが客付けに影響してくる可能性がある為、左記の判定となった。

0～0.5

1～1.5

調査資料の想定RRと2 ～ 5階平面図に相違あり、平面図を基に

査定前RRの設定をした。

調査物件の利点及び懸念

間取り

立地

周辺環境

競合

敷金

礼金

広告費

備考

３：懸念なし（直近数年での客付けは問題なさそ

うだが、将来的には不安が残る）

空室戸数 1 5

設備内部

その他

1Rより1Kの方が人気があり需要が多いとの情報、1R、1Kの物件数は非常に多く、飽和気味との情報あり。また当該物

件の間取りは、玄関から洋室が見えやすく、女性の客付けに影響がある可能性があるとの情報もあった。

西武池袋線高架沿い、2駅どちらとも徒歩8分程の立地。立地が悪いとも言えないが、人気の出る立地ではない可能性がある。



●調査データ

富士見台駅、練馬高野台駅は各駅停車の為、

急行が止まる駅より家賃帯が低い。その為、練馬

周辺で物件を探す単身の方におすすめしやすいメ

リットがある。1R、1Kの周辺物件は多く、競合も

多い。1Rより1Kが人気があり需要も多い印象。

当社が管理する富士見台駅1Kの物件は、学生と

新社会人で埋まっている。当該物件のターゲットも

同様と思われる。物件を探す方は、駅から徒歩10

分以内を条件としている事が多い。

高架沿いの立地は、騒音が懸念になる可能性も

あるが、新築時はそれほど気にしなくても、客付け

可能と思われる。高架の為、電車が通る際の振動

は、線路より少ない印象。

内見で音や振動を確認する方が多いと思われ、

個々の感覚による為、家賃を下げたりしなくても良

いと思われる。

駐輪場を要望する方もいるため、駐輪スペースが

あると客付けしやすい。

ターゲットが、学生と新社会人と思われる為、繁忙

期前の完成が望ましい。

新築ブランドを好む方もおり、築浅の間は問題な

い、しかし5年後、10年後は、高架沿いの影響や

平米数の小さい条件などが客付けに影響してくる

可能性がある。

1R/16.11㎡

エアコン、TVモニターフォン エアコン エアコン、ウォシュレット

駐輪場

ネット無料（アピールになるが、若い

年代はヘビーユーザーが多く、速度が

速い回線に限る）

駐輪場

上限7万前半（共益費込）

客付け条件

（必須）

客付け条件

（できれば）

周辺需要&状況

西武池袋線の中村橋駅~練馬高

野台駅までは急行が止まらず、家賃

帯が低いエリア。人気のあるエリアとは

言えず、単身者が少なく、どちらかと

言えば、ファミリー層に人気があるが、

最近は学生も増えてきた印象。

当該物件は、西武池袋線沿いであ

るが周辺に物件があり、懸念になる

ほど客付けに影響がある印象はな

い。

また、線路側にエントランスや階段、

窓がない場合は、客付けがしやす

い。

このエリアでRC5階建のエレベーター

無は珍しい。4階と5階の客付けに影

響が出やすい。家賃設定は、3階を

上限、4階5階の家賃差は無くても

良い。3階より安く設定した方が良

い。あまり細かく、平米数によって、家

賃差を出さず上限下限を決めて、そ

の洋室の大きさによって+1000円

~+2000円で決めて良いと思われ

る。

当該物件のターゲットは、学生や新

社会人が主と思われる。その他、順

天堂　練馬病院の新看護師も見込

める。

年齢の若い方が中心の物件になると

思われる。若い方は、建物の外観に

拘る方が多く、見た目がOKならば決

めてしまう方も少なくない。

周辺物件は都市ガスが多く、差別化

にはならない。

TVモニターフォン、エアコン

ネット無料（光回線）

上限7.1万円（共益費込）

ネット無料の場合、+2000円

1R/17.33㎡～

17.57㎡

1R/18.88㎡

家

賃

②

家

賃

③

家

賃

①

1 2 3 4

西武池袋線は、新宿、渋谷、更には

横浜方面にも繋がり非常に利便性

が良い。その為、西武池袋沿線は人

気があると思われる。富士見台駅、

練馬高野台駅周辺で、単身の需要

は多くはないがある印象。物件数は

非常に多く、飽和気味と思われる。

当該物件のターゲットは、20代前半

の単身社会人が主で、その他学生と

思われる。

当該物件の間取りは、玄関から洋室

が見えやすく、女性の客付けに影響

がある可能性がある。

また、線路沿いの立地は騒音が懸

念になりやすいが、線路側に窓や階

段がない場合は、新築時は家賃を

下げなくても良いと思われる。

富士見台駅徒歩1分、新築、鉄骨

造、18㎡で洋室4.5帖が共益費込

7.5万円である。新築料金を上乗せ

したとしても、当該物件の上限は共

益費込7.9万円が妥当とおもわれ

