別表

番号 物件名

1

2

3

4

Ａ

B

Ｃ

D

表示内容
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩５分）
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目
■賃料：５０，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２３．４０㎡
■種別：分譲賃貸 ■建築年月日：２００２年１月
■入居日：即入居可
■美野島商店街まで600M。博多駅も徒歩圏内です
よ。広いお部屋をお探しの方お見逃し無く。バストイレ
別でこの家賃。
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩５分
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前３
■賃料：５万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２３．４㎡
■種別：マンション ■築年月：２００２年１月
■入居：即
■管理人日勤
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩５分）
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目
■賃料：３７，０００円 ■共益費（管理費）：３，０００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２０．２３㎡
■種別：分譲賃貸 ■建築年月日：１９９６年１２月
■入居日：即入居可
■博多駅まで徒歩５分の好立地。人気の分譲賃貸で
す。角部屋で２面採光の明るい室内。使いやすい間
取りです
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩５分
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南１
■賃料：３．７万円 ■共益費・管理費：３０００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２０．２３㎡
■種別：マンション ■築年月：１９９６年１２月
■入居：即
■博多駅まで徒歩７分の好立地。人気の分譲賃貸で
す。
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩１０分）
■所在地：福岡県福岡市博多区冷泉町
■賃料：４５，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２０．００㎡
■種別：マンション ■建築年月日：１９９８年１０月
■入居日：即入居可
■女性に人気のお部屋が空きました上部収納もある
からお部屋もスッキリ。日当たりも良好です。
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩１０分
■所在地：福岡県福岡市博多区冷泉町
■賃料：４．５万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２０㎡
■種別：マンション ■築年月：１９９８年１０月
■入居：即
■２口ガスコンロ付
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩１０分）
■所在地：福岡県福岡市博多区住吉５丁目
■賃料：４０，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：１９．６６㎡
■種別：マンション ■建築年月日：１９９２年１月
■入居日：即入居可
■エントランスの中に駐輪場あります。分譲賃貸マン
ション。角部屋防犯カメラ付き。一人暮らしデビューに
是非どうぞ。
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩１０分
■所在地：福岡県福岡市博多区住吉５
■賃料：４万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：１９．６６㎡
■種別：マンション ■築年月：１９９２年１月
■入居：即

物件コード（お問合せ番号） サイト 広告掲載期間（平成２９年） 追番

0001-4000317859-0051 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

40003178590051

1

他社サイト ３月２９日～４月１２日

2

0001-4000015941-0045 ミニミニ ４月２３日～５月１１日

3

40000159410045

他社サイト ３月２９日～４月１２日

4

0001-4000296642-0068 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

5

40002966420068

他社サイト ３月２９日～４月１２日

３月２５日～４月８日

0001-4000011089-0032 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

40000110890032

他社サイト ３月２９日～４月１２日

6

7

8

5

6

7

8

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩８分）
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目
■賃料：３５，０００円 ■共益費（管理費）：２，５００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２５．８１㎡
■種別：マンション ■建築年月日：１９８９年３月
■入居日：即入居可
■正面が公園です！！環境良好♪独立洗面台付い
てます。
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩８分
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前４
■賃料：３．５万円 ■共益費・管理費：２５００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２５．８１㎡
■種別：マンション ■築年月：１９８９年３月
■入居：即
■正面が公園です！！環境良好♪
■沿線・駅：福岡市箱崎線 呉服町駅（徒歩６分）
■所在地：福岡県福岡市博多区大博町
■賃料：４５，０００円 ■共益費（管理費）：３，０００円
■敷金：－ ■礼金：１．０ヶ月
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．４８㎡
■種別：マンション ■建築年月日：２００２年３月
■入居日：即入居可
■大型のキッチンは料理好きにはたまらない♪便利
なカウンター付き自転車で天神・博多ラクラク♪人気
の分譲賃貸です！！
■沿線・駅：地下鉄箱崎線／呉服町駅 歩６分
■所在地：福岡県福岡市博多区大博町
■賃料：４．５万円 ■共益費・管理費：３０００円
■敷金：－ ■礼金：４．５万円
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．４８㎡
■種別：マンション ■築年月：２００２年３月
■入居：即
■大型のキッチンは料理好きにはたまらない♪便利
なカウンター付き
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩７分）
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目
■賃料：４５，０００円 ■共益費（管理費）：３，０００円
■敷金：－ ■礼金：１．０ヶ月
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２１．３５㎡
■種別：マンション ■建築年月日：２００１年３月
■入居日：即入居可
■博多駅前で交通・生活便利。人気シリーズです。内
装落ち着いた感じに仕上がってます。２口ガスコンロ
付。
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩７分
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前３
■賃料：４．５万円 ■共益費・管理費：３０００円
■敷金：－ ■礼金：４．５万円
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２１．３５㎡
■種別：マンション ■築年月：２００１年３月
■入居：即
■２口ガスコンロ付
■沿線・駅：福岡市空港線 祇園駅（徒歩５分）
■所在地：福岡県福岡市博多区冷泉町
■賃料：４５，０００円 ■共益費（管理費）：３，５００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２２．０４㎡
■種別：マンション ■建築年月日：２００２年３月
■入居日：即入居可
■山笠もベランダから見えちゃう、祇園駅も近くて便
利です。敷金礼金ゼロの物件なので初期費用を抑え
られます。
■沿線・駅：地下鉄空港線／祇園駅 歩５分
■所在地：福岡県福岡市博多区冷泉町
■賃料：４．５万円 ■共益費・管理費：３５００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２２．０４㎡
■種別：マンション ■築年月：２００２年３月
■入居：即
■インターネット無料

