
住む子ちゃん通信
１０ 2019

June
Vol.001
Ｆｒｅｅ

■敷金・礼金ゼロキャンペーン物件

住 所：下関市上条町１-４７

TEL：０８３-２３４-１３００
営業時間：９：００ １８：００

定休日：日曜・祝日

賃 貸

仲 介

売 買

管 理

お部屋探しは

今月の特集は・・・

■ファミリータイプ特集

広告有効期限 11月5日迄

３６０°パノラマＶＲ内見が出来るようになりました♪
ＱＲコードをかざせば、臨場感あふれる立体感のある映像をその場で体感することができます♪

是非ご覧下さい♪

■家具家電付き特集







耐震等級３・省令準耐火

当社★売主

売 買 物 件 情 報

～新築建売・分譲地情報～

家事動線やオシャレにこだわった建売住宅です

中古マンション情報

の
家
★

売買物件情報



売 買 物 件 情 報

新築★建売
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初期費用を抑えたお得な条件の物件を集めてみました！！

敷金・礼金ゼロキャンペーン☆
新生活応援♪

魅力たっぷりなお得物件！！お見逃しなく！！

～住まいが替われば人生が変わる 明るい未来のお手伝い～

住所：〒750-0027 山口県下関市上条町1-47

一般社団法人　山口県宅地建物取引業協会　山口県知事免許(4)第3002号

昭和57年創業 信頼と実績

定休日：日曜･祝日
https://www.uehara-f.com/
写真付きで物件多数掲載中♪

※掲載物件は2019年10月現在の情報です。新着物件はインターネットでCHECK!!

ご紹介＆リピーター特典でＱＵＯカードをＧＥＴしよう！！

賃貸*

3,000円の　　
　ＱＵＯカード

プレゼント！！

●紹介されたお客様がご成約で、紹介して頂いたお客様とお友達に・・・
●以前当社でご契約されたお客様が、今回も当社で物件を決めて頂くと・
・・

３ＤＫ 長府高場町4-1貸家 O号室

家賃 円５０，０００

◆敷金/  

●敷金礼金ゼロ★駐車場付きの戸建
て物件★浜浦台の住宅街で静かな環
境♪旧市内・長府方面へのアクセス
良好♪

面積/ ㎡72.78間取/洋6 和6 DK8 洋4.5
構造/木造2階建

下関市長府高場町4-1 長府駅より徒歩

取引態様:仲介

◆礼金/  
共益費/込

築年月/昭和63年 7月
NET/引き込み必要（有料）

67分

J-COM/―

長府高場町

Ｖ
Ｒ
内
覧

２ＤＫ メゾン向井町 2号室

家賃 円３０，０００

◆敷金/  

●メゾネットタイプの2DK★マルシ
ョク・セブンイレブン徒歩圏内で日
々のお買い物も安心♪バス停まで徒
歩１分で駅まで楽々お出かけ★

面積/ ㎡46間取/DK7.5 和6 和6
構造/木造2階建

下関市彦島向井町2丁目10-28 下関駅より徒歩

取引態様:代理

◆礼金/  
共益費/込

築年月/昭和53年 3月
NET/引き込み必要（有料）

53分

J-COM/―

彦島向井町

Ｖ
Ｒ
内
覧

３ＤＫ 館コーポ 102号室

家賃 円４５，０００

◆敷金/  

●★新生活応援★敷金・礼金ゼロキ
ャンペーン実施中!!大好きなペット
と暮らせる物件です（犬・猫OK！
礼金2ヶ月プラス）♪

面積/ ㎡50間取/洋6 洋5 和6 DK7.5
構造/鉄筋コンクリート造2階建

下関市勝谷新町2丁目7-38 新下関駅より徒歩

取引態様:代理

◆礼金/  
共益費/込

築年月/昭和54年 1月
NET/無

40分

J-COM/導入有（有料）

勝谷新町

Ｖ
Ｒ
内
覧

１ＬＤＫ マーメイドフラット 202号室

家賃 円４９，０００

◆敷金/  

●日当たり良好★海が見えるアパー
ト♪便利なキーレス電子錠・対面キ
ッチン・追焚機能が人気です♪

面積/ ㎡34.99間取/洋6 LDK10
構造/木造2階建

下関市筋川町5-8 下関駅より徒歩

取引態様:貸主

◆礼金/  
共益費/3,000円

築年月/平成20年12月
NET/無料ＮＴＴ光インターネット（有線）

23分

J-COM/―

筋川町

Ｖ
Ｒ
内
覧

２ＤＫ ブルーハイツ 408号室

家賃 円４６，０００

◆敷金/  

●★ゆったりしたバスルーム・温水洗浄便座
・独立洗面台設置で水回り充実★毎日のお料
理にも嬉しい広々流し台＆キッチン♪エレベ
ーター付マンションです★

面積/ ㎡39.09間取/和6 洋4.5 DK6
構造/鉄筋コンクリート造6階建

下関市西大坪町3-12 下関駅より徒歩

取引態様:貸主

◆礼金/  
共益費/3,000円

築年月/昭和48年 3月
NET/NTT光マンションタイプ導入物件（有料）

25分

J-COM/導入有（有料）

西大坪町

Ｖ
Ｒ
内
覧

２Ｋ 向野ビル 301号室

家賃 円３２，０００

◆敷金/  

●下関駅まで徒歩5分の好立地！グ
リーンモール通りすぐ！敷金・礼金
ゼロ！！

面積/ ㎡46間取/和6 洋6.15 K2.5
構造/鉄筋コンクリート造5階建

下関市竹崎町2丁目4-13 下関駅より徒歩

取引態様:代理

◆礼金/  
共益費/込

築年月/昭和46年 2月
NET/引き込み必要（有料）

6分

J-COM/―

竹崎町

Ｖ
Ｒ
内
覧

３ＤＫ 下関コープビル 803号室

家賃 円４３，０００

◆敷金/  

●★リノベーション中★ お手頃お家
賃な３DK★下関駅まで徒歩4分★グ
リーンモール内のエレベーター付マ
ンション♪

面積/ ㎡53.02間取/和6 和6 和6 DK6
構造/鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根葺12階建

