
HOME'S トップ  賃貸  賃貸マンション  関東  東京都  東京23区  豊島区  ウェストパークタワー池袋 28階/2810

賃貸マンション（物件番号：3701106-0050650）、物件詳細ページ。【HOME'S/ホームズ】
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最近見た物件

0
お気に入り

0
保存した条件
/新着メール

印刷する

洋室 リビング バスルーム トイレ キッチン

火災保険要加入、手数料ゼロ、フリーレント火災保険要加入、手数料ゼロ、フリーレント1ヶ月ヶ月

この物件のパノラマ画像　この物件のパノラマ画像　 パノラマ画像の閲覧には最新のAdobe Flash Player（無料）が必要です

空室を確認したい、物件を見たい、詳しい情報を知りたい、など・・・空室を確認したい、物件を見たい、詳しい情報を知りたい、など・・・

画像をクリックすると、右の画像が切り替わります

外観 間取り

居間 キッチン

風呂 その他

次の6枚

 

外観外観 1/30枚

賃貸マンション

27.5万円万円  ( 12,000円 ) 2ヶ月 / 無 - / -

ＪＲ山手線 池袋駅 徒歩3分
東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩12分
通勤・通学駅までの経路・所要時間を調べ

る

東京都豊島区西池袋3
丁目

地図を見る

2006年12月 ( 築7年 ) 北東 67.14m² -

2LDK ( 洋室 5帖(28階) 洋室 6.4帖(28階) リビングダイニングキッチン 15.6帖(28階)
)

取扱い不動産会社：
ハウスコム株式会社 池袋西口店

ウェストパークタワー池袋ウェストパークタワー池袋ウェストパークタワー池袋ウェストパークタワー池袋  28階階 /281028階階 /2810

登録日： 2013/09/23  有効期限： 2013/10/26  （あと5日日）

HOME'S
総掲載物件数No.1！日本最大級の不動産・住宅情報サイト 日経トレンディネット調べ（2013.7.26掲載

）

電話で相談 最近見た物件お気に入り 保存した条件
ゲストさん

ログインログイン
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この物件を取扱う会社がこの物件を取扱う会社が 4 社あります。社あります。

HOME'Sでは、主要項目が同一の物件を1つにまとめて表示しています。詳しくはこちら

新築 2階以上の物件 南向き 駐車場あり オートロック エアコン

バス・トイレ別 追い焚き フローリング ペット相談可

空室を確認したい、物件を見たい、詳しい情報を知りたい、など・・・空室を確認したい、物件を見たい、詳しい情報を知りたい、など・・・

この物件を取扱う会社がこの物件を取扱う会社が 4 社あります。社あります。
 

この物件のこだわりこの物件のこだわり /設備・条件設備・条件

この物件のこだわり

条件 二人入居可

キッチン/バス・トイレ システムキッチン、給湯、専用バス、専用トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面
台、室内洗濯機置場

設備・サービス オートロック、TVモニタ付インターホン、宅配ボックス、エアコン、床暖房、都市ガス、フローリング、バルコニー、エレベーター、タイル貼り、CATV、CSア
ンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、駐車場あり、駐輪場あり

その他 ウォークインクローゼット、タワーマンション、即入居可

備考 火災保険要加入、手数料ゼロ、フリーレント1ヶ月

営業スタッフコメント営業スタッフコメント

遠藤啓介

ハウスコム株式会社ハウスコム株式会社  池袋西口店池袋西口店

こんにちは。ハウスコム池袋西口店の遠藤と申します。
池袋駅周辺のオススメのタワーマンションです。
1階にはフロントサービスやダブルオートロック機能など設備充実です。
是非一度ご覧くださいませ。

取扱い不動産会社取扱い不動産会社

ハウスコム株式会社ハウスコム株式会社  池袋西口店池袋西口店  会社情報

東京都豊島区西池袋１丁目１９－６　松長ビル２階

[営業時間] 10:00～18:30 [定休日] 定休日：水曜日

電話で問合せ電話で問合せ電話で問合せ電話で問合せ

物件詳細情報物件詳細情報

建物構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 所在階 / 階数 28階 / 32階建 (地下2階)

駐車場 空有 39,900円(税込) 総戸数 -

保証会社 - 住宅保険 要

現況 空家 引渡し 即時

HOME'S物件番号 3701106-0050650 取引態様 仲介

不動産用語

【【1】電話をかける（携帯・】電話をかける（携帯・PHS可）可）

0 0 3 7 - 6 3 3 - 0 5 7 9 6

【【2】音声案内に従い】音声案内に従い6桁の数字を入力桁の数字を入力

お問合せ番号 8 3 9 0 4 1

不動産会社につながります不動産会社につながります

不動産会社のスタッフと

直接電話で話せます。
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光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません 【HOME'S物件番号】 3701106-0050650 【自社管理番号】 3-11320021-2810