0001-4000003250-0016 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

40000032500016

9

他社サイト ３月２９日～４月１２日

10

0001-4000299511-0046 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

11

40002995110046

他社サイト ３月２９日～４月１２日

12

0001-4000022488-0053 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

13

40000224880053

他社サイト ３月２９日～４月１２日

14

0001-4000287558-0072 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

15

40002875580072

他社サイト ３月２９日～４月１２日

16

9

10

Ｉ

Ｋ

■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩１５分）
■所在地：福岡県福岡市博多区住吉２丁目
■賃料：３７，０００円 ■共益費（管理費）：３，０００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：１９．４４㎡
■種別：マンション ■建築年月日：１９９０年８月
■入居日：即入居可
■敷金・礼金ゼロなので、入居費用も抑えられ、入居
しやすいです。キャナルシティ博多が近くにあり、買物
に遊びに便利です。
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩１５分
■所在地：福岡県福岡市博多区住吉２
■賃料：３．７万円 ■共益費・管理費：３０００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：１９．４４㎡
■種別：マンション ■築年月：１９９０年８月
■入居：即
■敷金礼金ゼロ・分譲賃貸・バストイレ別
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩１０分）
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目
■賃料：３５，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：１８．５１㎡
■種別：マンション ■建築年月日：１９８９年１０月
■入居日：即入居可
■バストイレセパレートタイプ。初めての一人暮らし最
適★コンビニ・スーパー徒歩圏内。博多駅まで一直
線。
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩１０分
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前４
■賃料：３．５万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：１８．５１㎡
■種別：マンション ■築年月：１９８９年１０月
■入居：即
■博多駅まで近いですよ。学生にオススメ
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩２２分）
■所在地：福岡県福岡市博多区石城町
■賃料：３５，０００円 ■共益費（管理費）：３，２００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２０．４７㎡
■種別：マンション ■建築年月日：１９９１年３月
■入居日：即入居可
■敷金礼金ゼロの物件で、初期費用を抑えられま
す。ローソン目の前、吉野家も近くにあり、周辺環境
整ってます。

11

12

Ｌ

Ｍ

■交通機関：鹿児島本線 博多駅（徒歩２２分）
■所在地：福岡県福岡市博多区石城町
■賃料：３５，０００円 ■共益費（管理費）：３，２００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２０．４７㎡
■種別：マンション ■築年月：１９９１年３月
■入居日：即入居可
■敷金礼金ゼロの物件で、初期費用を抑えられま
す。
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩２２分
■所在地：福岡県福岡市博多区石城町
■賃料：３．５万円 ■共益費・管理費：３２００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２０．４７㎡
■種別：マンション ■築年月：１９９１年３月
■入居：即
■分譲賃貸・敷金礼金ゼロ
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩４分）
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目
■賃料：４０，０００円 ■共益費（管理費）：２，３００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２０．４７㎡
■種別：分譲賃貸 ■建築年月日：１９９８年１月
■入居日：即入居可
■人気の分譲マンション。オートロック・独立洗面台付
き博多駅まで徒歩４分の好立地。大きなクローゼット
が魅力的。