下関市竹崎町2丁目2-8 下関駅より徒歩

取引態様:代理

◆礼金/  
共益費/込

築年月/昭和47年 1月
NET/引き込み必要（有料）

4分

J-COM/―

竹崎町

Ｖ
Ｒ
内
覧
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家具家電付き

嬉しい家具家電付き♪

いますぐ新生活をスタートさせたい方へ

本誌掲載物件以外にも多数の物件がございます。詳しくはWEBで https://www.uehara-f.com/URL

宝町賃料：２６，０００円
共益費： 円3,000

敷金/なし

面積/ ㎡19.8

第2祥光マンション
ＪＲ山陽本線 幡生駅から徒歩25分

2019年5月室内リフォーム済！家電付ワンルーム♪下関市立大学近く
★セブンイレブンまで徒歩10分ゆめマートまで徒歩12分でお買い物も
安心♪

駐車場/付近有り

構造/鉄骨造3階建

築年月/91年3月(28年)

１Ｒ

円5000

間取/洋7

☆★敷金礼金ゼロ★☆冷蔵庫・洗濯機・一口IHクッキングヒーター・モニターホン
付♪J-COM in my room導入物件で学生さんにもオススメです★

ＱＲコード
礼金/なし

幸町賃料：３２，０００円
共益費： 円3,000

敷金/なし

面積/ ㎡21.75

レディースMOA
ＪＲ山陽本線 下関駅から徒歩39分

敷金礼金なし♪嬉しい設備付物件♪毎月のお家賃お手頃＆引
っ越し準備もラクラク★幸町公園・マックスバリュー近く★

駐車場/付近有り

構造/鉄筋コンクリート造4階建

築年月/91年1月(28年)

１Ｒ

円9000

間取/洋8

冷蔵庫・2口ガスコンロ・洗濯機(共同)・ベッド・照明付♪ユニットバスで
すが、窓付きでゆったりサイズです!!日当たり良好♪男性もOK!!

ＱＲコード
礼金/なし

東向
山町

賃料：２８，０００円
共益費： 円2,000

敷金/なし

面積/ ㎡19.8

コーポ東向山
ＪＲ山陽本線 幡生駅から徒歩26分

東駅バス停まで徒歩5分!!月額2,000円でインター
ネット使い放題♪家電付の1Kアパート★

駐車場/付近有り

構造/鉄骨造　陸屋根葺2階建

築年月/88年1月(31年)

１Ｋ

円6000

間取/洋6 K3

☆★敷金礼金ゼロ★☆エアコン・２ドア冷蔵庫・全自動洗濯機・一口ガ
スコンロ付き♪収納もありで梅光学院大学学生にオススメです★

ＱＲコード
礼金/なし

垢田
町

賃料：２３，０００円
共益費： 円3,000

敷金/なし

面積/ ㎡19.87

ハイツ山の田
ＪＲ山陽本線 幡生駅から徒歩22分

★家電付きで賃料お手頃な単身用アパート★インターネットWi-Fi使い
放題で学生さんにもオススメ♪(300Mbps/LTE回線の約4倍！！)

駐車場/付近有り

構造/木造　スレート葺2階建

築年月/91年3月(28年)

１Ｋ

円5000

間取/洋6 K3

敷金・礼金ゼロで初期費用もお得★洗濯機・冷蔵庫・温水洗浄
便座・エアコン等設備付で新生活も楽々スタートできます♪

ＱＲコード
礼金/なし

上新
地町

賃料：３５，０００円
共益費：ﾅｼ

敷金/35,000円

面積/ ㎡35.06

上新地町2丁目3-6貸家

ＪＲ山陽本線 下関駅から徒歩17分

桜山小近くの住宅地☆ 静かな住環境♪ 下関駅徒歩圏内☆ 冷蔵庫、
洗濯機、電子レンジ、ガスコンロ、24型TV、エアコン、テーブル、ベッド
付！！

駐車場/付近有り

構造/木造1階建

築年月/60年1月(59年)

２Ｋ

円10000

間取/和6 K2 洋4.5

家具・家電付ですぐに生活を始められます☆ お手頃賃料でオス
スメ！！

ＱＲコード
礼金/35,000円

お引越し費用を抑えたい方へ
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☆ファミリー特集☆

家族が笑顔になれる家♪

スーパー・学校等近くの物件

この他にも多数物件をご用意しております。お気軽にお問い合わせ下さい。 https://www.uehara-f.com/

綾羅木
本町

賃料：７５，０００円
共益費： 円2,000

敷金/75,000円

面積/ ㎡86

ガーデンクレール
ＪＲ山陰本線 綾羅木駅から徒歩5分

リノベーション物件★綾羅木ファミリータイプ★ハローデイ・綾羅木駅近
くで生活至便♪ゆめシティへのアクセスも良好♪約86平米の広々空間
♪ペット飼育可能です♪(敷金・礼金1ヶ月分プラス)

駐車場/有り

構造/鉄筋コンクリート造2階建

築年月/86年12月(32年)

