
物件名 所在地 号室 間取り 家賃 ㎡ 共益費 町費等 敷金 礼金 駐車場 現状 広告料 KEY所在

300%

荒江1丁目21 現地

内訳相談

300%

荒江1丁目21 現地

内訳相談

物件名 所在地 号室 間取り 家賃 ㎡ 共益費 町費等 敷金 礼金 駐車場 現状 広告料 KEY所在

物件名 所在地 号室 間取り 家賃 ㎡ 共益費 町費等 敷金 礼金 駐車場 現状 広告料 KEY所在

物件名 所在地 号室 間取り 家賃 ㎡ 共益費 町費等 敷金 礼金 駐車場 現状 広告料 KEY所在

物件名 所在地 台数 間取り 家賃 ㎡ 共益費 町費等 敷金 礼金 プレート代 現状 広告料 KEY所在

　建物の契約更新は自動更新。 〒812-0064
福岡市東区松田3-20-7
TEL(092)627-1144　FAX(092)627-1146
担当：谷山・花岡
携帯：070-3136-1186

　退去時清掃費：21,600円（税込）

  保証会社：要（全保連・ｼﾞｪｲﾘｰｽ・オーロラ・他対応致します）

※上記は基本内容になります。諸条件お気軽にご相談下さい。

■     案内方法は現地キーボックスが基本です。  ■ ADを商品券に変更やフリーレント、ADとフリーレント相殺、短期契約等、諸条件はご相談下さい。
※契約内容関係 福岡不動産では、福岡市近郊でオーナーチェンジ１棟ビル、マンション・ビル用地買取案件を探しています。ご売

却を検討されているオーナー様、情報をお持ちの仲介業者様、お電話・FAX・メールにて、まずはご連絡くださ
い！正規手数料【 3％ + 6万円 】お支払い致します。

　退去予告：30日以上前。

　契約期間：２年契約(相談可）

福岡不動産　賃貸詳細

即 諸条件、短期契約等ご相談下さいませ。- 0 0 2 0 １台
1000円

駐車場

宗像地区
備考

駐車場 大隈酒店駐車場 東福間3-14 3 - 4,320

なし 即 150% 現地
バス・トイレ別、フローリング、二人入居可、給湯、温水洗浄便器、独立洗面台、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターフォン、クローゼット

※※ 　家賃相談可　　フリーレント可　※※　他何でもお聞き下さい　※※
35,000 53.19㎡ 3,000 実費 0 0貸家 武蔵戸建て 武蔵5-8-3 - 2DK