0001-4000001832-0025 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

40000018320025

17

他社サイト ３月２９日～４月１２日

18

0001-4000001898-0027 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

19

40000018980027

他社サイト ３月２９日～４月１２日

20

0001-4000300728-0030 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

21

0001-4000300728-0030

４月１４日～５月１１日

22

他社サイト ３月２９日～４月１２日

23

0001-4000027599-0014 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

24

40003007280030

ミニミニガールズ

12

13

14

15

16

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩４分
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南１
■賃料：４万円 ■共益費・管理費：２３００円
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２０．４７㎡
■種別：マンション ■築年月：１９９８年１月
■入居：即
■人気の分譲マンション。オートロック・独立洗面台付
き
■沿線・駅：福岡市箱崎線 呉服町駅（徒歩３分）
■所在地：福岡県福岡市博多区中呉服町
■賃料：５０，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２２．９６㎡
■種別：マンション ■建築年月日：２００８年３月
■入居日：即入居可
■地下鉄最寄り駅すぐで通勤通学等のアクセスに便
利です。二口ガスコンロ付のキッチンで持込不要で
す。
■沿線・駅：地下鉄箱崎線／呉服町駅 歩３分
■所在地：福岡県福岡市博多区中呉服町
■賃料：５万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２２．９６㎡
■種別：マンション ■築年月：２００８年３月
■入居：即
■地下鉄最寄り駅すぐで通勤通学等のアクセスに便
利です。
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩１５分）
■所在地：福岡県福岡市博多区美野島２丁目
■賃料：４５，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．９２㎡
■種別：マンション ■建築年月日：２０００年３月
■入居日：即入居可
■独立洗面台ある間取りです。敷金、礼金ゼロのお
部屋です。都市ガスで光熱費が抑えられます。博多
駅まで徒歩圏内です。
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩１５分
■所在地：福岡県福岡市博多区美野島２
■賃料：４．５万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．９２㎡
■種別：マンション ■築年月：２０００年３月
■入居：即
■独立洗面台ある間取りです。敷金、礼金ゼロのお
部屋です。
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩２４分）
■所在地：福岡県福岡市博多区神屋町
■賃料：５０，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：１．０ヶ月
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．９５㎡
■種別：マンション ■建築年月日：２００６年１０月
■入居日：即入居可
■敷金ゼロの独立洗面台のあるマンションです。地下
鉄最寄り駅徒歩圏内でアクセスに便利です。
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩２４分
■所在地：福岡県福岡市博多区神屋町
■賃料：５万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：－ ■礼金：５万円
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．９５㎡
■種別：マンション ■築年月：２００６年１０月
■入居：即
■Ｔポイント貯まります。敷金礼金ゼロの独立洗面台
のあるマンションです。
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩２３分）
■所在地：福岡県福岡市博多区下呉服町
■賃料：４５，０００円 ■共益費（管理費）：２，５００円
■敷金：－ ■礼金：１．５ヶ月
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．８９㎡
■種別：マンション ■建築年月日：２００２年９月
■入居日：即入居可
■人気分譲マンションの独立キッチン！上部収納もつ
いてます。交通アクセス良好エリア★博多駅、天神ど
ちらもＯＫ☆

40000275990014

他社サイト ３月２９日～４月１２日

３月２５日～４月８日

0001-4010464040-0042 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

40104640400042

25

26

他社サイト ３月２９日～４月１２日

27

0001-4000027649-0027 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

28

40000276490027

他社サイト ３月２９日～４月１２日

29

0001-4000326047-0060 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

30

40003260470060

他社サイト ３月２９日～４月１２日

31

0001-4010513198-0026 ミニミニ ４月１４日～５月１１日
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■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩２３分
■所在地：福岡県福岡市博多区下呉服町
■賃料：４．５万円 ■共益費・管理費：２５００円
■敷金：－ ■礼金：６．７５万円
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．８９㎡
■種別：マンション ■築年月：２００２年９月
■入居：即
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩５分）
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目
■賃料：５３，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．８０㎡
■種別：分譲賃貸 ■建築年月日：２００４年１０月
■入居日：即入居可
■大人気の分譲賃貸マンション♪明るい通り沿いに
面しており、博多駅まで徒歩５分の好立地。
■交通機関：鹿児島本線 博多駅（徒歩５分）
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目
■賃料：５３，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．８０㎡
■種別：分譲賃貸 ■築年月：２００４年１０月
■入居日：即入居可
■大人気の分譲賃貸マンション♪
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩５分
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東１
■賃料：５．３万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．８㎡
■種別：マンション ■築年月：２００４年１０月
■入居：即
■初期費用分割可能です
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩８分）
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目
■賃料：５３，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．９５㎡
■種別：分譲賃貸 ■建築年月日：２００５年７月
■入居日：即入居可
■人気の分譲マンション。全室角部屋の出窓付き。浴
室乾燥機＆ウォシュレット付で、設備も充実。
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩８分
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東３
■賃料：５．３万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：－ ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．９５㎡
■種別：マンション ■築年月：２００５年７月
■入居：即
■初期費用分割可能です
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩１０分）
■所在地：福岡県福岡市博多区住吉３丁目
■賃料：５０，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：１．０ヶ月
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．９１㎡
■種別：マンション ■建築年月日：２００８年２月
■入居日：即入居可
■ウォシュレットにシャンプードレッサー。嬉しい設備
が充実。博多と天神の中間地点。どちらに行くにも便
利な立地。
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩１０分
■所在地：福岡県福岡市博多区住吉３
■賃料：５万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：－ ■礼金：５万円
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．９１㎡
■種別：マンション ■築年月：２００８年２月
■入居：即
■築浅の分譲シリーズ。
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩１５分）
■所在地：福岡県福岡市博多区上川端町
■賃料：５０，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：１．０ヶ月
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．９４㎡
■種別：マンション ■建築年月日：２００５年３月
■入居日：即入居可
■人気の中洲。情緒ある上川端です。遊びと仕事の
アクセスに便利フローリングが清潔感があって印象良
しです。キッチンも広めです