４ＬＤＫ

円3000

間取/洋9 洋8 洋6 和8 LDK9

4LDKの広々間取♪追焚自動お湯張機能あり☆シャンプードレッサー☆ウォシュレットトイレ☆シ
ューズボックス・大型クローゼット・壁一面押入など収納たっぷりです♪

ＱＲコード
礼金/75,000円

大坪
本町

賃料：５３，０００円
共益費： 円2,000

敷金/53,000円

面積/ ㎡59.27

メゾンマーシャル
ＪＲ山陽本線 幡生駅から徒歩20分

H30年3月外装リフォーム済み！！日当り良好★国道191号線すぐ!!☆
もち吉＆ゲオの裏☆北バイパスや彦島道路近くの好立地♪

駐車場/有り

構造/鉄骨造3階建

築年月/86年4月(33年)

３ＬＤＫ

円3000

間取/和6 和6 洋6 LDK9

ゆったり3LDK♪キッチン広め★毎月のお家賃お得です♪

ＱＲコード
礼金/53,000円

長府東
侍町

賃料：５５，０００円
共益費： 円2,000

敷金/なし

面積/ ㎡76.59

富国アパート
ＪＲ山陽本線 長府駅から徒歩39分

★ファミリー向けのリノベーション済アパート★各部屋が独立した3LDK
でお子様も満足★南向きの広々バルコニーで日当たり良好♪駐車場も
複数台相談可能♪

駐車場/有り

構造/鉄筋コンクリート造4階建

築年月/76年6月(43年)

３ＬＤＫ

円5000

間取/和4.5 和6 洋7.5 LDK13

☆★敷金・礼金・手数料ゼロ★☆ゆったりとした間取りで収納もあります♪各部
屋に窓がありどこでも明るい★NTT光マンションタイプ・J-COM 導入済み♪

ＱＲコード
礼金/なし

武久西
原台

賃料：６３，０００円
共益費： 円4,000

敷金/なし

面積/ ㎡64.8

タウンズメッセⅡ
ＪＲ山陽本線 幡生駅から徒歩13分

リノベーション中♪全面クロス・フローリング張替中！エレベーター付きマ
ンション♪北バイパスにも近くて交通の便も良好★全室ＬＥＤ照明・エア
コン１台・温水洗浄便座設置済♪

駐車場/有り

構造/鉄筋コンクリート造5階建

築年月/99年3月(20年)

３ＬＤＫ

円5000

間取/和6 洋5 洋5 LDK13

☆★敷金ゼロ・礼金1ヶ月★☆当社貸主につき手数料ゼロ！！各部屋に窓があ
り日当たり良好♪小・中学校も徒歩１０分程度でお子様の通学も安心♪

ＱＲコード
礼金/63,000円

一の
宮町

賃料：４５，０００円
共益費： 円2,000

敷金/なし

面積/ ㎡53.69

メゾンドロワール
ＪＲ山陽本線 新下関駅から徒歩5分

外装リニューアル！お洒落な外観に生まれ変わりました♪新下関駅徒
歩５分☆H31.３月リノベーション完了で室内キレイです☆キッチンカウン
ターのあるＬＤＫ☆収納たっぷり☆

駐車場/有り

構造/鉄筋コンクリート造4階建

築年月/75年8月(44年)

２ＬＤＫ

円3000

間取/和4.5 洋6 LDK10

温水洗浄便座あり☆駐車場空あり☆J-COM ｉｎ-ｍｙ-ｒｏｏｍ
導入物件♪12メガｗｉ-ｆｉ無料☆

ＱＲコード
礼金/45,000円

集めてみました！
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間取 コメント賃料 敷金 礼金物件名町名 号室 共益費 駐車場 駐車料 形態 引渡時期

シービュー満珠前田１ＤＫ 国道9号線沿い★敷⾦1ヶ⽉(敷引１ヶ⽉)  礼⾦なし  エレベーター付マンション★４１，０００ 1 ―４０７ ５，０００ 有り ４，０００ 媒介 要相談
プロートン泰平唐⼾町１ＤＫ 唐⼾バス停のすぐ近く 市役所＆サンリブ＆唐⼾市場近く♪⽣活便利で⽴地良好です☆５０，０００ ― 1４０５ ２，０００ 無し 仲介 即入居可能

ニューフラワーハイツ上新地町１ＤＫ 下関駅徒歩15分圏内♪下関医療センター近くでバス停まで徒歩４分♪４２，０００ ― ―３０６ ２，０００ 有り ７，０００ 仲介 即入居可能

ブルーハイツ⻄⼤坪町１ＤＫ ★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦・⼿数料ゼロ・さらにフリーレント1ヶ⽉!!キャンペーン実施中☆３８，０００ ― ―１０１ ３，０００ 有り ４，０００ 貸主 指定時期

ブルーハイツ⻄⼤坪町１ＤＫ
★ゆったりしたバスルーム・温⽔洗浄便座・独⽴洗⾯台設置で⽔回り充実★毎⽇のお料理にも嬉しい広々流
し台＆キッチン♪エレベーター付マンションです★３８，０００ ― ―５０３ ３，０００ 有り ４，０００ 貸主 即入居可能

ポートハイツ岬之町岬之町１ＤＫ
リノベーション物件★エレベーター・オートロック付マンション☆便利なキーレス電⼦錠、宅配ボックスあ
り★４２，０００ 1 1５０２ ５，０００ 付近有り ８，０００ 代理 即入居可能

ハイツ山の田垢田町１Ｋ
★家電付きで賃料お⼿頃な単⾝⽤アパート★インターネットWi-Fi使い放題で学⽣さんにもオススメ♪(300
Mbps/LTE回線の約4倍  )２３，０００ ― ―１０１ ３，０００ 付近有り ５，０００ 代理 即入居可能