る。8万円を超えると埋まるまでに、

時間がかかる印象。

駐輪場の要望は少なくない、駐輪で

きるスペースがあれば、駐輪場がなく

ても問題はない。

富士見台駅、練馬高野台駅の単身

需要は、なくはないという印象。

当該物件の需要は、新社会人が主

で少ないが学生、練馬病院の看護

師も見込める。また、練馬高野台周

辺に勤務している単身社会人を客

付けした事もあるが、周辺に大きな

企業はない。

線路沿いは客付けに影響がある印

象。

当社管理物件で、線路沿いの新築

物件が埋まるまで1年弱かかった。し

かし、線路側に窓や階段がない場合

は、新築時は線路沿いを気にせず、

家賃帯を設定して良いと思われる。

家賃設定は、平米数によってより、

洋室の大きさで決める。細かく設定

する必要はない。当該物件の場合、

16㎡~18㎡の家賃差が5千円程に

なると良い。

7.3万円~7.8万円（共益費込）

ネット無料の場合、+2000円

上限7万前半（共益費込）

富士見台駅、練馬高野台駅は、単

身の需要が多いとは言えないエリア。

しかし、どの駅でも、徒歩10分以内

であれば、需要はあると思われる。

練馬駅と比較すると、急行が止まら

ず家賃帯が低いエリア。練馬で物件

を探している方に客付けをする。富士

見台駅、練馬高野台をピンポイント

で物件を探す方は非常に少ない。

当該物件の需要は、新社会人が主

でその他、学生や練馬病院の看護

師も見込めると思われる。練馬病院

へは、自転車で通勤可能な為、駐

輪場はあった方が良いと思われる。

線路沿いの立地は、客付けへの影

響が全くないとは言えない。西武池

袋線は高架の為、3階から上の階の

入居者は、電車の音が気になる可

能性もある。しかし、RC構造の為、

線路側に窓がなければ、それほど気

にしなくても良いと思われる。

TVモニターフォン、ウォシュレット、エア

コン

駐輪場、ネット無料

上限7万前半（共益費込）

7万前半~7万後半（共益費込）

上限8万前半（共益費込）

上限7万前半~7万後半（共益費

込）

上限7万前半~7万後半（共益費

込）

1.5

11月19日

エイブル富士見台店

テンマさん

上限8万円（共益費込）8万円超

えると客付け難しい。

ヒアリング日時

店舗

担当者

最

低

条

件

1敷金

礼金

広告費

0～0.5

上限7.8万円（共益費込）

0（クリーニング代2.5~3万円） 0（クリーニング代2.5~3万円）~1 0~1

0 0 0

株式会社NITTO（ROOM） 株式会社タウンハウジング　練馬店

上限7.9万円（共益費込） 上限8万前半（共益費込） 上限8万円（共益費込）

スズキさん オオサワさん ハナダさん

1 1 1

11月19日 11月19日 11月19日

株式会社ハウステーション石神井公

園店

上限7.5万円（共益費込）

1

0

1

11月19日

No

ハウスコム株式会社　練馬店

ヤハタさん

5



●ヒアリング業者の情報

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

株式会社タウンハウジング　練馬店

管理可能　管理手数料5％ 管理可能　管理手数料5％ 管理可能　グループ会社アレックスにて管理

株式会社NITTO（ROOM）

https://www.howstation.com/te

npo_shakuji/
https://www.f-room.net/p2/

https://www.homes.co.jp/realtor/mid-

136754hbF0ysU-xrGE/

店舗

No 1 2

ハウスコム株式会社　練馬店

管理可能　管理手数料1室　1100

円

https://www.homes.co.jp/realto

r/mid-3701128huUbwwnM0-d0/

3 4 5

管理業務など補足

備考

エイブル富士見台店

管理可能　管理手数料5％

https://shop.able.co.jp/0000006

78/

株式会社ハウステーション石神井公

園店

https://shop.able.co.jp/000000678/
https://shop.able.co.jp/000000678/
https://shop.able.co.jp/000000678/
https://shop.able.co.jp/000000678/
https://shop.able.co.jp/000000678/
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●homes競合調査結果  　　　　　　　　調査時期： 調査駅、地域:

