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イエタン池袋 検索

〒170-0013 豊島区東池袋1-41-6（菊邑91ビル3F）
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ネットNo.
FQ52300

■所在／板橋区東坂下１丁目
■交通／都営三田線
            「志村坂上」駅徒歩8分 
■土地／81.91㎡(24.77坪)
■建物／86.52㎡(26.17坪)
■間取／2LDK+S（納戸）
■構造／木造3階建
■建築／2011年6月
■設備／都市ガス・公営水道・
            本下水〈媒介〉

板橋区東坂下１丁目
万円志村坂上4,180都営

三田線

◆カースペース（一台分）付き！
◆ＬＤＫは広 １々６．６帖！
   ３面窓からの明るい陽射しが
   降り注ぐリビングです
◆TVモニター付きインターホン設置済み
◆複層ガラス

17
一戸建

ネットNo.
FQ63677

■所在／北区赤羽南１丁目
■交通／JR埼京線「赤羽」駅徒歩4分 
■専有／60.03㎡(18.15坪)■バルコニー／7.44㎡
■構造／RC造15階建13階部分
■間取／2LDK■建築／2012年10月
■管理員／日勤■管理費／月額11,300円
■修繕積立金／月額6,010円
■その他／月額1,458円〈媒介〉

ザ・パークハウス赤羽イーストウィング

12
マンション

万円赤羽 5,780JR埼京線
ネットNo.
FP22517

■所在／豊島区池袋３丁目
■交通／JR山手線「池袋」駅徒歩10分
■専有／82.50㎡（24.95坪）
■ルーフバルコニー／20.46㎡
■構造／S造3階建■間取／3ＬＤＫ
■建築／2003年4月
■管理員／巡回■管理費／月額17,300円
■修繕積立金／月額12,400円〈媒介〉

セボン池袋

11
マンション

万円池袋 5,480JR山手線
ネットNo.
FN25940

■所在／豊島区池袋１丁目
■交通／JR山手線「池袋」駅徒歩10分
■専有／63.38㎡（19.17坪）
■バルコニー／5.33㎡
■構造／ＳＲＣ造10階建8階部分
■間取／2ＬＤＫ■建築／2002年3月
■管理員／日勤
■管理費／月額11,700円
■修繕積立金／月額15,390円〈媒介〉

ユニーブル池袋  リ・ノヴァス

09
マンション

万円池袋 4,780JR山手線
ネットNo.
FQ05859

■所在／豊島区駒込２丁目
■交通／JR山手線「駒込」駅徒歩3分
■専有／51.91㎡（15.7坪）
■バルコニー／6.68㎡
■構造／ＳＲＣ13階建12階部分
■間取／2ＬＤＫ■建築／2000年11月
■管理員／日勤
■管理費／月額12,900円
■修繕積立金／月額11,600円〈媒介〉

デュオ駒込

08
マンション

万円駒込 4,580JR山手線

ネットNo.
FQ20513

■所在／北区浮間３丁目
■交通／JR埼京線「北赤羽」駅徒歩9分
■専有／66.34㎡（20.06坪）
■バルコニー／8.63㎡
■構造／ＲＣ7階建5階部分■間取／3ＬＤＫ
■建築／2010年12月■管理員／日勤
■管理費／月額12,470円
■修繕積立金／月額9,250円〈媒介〉

アイディーコート北赤羽リバーフロント

02
マンション

万円北赤羽 3,400JR埼京線

ネットNo.
FQ19665

■所在／豊島区千早２丁目
■交通／東京メトロ有楽町線「千川」駅徒歩5分
■土地／49.25㎡（14.89坪）
■建物／98.77㎡（29.87坪）
■間取／4ＬＤＫ
■構造／木造3階建
■建築／1999年3月
■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉

豊島区千早２丁目
万円千川 5,380東京メトロ

有楽町線18
一戸建

ネットNo.
FP10689

■所在／北区滝野川２丁目
■交通／JR京浜東北線「王子」駅徒歩11分
■土地／269.70㎡（81.58坪）
■建物／268.18㎡（81.12坪）
■構造／木造3階建
■建築／2008年10月
■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉

北区滝野川２丁目
万円王子16,400JR京浜東北線23

アパート

ネットNo.
FP69359

北区赤羽南１丁目
万円赤羽11,800JR京浜東北線19

一戸建

ネットNo.
FQ86608

北区西ケ原４丁目
万円西ヶ原 6,880東京メトロ

南北線21
土地

ネットNo.
FP94301

北区神谷２丁目【新築一戸建】
万円王子神谷3,380東京メトロ

南北線14
一戸建

ネットNo.
FR04375

板橋区蓮沼町
万円本蓮沼 3,980都営

三田線15
一戸建

ネットNo.
FN37061

豊島区千早３丁目
万円千川 29,800東京メトロ

有楽町線20
一戸建

ネットNo.
FP94298

豊島区東池袋５丁目【新築一戸建】
万円大塚 3,990JR山手線16

一戸建

ネットNo.
FH97038

豊島区駒込１丁目
万円駒込 20,000JR山手線24

ビル

ネットNo.
FR20323

アイ・タワー

01
マンション

万円浮間舟渡3,380JR埼京線
ネットNo.
FQ97796

ウィルローズ田端

06
マンション

万円田端 4,280JR山手線

ネットNo.
FP83667

常盤台ガーデンソサエティ

13
マンション

万円ときわ台 5,780東武
東上線

ネットNo.
FR41352

朝日プラザ東池袋

03
マンション

万円大塚 3,700JR山手線

ネットNo.
FN47622

グランドメゾン池袋

07
マンション

万円池袋 4,580JR山手線
ネットNo.
FQ87340

ザ・パークハウス駒込フレシア

10
マンション

万円駒込 5,480JR山手線

ネットNo.
FO87534

ＢＥＬＩＳＴＡ板橋浮間舟渡

04
マンション

万円浮間舟渡3,980JR埼京線
ネットNo.
FR27690

クレストフォルム板橋仲宿

05
マンション

万円板橋本町 4,100都営
三田線

ネットNo.
FP94326

練馬区桜台３丁目
万円氷川台11,800東京メトロ

有楽町線22
アパート
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■所在／板橋区舟渡１丁目
■交通／JR埼京線「浮間舟渡」駅徒歩1分
■専有／57.45㎡(17.37坪)
■バルコニー／8.32㎡
■構造／RC造30階(地下1階)建16階部分
■間取／2LDK■建築／2002年7月
■管理員／常勤■管理費／月額14,600円
■修繕積立金／月額9,760円〈媒介〉

■所在／豊島区東池袋２丁目
■交通／JR山手線「大塚」駅徒歩6分
■専有／51.39㎡（15.54坪）
■バルコニー／15.31㎡
■構造／SRC造11階建8階部分
■間取／2ＬＤＫ
■建築／1985年3月
■管理員／常勤
■管理費／月額8,720円
■修繕積立金／月額12,630円
■トランクルーム／月額290円〈媒介〉

◆JR山手線・東京メトロ副都心線・丸ノ内線
　「池袋」駅徒歩9分
◆最上階角部屋 ◆オートロック 
◆TVモニター付インターホン

■所在／豊島区池袋２丁目
■交通／JR山手線「池袋」駅徒歩9分
■専有／67.78㎡（20.50坪）
■ルーフバルコニー／24.4㎡
■構造／RC造7階建7階部分
■間取／3ＬＤＫ
■建築／1982年4月
■管理員／日勤
■管理費／月額13,299円
■修繕積立金／月額13,950円〈媒介〉 
    

■所在／板橋区舟渡１丁目
■交通／JR埼京線「浮間舟渡」駅徒歩6分
■専有／75.27㎡(22.76坪)
■バルコニー／12.20㎡
■構造／RC造7階建4階部分
■間取／3LDK■建築／2011年2月
■管理員／日勤
■管理費／月額12,050円
■修繕積立金／月額8,890円
■その他／月額972円〈媒介〉

■所在／板橋区仲宿
■交通／都営三田線「板橋本町」駅徒歩6分 
■専有／61.32㎡(18.54坪)
■バルコニー／4.20㎡
■構造／SRC造13階建8階部分
■間取／3LDK■建築／2002年9月
■管理員／巡回
■管理費／月額11,000円
■修繕積立金／月額12,000円〈媒介〉

◆2016年4月リノベーション工事済
◆対面式オープンカウンタキッチン
◆床暖房（LD）
◆間口約8.6ｍのワイドスパン住戸
◆8階部分・眺望良好
◆ペット飼育可（細則有り）

◆2011年2月築 ◆ペット飼育可（細則有り）
◆南向きバルコニーなので採光良好です
◆ＴＶモニター付きオートロック設置

■所在／北区中里３丁目
■交通／JR山手線「駒込」駅徒歩10分 
■専有／65.29㎡(19.75坪)■バルコニー／11.70㎡
■構造／RC造5階建2階部分
■間取／3LDK■建築／2011年7月
■管理員／巡回■管理費／月額16,590円
■修繕積立金／月額12,410円
■その他／月額2,322円〈媒介〉