ハイツ山の田垢田町１Ｋ
★家電付きで賃料お⼿頃な単⾝⽤アパート★インターネットWi-Fi使い放題で学⽣さんにもオススメ♪(300
Mbps/LTE回線の約4倍  )２３，０００ ― ―１０３ ３，０００ 付近有り ５，０００ 代理 即入居可能

ハイツ山の田垢田町１Ｋ
★家電付きで賃料お⼿頃な単⾝⽤アパート★インターネットWi-Fi使い放題で学⽣さんにもオススメ♪(300
Mbps/LTE回線の約4倍  )２３，０００ ― ―１０６ ３，０００ 付近有り ５，０００ 代理 即入居可能

ハイツ山の田垢田町１Ｋ
★家電付きで賃料お⼿頃な単⾝⽤アパート★インターネットWi-Fi使い放題で学⽣さんにもオススメ♪(300
Mbps/LTE回線の約4倍  )２３，０００ ― ―１０７ ３，０００ 付近有り ５，０００ 代理 即入居可能

ハイツ山の田垢田町１Ｋ
★家電付きで賃料お⼿頃な単⾝⽤ロフト付きアパート★インターネットWi-Fi使い放題で学⽣さんにもオス
スメ♪(300Mbps/LTE回線の約4倍  )２６，０００ ― ―２０２ ３，０００ 付近有り ５，０００ 代理 即入居可能

ハイツ山の田垢田町１Ｋ
★家電付きで賃料お⼿頃な単⾝⽤ロフト付きアパート★インターネットWi-Fi使い放題で学⽣さんにもオス
スメ♪(300Mbps/LTE回線の約4倍  )２６，０００ ― ―２０８ ３，０００ 付近有り ５，０００ 代理 即入居可能

ニシビル中之町１Ｋ ⼈気の唐⼾ｴﾘｱ!⽣活便利な場所☆市役所徒歩5分!ｶﾓﾝﾜｰﾌ徒歩3分!!３３，０００ 1 ―５６ ２，０００ 有り １０，０００ 代理 即入居可能

ハイツサングリーン⻑崎町１Ｋ エアコン付☆敷⾦礼⾦お得!!下関駅まで徒歩14分!!ゆったりキッチンが魅⼒☆３０，０００ ― 1２０２ ２，０００ 有り ６，０００ 代理 即入居可能

桜山ハイツ上新地町１Ｋ 平坦地で買い物便利 下関駅徒歩圏内 ２０１９.７⽉リフォーム済  壁クロス全て貼替済み♪２８，０００ 1 1Ｉ－１０３ １，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

ツインパレス東⼤和町１Ｋ
★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中!!嬉しい家電設備付★洗濯機・冷蔵庫・電⼦レンジ・テ
ーブル・カーテン・ラグ等（選べます）３６，０００ ― ―３０１ ４，０００ 付近有り １０，０００ 代理 指定時期

ツインパレス東⼤和町１Ｋ
★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中!!嬉しい家電設備付★洗濯機・冷蔵庫・電⼦レンジ・テ
ーブル・カーテン・ラグ等（選べます）３９，０００ ― ―６０６ ４，０００ 付近有り １０，０００ 代理 即入居可能

パレーシャルＡ安岡町１Ｋ ★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中!!２５，０００ ― ―１０１ 付近有り ４，０００ 代理 即入居可能

パレーシャルＡ安岡町１Ｋ ★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中!!２５，０００ ― ―１０２ 付近有り ４，０００ 代理 指定時期

パレーシャルＡ安岡町１Ｋ ★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中!!２５，０００ ― ―１０５ 付近有り ４，０００ 代理 即入居可能

パレーシャルＡ安岡町１Ｋ ★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中!!２５，０００ ― ―２０７ 付近有り ４，０００ 代理 即入居可能

セゾン・ド・みによん竹崎町１Ｋ グリーンモール裏 下関駅徒歩６分☆鉄筋コンクリート造・バストイレ別☆敷地内駐⾞場空き有☆３３，０００ 1 1３０３ 有り １０，０００ 代理 即入居可能

セゾン・ド・みによん竹崎町１Ｋ グリーンモール裏 下関駅徒歩６分☆鉄筋コンクリート造・バストイレ別☆敷地内駐⾞場空き有☆３３，０００ 1 1４０５ 有り １０，０００ 代理 指定時期

セジュール三峰⻑府⼋幡町１Ｋ 全⼾南向き♪H23年外装塗替済☆照明器具も付いています ３２，０００ 1 1２０５ １，５００ 有り ３，０００ 仲介 即入居可能

シーサー９７後田町１Ｋ
東駅エリア★エレベーター付マンション!!ゆったり広々なお部屋で新⽣活を始めませんか♪社会⼈の方・梅
光⼤学⽣さんにもオススメ★セブンイレブン・銀⾏・郵便局・病院などがあり⽣活便利です♪４０，０００ 1 2５０３ 有り ６，０００ 仲介 即入居可能

シーサー９７後田町１Ｋ
東駅エリア★エレベーター付マンション!!ゆったり広々なお部屋で新⽣活を始めませんか♪セブンイレブン
・銀⾏・郵便局・病院などがあり⽣活便利です♪４０，０００ 1 2６０３ 有り ６，０００ 仲介 即入居可能

ニューフラワーハイツ上新地町１Ｋ 下関駅徒歩15分圏内、下関医療センター近くでお⼿頃な家賃で住めます ２７，０００ ― ―２１５ ３，０００ 有り ７，０００ 即入居可能

イゾラ・ベッラ本町本町１Ｋ 敷⾦ゼロ・礼⾦1ヶ⽉  エレベーター・オートロック付マンション☆明るいお部屋です ３６，０００ ― 1① ④ ３，０００ 有り ８，６４０ 仲介 即入居可能