～

～

～

検索条件１ 1R、1K　15㎡～20㎡　徒歩10分以内　築3年以内

ネット

無料

27

201

367

623

1290

1749

2004

2450

20

119

228

408

916

1288

1456

1758

3LDK 124

3DK 102 45㎡　～ 5

3K 7 30年以内 40㎡　～45㎡ 0

2345

RC 662 5分以内 17 新築 　～10㎡ 43

2DK 342 20年以内 30㎡　～35㎡ 87

2LDK 203 25年以内

都市

7.7 8 18.88 都市18.88 4,158 査定結果RR

1ヶ月

6.8 6.8 8,000

2年 豊島園2分 18.19 5,074 ゲートフィールド練馬 9.1 9.5 18.33

7.1 16.27

18

無 1R

都市

無

16.66 -

都市https://www.homes.co.jp/chintai/room/af27bbe076186cb8a1389cf913349af982fceb03/17.47

鉄骨

2年 練馬高野台10分 18

19/12 中村橋7分 15.07 4,302 Ｓｉｎｃｒｅａｓｅ中村橋 6.9

86,000

83,000

検索条件１

備考

検索条件２

検索条件３

間取り③

6.6 6.6

7.2 8.55 3,000 1ヶ月

ペット相談可(139)フリーレント(151)ガスコンロ設置済(874)IHコンロ

(492)コンロ二口以上(773)システムキッチン(1024)カウンターキッチン

(54)バス・トイレ別(1543)追焚機能(196)温水洗浄便座(896)浴室乾

燥機(736)洗面所独立(559)オートロック(914)防犯カメラ(464)TVモニ

タ付インターホン(1124)宅配ボックス(482)エアコン(2295)都市ガス

(1800)オール電化(16)バルコニー(1557)エレベーター

(382)CATV(1252)CSアンテナ(368)BSアンテナ(630)インターネット使

用料無料(227)駐車場あり(127)バイク置き場あり(256)駐輪場あり

(1395)

1K 1658 木造 927 7分以内 53 ３年以内 10㎡　～15㎡ 232

2020/11/19

1R、1K　15㎡～20㎡　徒歩10分以内　築3年以内

1R、1K　新築

●物件情報
敷金

礼金 エレベーター無

都市ガス、オートロック、宅配ボックス、独立洗面台浴室乾燥機

101号室　 16.11 ㎡（洋室5.7帖）

102号室　 17.33 ㎡（洋室6.7帖）

2階～5階1号室　 18.88 ㎡（洋室7.4帖）

2階～5階2号室　 17.57㎡（洋室6.9帖）
西武池袋線「富士見台」駅徒歩８分（MAP9分）

西武池袋線「練馬高野台」駅徒歩８分

間取り、設備など

1R/16.11㎡

1R/17.33㎡～17.57㎡

1R/18.88㎡

査定前RR①

査定前RR②

査定前RR③

79,000 79,000

80,000

86,000

富士見台駅　練馬高野台駅

7.7 8 新築 富士見台8分 18.88

108

5,000 無 1K 3年 富士見台4分

1DK 211 鉄骨 749 10分以内 169 5年以内 15㎡　～20㎡ 855

上限

2LDK 178

下限 上限

管理費[円]

1LDK 242 15分以内 302

2K 114 20分以内

ガス
下限 上限 下限 上限

25年以内 35㎡　～40㎡ 20

物件名 URL

40㎡　～45㎡ 8

10年以内 20㎡　～25㎡ 834

513 15年以内 25㎡　～30㎡ 346

35㎡　～40㎡ 18

その他

家賃[万円]

間取り①

敷金
下限

その他

築年数
駅から

の距離

㎡数 平均平米

単価

432

1R 687

礼金

木造

1LDK 15分以内 414 10年以内 20㎡　～25㎡ 1217

間取り

令和４年７月

ＲＣ造５階建

間取り

[件数]

RC

1R、1K

総数

3398

構造

[件数/総数]

985

1464

鉄骨 945 10分以内 214

1R 1194

3DK 109

3K 8

45㎡　～ 5

30年以内

●最寄り駅、周辺の情報（富士見台駅）
築年数

[件数/総数]