◆三菱地所レジデンス旧分譲の
   パークハウスシリーズ

■所在／北区田端新町２丁目
■交通／JR山手線「田端」駅徒歩8分 
■専有／50.72㎡(15.34坪)■バルコニー／6.08㎡
■構造／RC造9階建4階部分
■間取／1LDK■建築／2017年7月
■管理員／日勤■管理費／月額12,270円
■修繕積立金／月額6,090円
■その他／月額1,488円〈媒介〉

◆4駅5路線利用可能 ◆角部屋
◆ディスポーザー・床暖房付
◆TVモニター付オートロック
◆宅配ボックス ◆バリアフリー設計
◆２４時間セキュリティシステムを導入

■所在／板橋区前野町２丁目
■交通／東武東上線「ときわ台」駅徒歩8分
■専有／74.83㎡(22.63坪)■バルコニー／15.96㎡
■構造／SRC造18階建15階部分
■間取／3LDK■建築／2009年1月
■管理員／常勤■管理費／月額9,300円
■修繕積立金／月額8,601円
■その他／月額2,322円〈媒介〉

■所在／北区神谷２丁目
■交通／東京メトロ南北線「王子神谷」駅徒歩13分
■土地／37.41㎡(11.31坪)
■建物／56.02㎡(16.94坪)
■間取／2LDK
■構造／木造3階建
■完成予定／2019年3月
■建築確認番号／第18UDI1W建08853号
■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉

◆２０１９年３月完成予定の
   新築戸建物件です
◆南道路に約7.8m接道◆複層ガラス

■所在／板橋区蓮沼町
■交通／都営三田線
            「本蓮沼」駅徒歩6分
■土地／79.20㎡(23.95坪)
■建物／95.22㎡(28.80坪)
■間取／5LDK
■構造／木造2階建
■建築／1993年10月
■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉

◆都営三田線「本蓮沼」駅徒歩6分 ◆駐車スペース有

■所在／豊島区東池袋５丁目
■交通／JR山手線「大塚」駅徒歩9分 
■土地／29.84㎡(9.02坪)
■建物／47.61㎡(14.40坪)
■間取／1LDK+S（納戸）
■構造／木造3階建■建築／2019年1月
■建築確認番号／第I8UDI1W建05716号
■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉

◆2019年1月建築予定
◆JR山手線「大塚」駅徒歩9分
　東京メトロ有楽町線「東池袋」駅徒歩9分
　東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅徒歩7分
　JR山手線「池袋」駅徒歩18分

◆標準仕様設備
   玄関ドアカードキーシステム・
   洗面化粧台・ペアガラス防火窓・
   デザインユニットバス・
   システムキッチン等

◆15階部分 ◆南向き ◆日当り・眺望良好！ 
◆富士山、スカイツリーなど望め、
   開放感溢れる眺望を楽しめます！

■所在／北区赤羽南１丁目
■交通／JR京浜東北線「赤羽」駅徒歩5分 
■土地／123.54㎡(37.37坪)
■建物／128.04㎡(38.73坪)
■間取／5DK
■構造／木造2階建
■建築／1999年6月
■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉

◆敷地面積123.04㎡、
   建物面積128.04㎡の大型一戸建
◆カースペース2台付きです！

◆東側幅員約7.8m公道に接道
◆洋室7.8帖×2室、8.7帖、15.4帖
　ゆとりのある洋室の広さが魅力です

■所在／北区西ケ原４丁目
■交通／東京メトロ南北線「西ヶ原」駅徒歩9分
■土地／103.16㎡(31.20坪)
■地目／宅地
■用途／第一種中高層住居専用地域
■建ぺい率／60%
■容積率／160%
■設備／都市ガス・公営水道・本下水
■接道／公道 南東3.7m
■現況／古家有〈媒介〉

◆お好みの条件で建築できます
◆南北線「西ヶ原」駅徒歩9分
◆南東側公道に約8.1m接道

■所在／豊島区千早３丁目
■交通／東京メトロ有楽町線「千川」駅徒歩6分 
■土地／360.08㎡(108.92坪)
■建物／241.21㎡(72.96坪)
■間取／4LDK■構造／木造2階(地下1階)建
■建築／1985年10月
■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉

◆東京メトロ有楽町線・副都心線「千川」駅
　徒歩6分 ◆角地 ◆南道路
◆土地・建物面積200㎡以上
◆ＬＤＫ17.8帖 ◆8帖以上の居室
◆駐車場2台以上

■所在／豊島区駒込１丁目
■交通／JR山手線「駒込」駅徒歩4分 
■土地／78.54㎡(23.75坪)
■建物／345.37㎡(104.47坪)
■構造／RC造6階建
■建築／1977年12月
■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉
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■所在／練馬区桜台３丁目
■交通／東京メトロ有楽町線「氷川台」駅徒歩5分 
■土地／165.29㎡(50.00坪)
■建物／187.14㎡(56.60坪)
■構造／木造2階建
■建築／2012年9月
■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉

◆オーナーチェンジ物件 
◆月額447,000円にて賃貸中
   （1LDK×4戸 ※満室稼働中※） 
◆表面利回り約4.54% 
◆2012年9月ミサワホーム㈱施工

◆複数路線利用可
◆全室空室
◆自宅兼共同住宅、社員寮、
　投資用等でご検討ください

1F 3F

2F RF

1F

2F

3F

◆JR埼京線「北赤羽」駅徒歩9分
◆複数路線利用可
◆ＬＤＫ14.5帖 ◆ペット飼育可（細則有り）
◆２０１０年建築 ◆アウトフレーム工法
◆TVモニター付インターホンオートロック

◆「池袋」駅徒歩10分
◆2002年2月築◆8階南西角部屋
◆不在時の荷物受け取りに便利な宅配ボックス設置
◆ＴＶモニター付きインターホン＆オートロック設置
◆プライバシーが保たれるホテルライクな内廊下設計
◆空部屋・即入居可

◎2018年9月内装リフォーム実施済
（キッチン・浴室・洗面台・トイレ・網戸交換／
フローリング・壁紙・天井クロス張替　等）

◎2015年1月内装リフォーム実施済
　（ユニットバス・システムキッチン・
　 洗面化粧台・トイレ・給湯器交換）
◎2016年12月内装リフォーム実施済
　（フローリング全室クロス張替・建具交換）

◆都心への軽快なアクセスを実現する好立地
◆13階建12階部分 ◆全居室南向きの採光
◆駅徒歩３分 ◆空室・即入居可 
◆ＴＶモニター付きオートロック

◆82.50㎡、メゾネットタイプ ◆大型ルーフバルコニー付
◆大通りから離れた閑静な住宅街
◆３面採光、1４．８帖のＬＤＫ
◆ペット飼育可（細則有り）

◎2018年5月：全室壁クロス張替え、
給湯器交換

◆駅徒歩5分 ◆2駅2路線利用可
◆駐車スペース有
◆TVモニター付インターホン
◆幅員6.3mの公道に面す

2F

1F

3F

◆JR埼京線「浮間舟渡」駅徒歩1分
   駅と公園を徒歩1分圏内に押さえた新都市生活へ
◆２００２年７月築 ◆エントランスにはオートロック設置済み
◆２４時間管理人常駐のセキュリティ体制
◆２４時間ゴミ出し可能 ◆ペット飼育可（細則あり）
◆宅配ボックス設置
◆日々 の暮らしをサポートするフロントサービスを導入

◆ウォークインクローゼット2箇所、収納豊富
◆床暖房・食洗機等設備充実
◆総戸数182戸の大規模マンション

◆2017年７月築の
   築浅マンション
◆デザイン性の
   高い共用部分

◆2011年7月建築
◆床暖房・食洗機付 設備充実
◆ペット飼育可（細則有）
◆高台の住宅地に立地

◆ゲストルーム・パーティルーム等、共用施設充実
◆ペット飼育可（細則有り）
◆ディスポーザー・床暖房等設備充実
◆総戸数419戸の大規模マンション

◎2013年１１月室内リノベーション済
（全室クロス・フローリング張替、
 新規床暖房設置、キッチン・バス・洗面台・
 全建具交換、玄関に防犯カメラ設置 等）

◆埼京線・京浜東北線「赤羽」駅徒歩4分 
◆ペット飼育可（細則有り）

◆床暖房・食洗機付 ◆水周りクリーニング済

◆都営三田線
　「志村三丁目」駅も
　利用可（徒歩10分）

◆JR山手線「大塚」駅徒歩6分 
　JR埼京線「池袋」駅徒歩14分 
　東京メトロ有楽町線「東池袋」駅徒歩9分

◆トランクルーム付のお部屋です♪
　（2.04㎡／月額290円）