ウェルス下関宮田町１Ｋ
敷⾦・礼⾦・⼿数料ゼロ☆バストイレ別☆エレベーター・オートロック付のマンションです♪エアコン・ロ
フト付き☆４２，０００ ― ―７０２ ３，０００ 有り １０，０００ 貸主 未定

ウェルス下関宮田町１Ｋ
敷⾦・礼⾦・⼿数料ゼロ☆バストイレ別☆エレベーター・オートロック付のマンションです♪エアコン・ロ
フト付き☆４２，０００ ― ―７０５ ３，０００ 付近有り １０，０００ 貸主 未定

マーメイドフラット筋川町１Ｋ ⽇当たり良好★海が⾒えるアパート♪便利なキーレス電⼦錠・対⾯キッチン・追焚機能が⼈気です♪４４，０００ ― ―１１０ ３，０００ 有り ４，０００ 貸主 指定時期

マーメイドフラットⅡ筋ケ浜町１Ｋ
H26年築の築浅物件★オートロック＆モニター付ドアフォンで安⼼♪⽊目ボーダー柄のアクセントクロスに
ナチュラルカラーのフローリングで癒しの空間♪ゆったり1K★４８，０００ ― ―２０２ ３，０００ 有り ４，０００ 貸主 即入居可能

マーメイドフラットⅡ筋ケ浜町１Ｋ
H26年築の築浅物件★オートロック＆モニター付ドアフォンで安⼼♪⽊目ボーダー柄のアクセントクロスに
ナチュラルカラーのフローリングで癒しの空間♪ゆったり1K★４８，０００ ― ―３０６ ３，０００ 有り ４，０００ 貸主 即入居可能

コーポ東向山東向山町１Ｋ 東駅バス停まで徒歩5分!!⽉額2,000円でインターネット使い放題♪家電付の1Kアパート★２８，０００ ― ―２０８ ２，０００ 付近有り ６，０００ 代理 即入居可能

祥光ハイツ丸山町１Ｋ 閑静な住宅街★下関駅、唐⼾方⾯にアクセスしやすい  賃料お⼿頃な単⾝向け家電付きの1Kアパート♪２９，０００ ― 1１０６ ２，０００ 付近有り ７，０００ 代理 即入居可能

祥光ハイツ丸山町１Ｋ 閑静な住宅街★下関駅、唐⼾方⾯にアクセスしやすい  賃料お⼿頃な単⾝向け家電付きの1Kアパート♪２９，０００ ― 1１０７ ２，０００ 付近有り ７，０００ 代理 即入居可能

祥光マンション稗田町１Ｋ
コンビニ・ドラッグストア近くで⽣活⾄便★賃料お⼿頃な単⾝向けアパート★静かな住環境です♪バルコニ
ーもあり⽇当たり良好♪２７，０００ ― ―１０２ １，０００ 付近有り ４，０００ 代理 即入居可能

祥光マンション稗田町１Ｋ
コンビニ・ドラッグストア近くで⽣活⾄便★賃料お⼿頃な単⾝向けアパート★静かな住環境です♪バルコニ
ーもあり⽇当たり良好♪２７，０００ ― ―２０７ １，０００ 付近有り ４，０００ 代理 即入居可能

汐入グリーンハイツ汐入町１ＬＤＫ ★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン★2017年8⽉室内リノベーション済♪４５，０００ ― ―１０２ ２，０００ 有り ２，０００ 代理 指定時期

書ビル竹崎町１ＬＤＫ
下関駅より徒歩1分!!シーモールのエスカレーター(⼈⼯地盤広場)降りてすぐ★⽴地良し 室内キレイ★エア
コン付★⽔回りキレイな1ＬＤＫです☆５８，０００ 1 1３Ｆ ３，０００ 付近有り １３，０００ 代理 即入居可能

書ビル竹崎町１ＬＤＫ
下関駅より徒歩1分!!シーモールのエスカレーター(⼈⼯地盤広場)降りてすぐ★⽴地良し 室内キレイ★エア
コン付★⽔回りキレイな1ＬＤＫです☆５６，０００ 1 1４Ｆ ３，０００ 付近有り １３，０００ 代理 即入居可能

第１ハイツ細江細江町１ＬＤＫ 下関駅徒歩12分☆敷⾦礼⾦ゼロ☆⽣活⾄便☆エレベーターあり☆４３，０００ ― ―４０１ ６，５００ 付近有り １０，０００ 仲介 即入居可能

マーメイドフラット筋川町１ＬＤＫ ⽇当たり良好★海が⾒えるアパート♪便利なキーレス電⼦錠・対⾯キッチン・追焚機能が⼈気です♪４９，０００ ― ―２０２ ３，０００ 有り ４，０００ 貸主 即入居可能

マーメイドフラット筋川町１ＬＤＫ ⽇当たり良好★海が⾒えるアパート♪便利なキーレス電⼦錠・対⾯キッチン・追焚機能が⼈気です♪４９，０００ ― ―２０８ ３，０００ 有り ４，０００ 貸主 即入居可能

㈱上原不動産　賃貸空室一覧表　物件多数取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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間取 コメント賃料 敷金 礼金物件名町名 号室 共益費 駐車場 駐車料 形態 引渡時期

三基ビル竹崎町１Ｒ 敷⾦なし JR下関駅徒歩５分☆⽇当たり良好で明るいお部屋☆ 焼⾁やすもりの上  賃料に⽔道料込み♪４３，０００ ― 1５０５ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

三基ビル竹崎町１Ｒ 敷⾦なし JR下関駅徒歩５分☆⽇当たり良好で明るいお部屋☆ 焼⾁やすもりの上  賃料に⽔道料込み♪４３，０００ ― 1６０５ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