３年以内 10㎡　～15㎡

25㎡　～30㎡

20年以内 30㎡　～35㎡

　～10㎡

20分以内 653 15年以内

15㎡　～20㎡

間取り②

1K 2204

2DK 377

3LDK 128

最寄り駅、

距離

築年数

構造

2K 185

294

1DK 302

富士見台1分 18

3,513 CLK富士見台 6.418.22

18.47

ペット相談可(175)フリーレント(153)ガスコンロ設置済(1303)IHコンロ

(700)コンロ二口以上(1020)システムキッチン(1415)カウンターキッチン

(68)バス・トイレ別(2003)追焚機能(261)温水洗浄便座(1249)浴室

乾燥機(917)洗面所独立(764)オートロック(1371)防犯カメラ(624)TV

モニタ付インターホン(1481)宅配ボックス(676)エアコン(3321)都市ガス

(2686)オール電化(35)バルコニー(2112)エレベーター

(564)CATV(1741)CSアンテナ(571)BSアンテナ(890)インターネット使

用料無料(341)駐車場あり(135)バイク置き場あり(344)駐輪場あり

(1825)

451

104

総賃料[万円] 平均

㎡数

木造

RC

駅からの距離

[件数/総数]

5分以内

7分以内

71

116

構造

RC

25.7220/07

5年以内

1R

https://www.homes.co.jp/chintai/room/8500380cb15290f6073683863ce28afccb800a34/

https://www.homes.co.jp/chintai/room/45fa25ade2acb708b01840a8fb943901bf8325d5/

平米数

[件数/総数]
設備、条件など

新築

RC

木造

●最寄り駅、周辺の情報（練馬高野台駅）
間取り

[件数]

1R、1K

総数

構造

[件数/総数]

駅からの距離

[件数/総数]

築年数

[件数/総数]

平米数

[件数/総数]
設備、条件など

1195

-

6.3 6.3 3,000 1ヶ月 1ヶ月 1K 20/06 富士見台5分 16.66 16.66 〇

https://www.homes.co.jp/chintai/room/9474759bff5fb5ebc1a32a9baa82d4170c9263de/

https://www.homes.co.jp/chintai/room/1624cd1bd250435977043f8a9888a79d937616e8/

3,740 ＮＳＧＡＴＥ富士見台Ａ

木造

7.5 8.85 21.86 都市

3,962 グランドコート富士見台

6.5 6.7 4,000 無 1K -

1ヶ月 無 1R 4,222 高野台4丁目築浅デザイナーズマンション7.6 7.6 18 〇

7.6 8 15,000 無 無 1R 〇

都市https://www.homes.co.jp/chintai/room/8437c4c69514d7ec0eb9b629f42caa172d460262/

18.22 6.4 18.22 〇

都市 -

5.2 5.2 3,000 無 無 1R 3年 練馬高野台9分 9.83 9.83 5,595 グラード練馬高野台 https://www.homes.co.jp/chintai/room/37d8efb907a83a4a73f196d5adc618fb20af9051/5.5 5.5 9.83 木造 - 〇

5.9 5.9

18.05 18.05 3,712 ファーストハウス中野上鷺ノ宮 https://www.homes.co.jp/chintai/room/e2b4869ebed6dbdc4260758b07957c603a6e0858/6.7 6.7 18.05 木造6.3 6.3 4,000 1ヶ月 無 1R 3年 富士見台10分

〇

5.5 5.5 3,000 1ヶ月 無 1R 3年 練馬高野台10分 12.42 13.51 4,474 ファーストハウス富士見台 https://www.homes.co.jp/chintai/room/30dac2db47350f925d031b4d19800c933eb1d6f2/5.8 5.8 12.97

8.6 18.88

木造 都市 -

5.5 6 3,000 無 無 1R 3年 富士見台8分 11.41 15.58 4,483 アンジェ・ハウス　NUKUI https://www.homes.co.jp/chintai/room/bc9ba76dcbfb898657c24d420ce976db003c298b/5.8 6.3 13.5 木造 都市