不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。 こちらからお問合せください。

空室を確認したい、物件を見たい、詳しい情報を知りたい、など・・・空室を確認したい、物件を見たい、詳しい情報を知りたい、など・・・

HOME'Sは不動産物件情報精度は不動産物件情報精度No.1を目指していきます　を目指していきます　 物件情報に誤りがある場合はコチラからご連絡ください

各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります

同じ建物の他の物件　同じ建物の他の物件　42件

32階階  / 3207

91.82m² / 3LDK
38.5万円万円

32階階  / -

91.82m² / 2LDK
38.5万円万円

32階階  / -

103.3m² / 3LDK
38万円万円

32階階  / -

91.8m² / 2LDK
38.5万円万円

31階階  / 3105

125.47m² / 3LDK
45.5万円万円

 1 一覧を見る

27.5万円万円
ＪＲ山手線 池袋駅 …

67.14m²
2LDK

物件詳細を見る

賃貸マンション

賃貸マンション  1K・徒歩18分

ＪＲ山手線

「池袋池袋」駅

6.9万円万円
敷金なし

礼金なし

光ファイバー

CATV

賃貸マンション  1K・徒歩2分

東京メトロ副都心線

「雑司が谷雑司が谷」駅

8.95万円万円
新築

角部屋

エアコン

システムキッチン

賃貸マンション  3LDK・徒歩13分

ＪＲ山手線

「池袋池袋」駅

13万円万円
角部屋

光ファイバー

エアコン

エレベーター

賃貸マンション  1K・徒歩9分

ＪＲ山手線

「池袋池袋」駅

12.3万円万円
新築

角部屋

追い焚き

光ファイバー

ハウスコム株式会社ハウスコム株式会社  池袋西口店池袋西口店

他の取扱い物件他の取扱い物件

池袋駅 ＪＲ山手線 豊島区 東京都

物件を再検索する物件を再検索する
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池袋駅 ＪＲ山手線 豊島区 東京都

賃貸マンション（物件番号：3701106-0050650）の物件詳細ページ。【HOME'S/ホームズ】賃貸[賃貸マンション・アパート]・賃貸住宅の情報・部屋賃貸マンション（物件番号：3701106-0050650）の物件詳細ページ。【HOME'S/ホームズ】賃貸[賃貸マンション・アパート]・賃貸住宅の情報・部屋
探し。人気のテーマやフリーワード検索など、日本最大級の物件数から様々な方法でご希望の部屋を簡単に探せる賃貸情報サイトです。賃貸マンシ探し。人気のテーマやフリーワード検索など、日本最大級の物件数から様々な方法でご希望の部屋を簡単に探せる賃貸情報サイトです。賃貸マンシ

ョン（物件番号：3701106-0050650）は、メールか電話でお問合せが可能です（無料）。賃貸の検索・部屋探しなら、賃貸情報が満載の不動産・ョン（物件番号：3701106-0050650）は、メールか電話でお問合せが可能です（無料）。賃貸の検索・部屋探しなら、賃貸情報が満載の不動産・
住宅情報サイト【HOME'S/ホームズ】住宅情報サイト【HOME'S/ホームズ】

北海道 (札幌市) 青森 岩手 宮城 (仙台市) 秋田 山形 福島北海道・東北

東京 (東京23区) 神奈川 (横浜市・川崎市・相模原市) 埼玉 (さいたま市)
千葉 (千葉市) 茨城 栃木 群馬

関東

新潟 (新潟市) 富山 石川 福井 山梨 長野北陸・甲信越

愛知 (名古屋市) 岐阜 静岡 (静岡市・浜松市) 三重東海

大阪 (堺市・大阪市) 兵庫 (神戸市) 京都 (京都市) 滋賀 奈良 和歌山近畿

鳥取 島根 岡山 (岡山市) 広島 (広島市) 山口 徳島 香川 愛媛 高知中国・四国

福岡 (福岡市・北九州市) 佐賀 長崎 熊本 (熊本市) 大分 宮崎 鹿児島

沖縄

九州・沖縄

不動産・住宅 マンション 一戸建て リフォーム

注文住宅 売却査定・マンション 売却査定・戸建

不動産投資 老人ホーム 保険 引越し アドバイザー

キーワード検索 不動産用語集 ローンシミュレーター

家賃相場

サービスサービス

賃貸 賃貸マンション アパート 賃貸一戸建て

新築マンション 中古マンション 新築一戸建て

中古一戸建て 土地 貸土地 月極駐車場 貸店舗

店舗 貸事務所 事務所 貸倉庫・貸工場

倉庫・工場 その他(賃貸) その他

物件の種類物件の種類

京都×賃貸  札幌×賃貸  大阪×賃貸  大阪市×賃貸  東京×マンション  東京×賃貸  東京×不動産  福岡×賃貸  名古屋×賃貸  タワーマンション

デザイナーズマンション  ペット可  リノベーション  ワンルーム  一人暮らし  高級賃貸  二世帯住宅  敷金礼金なし  保証人不要  太陽光発電 もっと見
る

HOME'Sとは サイトマップ ご意見・ご要望 掲載物件に関するお問合せ サービス利用規約 免責事項 個人情報について

HOME'Sに掲載する スタッフ募集 運営会社について

Copyright © NEXT Co.,Ltd. All Rights Reserved.
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