三基ビル竹崎町１Ｒ 敷⾦なし  JR下関駅徒歩５分☆ ⽇当たり良好で明るいお部屋☆ 焼⾁やすもりの上  賃料に⽔道料込み♪４８，０００ ― 1７０１ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

ハイツサングリーンⅡ⻑崎町１Ｒ 礼⾦１ヶ⽉のみ!!エアコン付☆バストイレ別!敷⾦なし・礼⾦１ヶ⽉☆３０，０００ ― 1１０２ ２，０００ 有り ６，０００ 代理 即入居可能

プラザビル後田後田町１Ｒ 東駅近くのワンルーム 敷⾦・礼⾦ゼロ☆梅光学院⼤学徒歩5分☆２９，０００ ― ―２０２ 無し 代理 即入居可能

シービュー満珠前田１Ｒ
国道9号線沿い☆エレベーター付１ルームマンション☆リノベーション済♪アクセントクロスでオシャレ♪
礼⾦1ヶ⽉のみ・敷⾦なし ２４，０００ ― 1２０３ ４，０００ 有り ４，０００ 代理 即入居可能

ツインパレス東⼤和町１Ｒ
★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中!!嬉しい家電設備付★洗濯機・冷蔵庫・電⼦レンジ・テ
ーブル・カーテン・ラグ等（選べます）３８，０００ ― ―７０１ ４，０００ 付近有り １０，０００ 代理 即入居可能

ハイツ向洋向洋町１Ｒ ２口ガスコンロ・エアコン付♪嬉しいバス・トイレ別  収納あり ２６，０００ 1 1２０３ ２，０００ 有り ６，０００ 代理 即入居可能

ハイツ向洋向洋町１Ｒ ２口ガスコンロ・エアコン付♪嬉しいバス・トイレ別  収納あり ２６，０００ 1 1２０５ ２，０００ 有り ６，０００ 代理 即入居可能

ＫＳＫビル東⼤和町１Ｒ 下関駅徒歩圏内です 収納広くて機能的☆⽇当り良好★３７，０００ 1 1５００５ ３，０００ 有り １０，０００ 仲介 即入居可能

ＫＳＫビル東⼤和町１Ｒ 下関駅徒歩圏内です 収納広くて機能的☆⽇当り良好★３７，０００ 1 1６００７ ３，０００ 有り １０，０００ 仲介 即入居可能

ＫＳＫビル東⼤和町１Ｒ 下関駅徒歩圏内です 収納広くて機能的☆⽇当り良好★３７，０００ 1 1８００１ ３，０００ 有り １０，０００ 仲介 即入居可能

Ｎｓビル竹崎町１Ｒ 下関駅徒歩5分!リノベーション物件☆室内キレイ☆⽴地良好です☆３７，０００ ― 1４０１ ２，０００ 付近有り １２，０００ 仲介 即入居可能

Ｎｓビル竹崎町１Ｒ 下関駅徒歩5分!リノベーション物件☆室内キレイ☆⽴地良好です☆３７，０００ ― 1５０１ ２，０００ 付近有り １２，０００ 仲介 即入居可能

名古屋荘アパート豊前田町１Ｒ 礼⾦なし・敷⾦１ヶ⽉!!洋ﾄｲﾚ付・風呂なしｱﾊﾟｰﾄ♪⼥性専⽤(ご夫婦で入居の場合は男性OK!)２５，０００ 1 ―３Ｆ 付近有り ８，０００ 仲介 即入居可能

下関スカイマンション駅前⼤和町１Ｒ 下関駅徒歩圏内  エレベーター・オートロック付きマンション♪３５，０００ ― 1２０９ ７，０００ 付近有り ６，０００ 仲介 即入居可能

シービュー満珠前田１Ｒ リノベーション中♪ 国道9号線沿い☆ エレベーター付１ルームマンション ☆敷⾦・礼⾦ゼロ★２６，０００ ― ―６０３ ３，０００ 有り ４，０００ 媒介 即入居可能

レディースＭＯＡ幸町１Ｒ
敷⾦礼⾦なし♪嬉しい設備付物件♪毎⽉のお家賃お⼿頃＆引っ越し準備もラクラク★幸町公園・マックスバ
リュー近く★３２，０００ ― ―４０１ ３，０００ 付近有り ９，０００ 仲介 即入居可能

プロートン泰平唐⼾町１Ｒ 唐⼾バス停のすぐ近く 市役所＆サンリブ＆唐⼾市場近く♪⽣活便利で⽴地良好です☆４０，０００ ― 1４０２ ２，０００ 無し 仲介 即入居可能

プロートン泰平唐⼾町１Ｒ 唐⼾バス停のすぐ近く 市役所＆サンリブ＆唐⼾市場近く♪⽣活便利で⽴地良好です☆４０，０００ ― 1４０４ ２，０００ 無し 仲介 即入居可能

プロートン泰平唐⼾町１Ｒ 唐⼾バス停のすぐ近く 市役所＆サンリブ＆唐⼾市場近く♪⽣活便利で⽴地良好です☆４１，０００ ― 1６０３ ２，０００ 無し 仲介 即入居可能

シンデレラキャッスル後田後田町１Ｒ 東駅近く★梅光学院へ徒歩7分 眺め風通し良好★礼１・敷なし!!家電設備付オススメ♪２９，０００ ― 1２１１ ３，０００ 有り ５，０００ 仲介 即入居可能

シンデレラキャッスル後田後田町１Ｒ 東駅近く★梅光学院へ徒歩7分 眺め風通し良好★礼１・敷なし!!家電設備付オススメ♪２９，０００ ― 1４０４ ３，０００ 有り ５，０００ 仲介 即入居可能