1R 新築 富士見台8分 18.88 18.88 4,476 査定前RR 8.38.3 8.6 RC 都市

7.9 7.9 1R 新築 富士見台8分 16.11 16.11 4,904 査定前RR 7.9 7.9 16.11 RC 都市

7.3 16.11 RC 都市

8 8.6 1R 新築 富士見台8分 17.33 17.57 4,756 査定前RR 8 8.6 17.45

7.3 7.3 1R 新築 富士見台8分 16.11 16.11 4,531 査定結果RR 7.3

RC 都市

7.4 7.9 1R 新築 富士見台8分 17.33 17.57 4,384 査定結果RR 7.4 7.9 17.45 RC 都市

https://www.homes.co.jp/chintai/room/9474759bff5fb5ebc1a32a9baa82d4170c9263de/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/9474759bff5fb5ebc1a32a9baa82d4170c9263de/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/1624cd1bd250435977043f8a9888a79d937616e8/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/1624cd1bd250435977043f8a9888a79d937616e8/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/af27bbe076186cb8a1389cf913349af982fceb03/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/af27bbe076186cb8a1389cf913349af982fceb03/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/8437c4c69514d7ec0eb9b629f42caa172d460262/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/8437c4c69514d7ec0eb9b629f42caa172d460262/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/8500380cb15290f6073683863ce28afccb800a34/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/8500380cb15290f6073683863ce28afccb800a34/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/37d8efb907a83a4a73f196d5adc618fb20af9051/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/37d8efb907a83a4a73f196d5adc618fb20af9051/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/45fa25ade2acb708b01840a8fb943901bf8325d5/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/45fa25ade2acb708b01840a8fb943901bf8325d5/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/e2b4869ebed6dbdc4260758b07957c603a6e0858/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/e2b4869ebed6dbdc4260758b07957c603a6e0858/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/30dac2db47350f925d031b4d19800c933eb1d6f2/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/30dac2db47350f925d031b4d19800c933eb1d6f2/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/bc9ba76dcbfb898657c24d420ce976db003c298b/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/bc9ba76dcbfb898657c24d420ce976db003c298b/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/af27bbe076186cb8a1389cf913349af982fceb03/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/8500380cb15290f6073683863ce28afccb800a34/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/45fa25ade2acb708b01840a8fb943901bf8325d5/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/9474759bff5fb5ebc1a32a9baa82d4170c9263de/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/1624cd1bd250435977043f8a9888a79d937616e8/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/8437c4c69514d7ec0eb9b629f42caa172d460262/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/37d8efb907a83a4a73f196d5adc618fb20af9051/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/e2b4869ebed6dbdc4260758b07957c603a6e0858/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/30dac2db47350f925d031b4d19800c933eb1d6f2/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/bc9ba76dcbfb898657c24d420ce976db003c298b/


検索条件2 1R、1K　新築

6.3 6.3 3,000 1ヶ月 1ヶ月 1K 16.66

30.61 都市

都市

都市

7.5 8.85 21.86

18.72

-20/06 富士見台5分 16.66 16.66 3,962 グランドコート富士見台 https://www.homes.co.jp/chintai/room/1624cd1bd250435977043f8a9888a79d937616e8/6.6 6.6

築年数
駅から

の距離
物件名 URL

総賃料[万円] 平均

㎡数

平均平米

単価
ガス

下限 上限

㎡数

下限 上限上限 下限 上限

家賃[万円] 管理費[円]
敷金 礼金 間取り

下限

17.38

木造

鉄骨

木造

軽量鉄

8.9 8.9 27.74

ALC

3,208 M Stage 練馬高野台 https://www.homes.co.jp/chintai/room/6efd6c4167d9fdda8e1846b34dfb45e1c93765af/

3,740 ＮＳＧＡＴＥ富士見台Ａ https://www.homes.co.jp/chintai/room/9474759bff5fb5ebc1a32a9baa82d4170c9263de/

中村橋8分

2,976 仮）練馬区石神井町6丁目シャーメゾンhttps://www.homes.co.jp/chintai/room/49014e4467b095945c35160c215cb22da711377b/8.6 8.6 28.9

構造

8.1 8.1 5,000 1ヶ月 2ヶ月 1K 20/03 石神井公園6分

8 4,000 1ヶ月 1ヶ月 1K 20/12 中村橋6分

23.97

20.6

30.61 30.61 https://www.homes.co.jp/chintai/room/287ef23ec4caf29622f6678bb7f1626600e3ec0e/