貸家
筑紫野市武蔵

備考

即 150% 現地
ロフト付、バストイレ別、洗面台、エアコン、室内洗濯機置場、モニタ付きドアホン、脱衣所有り、ガスコンロ設置可

※※ 　家賃相談可　　フリーレント可　※※　他何でもお聞き下さい　※※
21.00㎡ 3,000 600 0 0 4,320アパート

フレンドリー
Ⅰ

多々良2-44-9 202 1K 32,000

なし 即 100% 現地
バストイレ別、独立洗面台、エアコン、室内洗濯機置場、モニタ付きドアホン、脱衣所有り、ガスコンロ設置可

※※ 　家賃相談可　　フリーレント可　※※　他何でもお聞き下さい　※※
39,000 25.09㎡ 1,000 200 0 1アパート

リブレア
福工大前

和白東3-19-8 102 1K

150%
相談可

現地
バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ガスコンロ設置可

※※ 　家賃相談可　　フリーレント可　※※　他何でもお聞き下さい　※※

福岡市東区
備考

3,000 700 0 1 なし 即アパート ウイング板付 西月隈3-23-4 102 2LDK 39,000 44.71㎡

福岡市博多区
備考

即
空調・照明・トイレ・キッチン・給湯・エレベーター・1フロア・24時間セキュリティ（国際警備保障）

フリーレント6ケ月・荒江四つ角バス停徒歩1分・法人には嬉しい福岡銀行、西日本シティ銀行徒歩2分・荒江郵便局徒歩4分

日当たり良好（三面採光）

貸アパート・マンション

65.64㎡ 20,000 実費 3 0 なし事務所 メイト3ビル 4階 ワンフロア1室 160,000

実費 3 0 なし 申込中

空調・照明・トイレ・キッチン・給湯・エレベーター・1フロア・24時間セキュリティ（国際警備保障）

フリーレント6ケ月・荒江四つ角バス停徒歩1分・法人には嬉しい福岡銀行、西日本シティ銀行徒歩2分・荒江郵便局徒歩4分

日当たり良好（三面採光）

城南区
備考

事務所 メイト3ビル 3階 ワンフロア1室 160,000 65.64㎡ 20,000

事務所

諸条件についてはお気軽にご相談下さい。 　　　　賃貸仲介事業部

2018年6月14日



物件名 所在地 号室 間取り 家賃 ㎡ 共益費 町費等 敷金 礼金 駐車場 現状 広告料 KEY所在

200%
正門町5-36 現地

内訳相談

物件名 所在地 号室 間取り 家賃 ㎡ 共益費 町費等 敷金 礼金 駐車場 現状 広告料 KEY所在

物件名 所在地 号室 間取り 家賃 ㎡ 共益費 町費等 敷金 礼金 駐車場 現状 広告料 KEY所在

物件名 所在地 台数 間取り 家賃 ㎡ 共益費 町費等 敷金 礼金 プレート代 現状 広告料 KEY所在

　建物の契約更新は自動更新。 〒812-0064
福岡市東区松田3-20-7
TEL(092)627-1144　FAX(092)627-1146
担当：谷山・花岡
携帯：070-3136-1186

　退去時清掃費：21,600円（税込）

  保証会社：要（全保連・ｼﾞｪｲﾘｰｽ・オーロラ・他対応致します）

※上記は基本内容になります。諸条件お気軽にご相談下さい。

福岡不動産　賃貸詳細

■     案内方法は現地キーボックスが基本です。  ■ ADを商品券に変更やフリーレント、ADとフリーレント相殺、短期契約等、諸条件はご相談下さい。
※契約内容関係 福岡不動産では、福岡市近郊でオーナーチェンジ１棟ビル、マンション・ビル用地買取案件を探しています。ご売却

を検討されているオーナー様、情報をお持ちの仲介業者様、お電話・FAX・メールにて、まずはご連絡ください！正
規手数料【 3％ + 6万円 】お支払い致します。

　退去予告：30日以上前。

　契約期間：２年契約（相談可）

１台
1000円 即 諸条件、短期契約等ご相談下さいませ。4,320 - 0 0 2 0

エアコン・給湯器・グリル付ガスコンロ（3点、新品設置）・バストイレ別・浴槽・シャワー・洗面台・室内洗濯機置場・クローゼット・眺望
初期費用を抑えて、新生活を応援。

駐車場

宗像地区
備考

駐車場 大隈酒店駐車場 東福間3-14 3 -

0 0 相談 相談 100% 現地

備考

マンション 優花ハイツ 正門町5-36 202 1K 20,000 20.28㎡ - 実費

相談 200% 現地
オートロック・宅配ボックス・バストイレ別・モニターホン・ガスキッチン・インターネット無料・室内洗濯機置場・独立洗面台・温水洗浄便座・屋外収納

屋外ウッドデッキ　AD相談可

遠賀郡芦屋町

35㎡ 3,000 実費 0 0 ありマンショ
ン REGIS南丘 南丘2-4-19 103 1LDK 49,000

0 あり 相談 200% 現地
オートロック・宅配ボックス・バストイレ別・モニターホン・ガスキッチン・インターネット無料・室内洗濯機置場・独立洗面台・温水洗浄便座・屋外収納

AD相談可
1LDK 44,000 35㎡ 3,000 実費 0

貸アパート・マンション
北九州市小倉北区

備考

マンション REGIS南丘 南丘2-4-19
403
201
202

2 0 相談
空調・照明・スケルトン渡し
フリーレント相談可・自衛隊前バス停徒歩1分　

備考

事務所 正門町テナント 1 1室 40,000 36.04 - 実費

諸条件についてはお気軽にご相談下さい。
　　　　賃貸仲介事業部

2018年6月14日
博多区

事務所
遠賀郡芦屋町