シンデレラキャッスル後田後田町１Ｒ 東駅近く★梅光学院へ徒歩7分 眺め風通し良好★冷蔵庫＆洗濯機＆エアコン＆シャンプードレッサー付★２９，０００ ― 1４１０ ３，０００ 有り ５，０００ 仲介 即入居可能

第２祥光マンション宝町１Ｒ
2019年5⽉室内リフォーム済 家電付ワンルーム♪下関市⽴⼤学近く★セブンイレブンまで徒歩10分ゆめ
マートまで徒歩12分でお買い物も安⼼♪２６，０００ ― ―２０１ ３，０００ 付近有り ５，０００ 代理 即入居可能

祥光マンション稗田町１Ｒ
コンビニ・ドラッグストア近くで⽣活⾄便★賃料お⼿頃な単⾝向けアパート★静かな住環境です♪バルコニ
ーもあり⽇当たり良好♪３０，０００ ― ―２０８ １，０００ 付近有り ４，０００ 代理 即入居可能

ＩＲハイツⅡ稗田北町１Ｒ
室内リノベーション済♪セブンイレブンやドラッグストア、マックスバリュー稗田店近く♪バストイレ別 
エアコン・ロフトあり♪３２，０００ ― ―２０１ ３，０００ 有り ４，０００ 代理 即入居可能

ＩＲハイツⅡ稗田北町１Ｒ
広々ロフト付き★セブンイレブンやドラッグストア、マックスバリュー稗田店近く♪バストイレ別・エアコ
ン付き ３２，０００ ― ―３０３ ３，０００ 有り ４，０００ 代理 即入居可能

貴船町１丁目９－１６貸家貴船町２ＤＫ 敷⾦礼⾦お得♪便利な唐⼾エリア★広くてお⼿頃な賃料♪３３，０００ 1 1住居（裏） 付近有り ７，５００ 代理 即入居可能

貴船町１丁目９－１６貸家貴船町２ＤＫ 便利な唐⼾エリア★Ｈ２２年リフォーム済★★広くてお⼿頃な賃料♪３３，０００ 1 1住居 中 付近有り ７，５００ 代理 即入居可能

アサビル赤間町２ＤＫ ⽇当り良好の角地物件☆市役所・銀⾏等徒歩圏内♪Ｊcom導入物件★４０，０００ 1 ―４０１ ２，０００ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

アサビル赤間町２ＤＫ ⽇当り良好の角地物件☆市役所・銀⾏等徒歩圏内♪Ｊcom導入物件★４０，０００ 1 ―４０３ ２，０００ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

アサビル赤間町２ＤＫ ⽇当り良好の角地物件☆市役所・銀⾏等徒歩圏内♪Ｊcom導入物件★３８，０００ 1 ―５０２ ２，０００ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

メゾンマーシャル⼤坪本町２ＤＫ
H30年3⽉外装リフォーム済み  ⽇当り良好★国道191号線すぐ!!☆もち吉＆ゲオの裏☆北バイパスや彦島
道路近くの好⽴地♪４２，０００ 1 1３０２ ２，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

メゾンマーシャル⼤坪本町２ＤＫ
H30年3⽉外装リフォーム済み  ⽇当り良好★国道191号線すぐ!!☆もち吉＆ゲオの裏☆北バイパスや彦島
道路近くの好⽴地♪４２，０００ 1 1３０３ ２，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

若葉荘垢田町２ＤＫ 礼１・敷なし!!!バス停近く便利!!垢田交差点より徒歩3分★焼⾁キング近く♪３２，０００ ― 1２０１ １，０００ 付近有り ５，０００ 代理 即入居可能

メゾン向井町彦島向井町２ＤＫ
メゾネットタイプの2DK★マルショク・セブンイレブン徒歩圏内で⽇々のお買い物も安⼼♪バス停まで徒歩
１分で駅まで楽々お出かけ★３０，０００ ― ―２ 付近有り ２，５００ 代理 即入居可能

メゾン向井町彦島向井町２ＤＫ
メゾネットタイプの2DK★ マルショク・セブンイレブン徒歩圏内で⽇々のお買い物も安⼼♪ バス停まで
徒歩１分で駅まで楽々お出かけ★３０，０００ ― ―４ 付近有り ２，５００ 代理 即入居可能

メゾンひろ１号館関⻄本町２ＤＫ 敷⾦・礼⾦・⼿数料ゼロ＆1ヶ⽉家賃無料キャンペーン実施中♪２５，０００ ― ―１０１ 付近有り ８，０００ 代理 即入居可能

メゾンひろ１３号館筋ケ浜町２ＤＫ 敷⾦・礼⾦・⼿数料ゼロ＆1ヶ⽉家賃無料キャンペーン中 静かな住環境★台所＆居室明るい♪３２，０００ ― ―１０１ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

貴船苑貴船町２ＤＫ 敷⾦なし  ゆったりした間取りの２DK!唐⼾方⾯にも近く⽣活⾄便です☆３５，０００ ― 1３ 無し 代理 即入居可能

アーバン２７椋野町２ＤＫ
椋野トンネル・インター入口近く★⽴地良好! ⼤好きなペットと暮らせます♪(室内⽝・猫ＯＫ※敷⾦2ヶ
⽉・礼⾦1ヶ⽉)３５，０００ 1 ―２０２ ２，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

アーバン２７椋野町２ＤＫ
椋野トンネル・インター入口近く★⽴地良好! ⼤好きなペットと暮らせます♪(室内⽝・猫ＯＫ※敷⾦2ヶ
⽉・礼⾦1ヶ⽉)３５，０００ 1 ―３０５ ２，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