鉄骨

都市

8.7 9.4 5,000 無 1ヶ月 1K 20/07 石神井公園7分 25.5 25.8 3,723 Ｐａｒｋ　Ａｍｏｕｒ石神井公園https://www.homes.co.jp/chintai/room/4391f2600efacfe24806da4aed4c4fbf2fc9df58/9.2 9.9 25.65

8

6.9 7.5 4,000 無 1ヶ月 1K 20/09 中村橋5分

1ヶ月 1ヶ月 1K 20/08 練馬高野台8分 27.74 27.74

7.2 8.55 3,000 1ヶ月 無 1R 20/07 富士見台1分 18 25.72

7.4 8.4 4,000 1ヶ月 1ヶ月 1R 20/11 中村橋12分

〇

〇

〇

2,744 アリエッタ 8.4 8.4

19.66 3,805 コルディアルマン貫井 https://www.homes.co.jp/chintai/room/d74021f9ccf53104ef9118a0765b4e5ce90f9139/7.8 8.8 21.82

-

木造 PL

28.9 28.9

都市 -

3,657 THE CITY 中村橋 https://www.homes.co.jp/chintai/room/69e618504a2adbd5ff2495e80230a2ebc7389c05/6.6 6.6 18.05

〇

〇

-

-

〇

木造 都市 〇

都市

2,589 ソレイユ イースト https://www.homes.co.jp/chintai/room/a2fe3c9ce491c3639c2901d0c8df8029caf99d2c/8.55 8.55 33.02

RC

15.07 17.47 4,302 Sincrease中村橋 https://www.homes.co.jp/chintai/room/af27bbe076186cb8a1389cf913349af982fceb03/6.9 7.1 16.27 木造6.5 6.7 4,000 1ヶ月 無 1K 19/12 中村橋7分

3,687 アートフォレスト中村橋 https://www.homes.co.jp/chintai/room/95e97dd33b5250c85903af00d63f5d893826a055/7.3 7.9 20.62 軽量鉄

都市 -6.3 6.3 3,000 1ヶ月 無 1R 20/03

20.63

8.2 8.2 3,500 1ヶ月 1ヶ月 1K 20/03 井荻12分 33.02 33.02

8.5 8.5 4,000

ネット

無料

https://www.homes.co.jp/chintai/room/49014e4467b095945c35160c215cb22da711377b/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/49014e4467b095945c35160c215cb22da711377b/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/287ef23ec4caf29622f6678bb7f1626600e3ec0e/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/287ef23ec4caf29622f6678bb7f1626600e3ec0e/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/d74021f9ccf53104ef9118a0765b4e5ce90f9139/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/d74021f9ccf53104ef9118a0765b4e5ce90f9139/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/95e97dd33b5250c85903af00d63f5d893826a055/
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https://www.homes.co.jp/chintai/room/4391f2600efacfe24806da4aed4c4fbf2fc9df58/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/4391f2600efacfe24806da4aed4c4fbf2fc9df58/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/9474759bff5fb5ebc1a32a9baa82d4170c9263de/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/9474759bff5fb5ebc1a32a9baa82d4170c9263de/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/1624cd1bd250435977043f8a9888a79d937616e8/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/1624cd1bd250435977043f8a9888a79d937616e8/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/a2fe3c9ce491c3639c2901d0c8df8029caf99d2c/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/a2fe3c9ce491c3639c2901d0c8df8029caf99d2c/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/69e618504a2adbd5ff2495e80230a2ebc7389c05/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/69e618504a2adbd5ff2495e80230a2ebc7389c05/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/af27bbe076186cb8a1389cf913349af982fceb03/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/af27bbe076186cb8a1389cf913349af982fceb03/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/1624cd1bd250435977043f8a9888a79d937616e8/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/6efd6c4167d9fdda8e1846b34dfb45e1c93765af/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/9474759bff5fb5ebc1a32a9baa82d4170c9263de/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/49014e4467b095945c35160c215cb22da711377b/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/287ef23ec4caf29622f6678bb7f1626600e3ec0e/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/4391f2600efacfe24806da4aed4c4fbf2fc9df58/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/d74021f9ccf53104ef9118a0765b4e5ce90f9139/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/69e618504a2adbd5ff2495e80230a2ebc7389c05/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/a2fe3c9ce491c3639c2901d0c8df8029caf99d2c/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/af27bbe076186cb8a1389cf913349af982fceb03/
https://www.homes.co.jp/chintai/room/95e97dd33b5250c85903af00d63f5d893826a055/


<調査前提供情報>