40105131980026

他社サイト ３月２９日～４月１２日
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0001-4000320302-0038 ミニミニ ４月１４日～５月１１日
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0001-4000320302-0038

４月２３日～５月１１日

35

他社サイト ３月２９日～４月１２日

36

0001-4000285212-0036 ミニミニ ４月２３日～５月１１日

37

40003203020038

40002852120036

ミニミニガールズ

他社サイト ３月２９日～４月１２日
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0001-4000438177-0032 ミニミニ ４月２３日～５月１１日

39

40004381770032

他社サイト ３月２９日～４月１２日

40

0001-4000301194-0023 ミニミニ ４月２３日～５月１１日
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■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩１５分
■所在地：福岡県福岡市博多区上川端町
■賃料：５万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：－ ■礼金：５万円
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．９４㎡
■種別：マンション ■築年月：２００５年３月
■入居：即
■人気の中洲。情緒ある上川端です。遊びと仕事の
アクセスに便利
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩７分）
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目
■賃料：３６，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：－ ■礼金：１．０ヶ月
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２１．００㎡
■種別：マンション ■建築年月日：２０００年１２月
■入居日：即入居可
■全戸角部屋です★隠せるキッチンは忙しいアナタ
にピッタリ！人気の分譲賃貸マンション！駅も近く交
通アクセス良好です♪
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩７分
■所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前４
■賃料：３．６万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：－ ■礼金：３．６万円
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２１㎡
■種別：マンション ■築年月：２０００年１２月
■入居：即
■沿線・駅：鹿児島本線 博多駅（徒歩１０分）
■所在地：福岡県福岡市博多区御供所町
■賃料：４０，０００円 ■共益費（管理費）：－
■敷金：１．０ヶ月 ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：１８．６０㎡
■種別：マンション ■建築年月日：１９９６年３月
■入居日：即入居可
■おしゃれな外観☆しかも都心部♪人気のピュアシ
リーズ☆キッチン周り・洗濯機置き場、全て扉で隠せ
てスッキリ！！
■沿線・駅：JR鹿児島本線／博多駅 歩１０分
■所在地：福岡県福岡市博多区御供所町
■賃料：４万円 ■共益費・管理費：－
■敷金：４万円 ■礼金：－
■間取り：１Ｋ ■専有面積：１８．６㎡
■種別：マンション ■築年月：１９９６年３月
■入居：即
■おしゃれな外観☆しかも都心部♪人気のピュアシ
リーズ☆
■沿線・駅：福岡市空港線 祇園駅（徒歩２分）
■所在地：福岡県福岡市博多区祇園町
■賃料：４５，０００円 ■共益費（管理費）：６，０００円
■敷金：－ ■礼金：１．０ヶ月
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．００㎡
■種別：マンション ■建築年月日：１９８５年２月
■入居日：即入居可
■プチリノベーション分譲賃貸物件、博多駅まで徒歩
圏内浴室乾燥機、独立洗面台、モニタ付きインターホ
ン

23

Ｙ

■交通機関：福岡市空港線 祇園駅（徒歩２分）
■所在地：福岡県福岡市博多区祇園町
■賃料：４５，０００円 ■共益費（管理費）：６，０００円
■敷金：－ ■礼金：１．０ヶ月
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４．００㎡
■種別：マンション ■築年月：１９８５年２月
■入居日：即入居可
■プチリノベーション分譲賃貸物件、博多駅まで徒歩
圏内
■沿線・駅：地下鉄空港線／祇園駅 歩２分
■所在地：福岡県福岡市博多区祇園町
■賃料：４．５万円 ■共益費・管理費：６０００円
■敷金：－ ■礼金：４．５万円
■間取り：１Ｋ ■専有面積：２４㎡
■種別：マンション ■築年月：１９８５年２月
■入居：即
■プチリノベーション分譲賃貸物件、博多駅まで徒歩
圏内

40003011940023

他社サイト ３月２９日～４月１２日
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0001-4000285962-0023 ミニミニ ４月２３日～５月１１日
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40002859620023

他社サイト ３月２９日～４月１２日
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0001-4000287655-0054 ミニミニ ４月２３日～５月１１日

45

40002876550054

他社サイト ３月２９日～４月１２日
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0001-4010538364-0016 ミニミニ ４月１４日～５月１１日

47

0001-4010538364-0016

４月１４日～５月１１日

48

他社サイト ３月２９日～４月１２日

49

40105383640016

ミニミニガールズ