アーバン２７椋野町２ＤＫ
椋野トンネル・インター入口近く★⽴地良好! ⼤好きなペットと暮らせます♪(室内⽝・猫ＯＫ※敷⾦2ヶ
⽉・礼⾦1ヶ⽉)３５，０００ 1 ―５０５ ２，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

㈱上原不動産　賃貸空室一覧表　物件多数取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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間取 コメント賃料 敷金 礼金物件名町名 号室 共益費 駐車場 駐車料 形態 引渡時期

ウエストビレッジ新地町２ＤＫ 下関駅徒歩圏内★オートロックエレベーター付マンション★⽣活⾄便☆５０，０００ 1 1６０１ ５，０００ 有り ５，０００ 仲介 即入居可能

⻄原ビル⼤和町２ＤＫ ＪＲ下関駅より徒歩2分★買い物・通勤・通学などにとっても⽣活に便利な⽴地です☆３８，０００ 1 1４０２ ２，０００ 付近有り １３，０００ 仲介 即入居可能

コーポ松山岬之町２ＤＫ 下関駅徒歩圏内♪敷⾦・礼⾦なし☆明るい★コンビニ・銀⾏近く便利♪４４，０００ 1 1２０１ １，０００ 有り １０，０００ 仲介 即入居可能

こだまアパート綾羅⽊本町２ＤＫ 綾羅⽊駅まで徒歩5分♪1,2F使⽤するメゾネットタイプ★３７，０００ ― ―Ｂ－５ ３，０００ 有り ３，０００ 仲介 即入居可能

ニューフラワーハイツ上新地町２ＤＫ 下関駅徒歩15分圏内♪下関医療センター近く★バス停まで徒歩４分♪４２，０００ ― ―４０３ ２，０００ 有り ７，０００ 仲介 即入居可能

富国アパート⻑府東侍町２ＤＫ
★ファミリー向けのリノベーション済アパート★55㎡のゆったりとした2DK★南向きの広々バルコニーで⽇
当たり良好♪駐⾞場も複数台相談可能♪４５，０００ ― ―１０５ ２，０００ 有り ５，０００ 貸主 即入居可能

富国アパート⻑府東侍町２ＤＫ
★ファミリー向けのリノベーション済アパート★55㎡のゆったりとした2DK★南向きの広々バルコニーで⽇
当たり良好♪駐⾞場も複数台相談可能♪４５，０００ ― ―３０３ ２，０００ 有り ５，０００ 貸主 即入居可能

富国アパート⻑府東侍町２ＤＫ
★ファミリー向けのリノベーション済アパート★55㎡のゆったりとした2DK★南向きの広々バルコニーで⽇
当たり良好♪駐⾞場も複数台相談可能♪４５，０００ ― ―３０５ ２，０００ 有り ５，０００ 貸主 即入居可能

ブルーハイツ⻄⼤坪町２ＤＫ
★ゆったりしたバスルーム・温⽔洗浄便座・独⽴洗⾯台設置で⽔回り充実★毎⽇のお料理にも嬉しい広々流
し台＆キッチン♪エレベーター付マンションです★４６，０００ ― ―２０８ ３，０００ 有り ３，５００ 貸主 即入居可能

ブルーハイツ⻄⼤坪町２ＤＫ
★ゆったりしたバスルーム・温⽔洗浄便座・独⽴洗⾯台設置で⽔回り充実★毎⽇のお料理にも嬉しい広々流
し台＆キッチン♪エレベーター付マンションです★４６，０００ ― ―３０７ ３，０００ 有り ３，５００ 貸主 即入居可能

ブルーハイツ⻄⼤坪町２ＤＫ
★ゆったりしたバスルーム・温⽔洗浄便座・独⽴洗⾯台設置で⽔回り充実★毎⽇のお料理にも嬉しい広々流
し台＆キッチン♪エレベーター付マンションです★４６，０００ ― ―３０８ ３，０００ 有り ３，５００ 貸主 即入居可能

ブルーハイツ⻄⼤坪町２ＤＫ
★ゆったりしたバスルーム・温⽔洗浄便座・独⽴洗⾯台設置で⽔回り充実★毎⽇のお料理にも嬉しい広々流
し台＆キッチン♪エレベーター付マンションです★４６，０００ ― ―４０８ ３，０００ 有り ３，５００ 貸主 即入居可能

ブルーハイツ⻄⼤坪町２ＤＫ
★ゆったりしたバスルーム・温⽔洗浄便座・独⽴洗⾯台設置で⽔回り充実★毎⽇のお料理にも嬉しい広々流
し台＆キッチン♪エレベーター付マンションです★４６，０００ ― ―５０６ ３，０００ 有り ４，０００ 貸主 即入居可能

グリーンハイツ⼤字際波２ＤＫ 照明器具・エアコン付き  お⼿頃賃料の2DKアパート★収納・庭付きでゆったり⽣活できます♪２９，０００ ― ―１０６ １，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

グリーンハイツ⼤字際波２ＤＫ 照明器具・エアコン付き  お⼿頃賃料の2DKアパート★収納・バルコニー付きでゆったり⽣活できます♪２９，０００ ― ―２０２ １，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

幸コーポ幸町２Ｋ 唐⼾近く⽣活⾄便☆全室窓付☆明るいお部屋です☆３０，０００ 1 1５ ２，０００ 付近有り １０，０００ 代理 即入居可能

ニシビル中之町２Ｋ ⼈気の唐⼾ｴﾘｱ!⽣活便利な場所☆市役所徒歩5分!ｶﾓﾝﾜｰﾌ徒歩3分!!４２，０００ 1 ―３１ ２，０００ 有り １０，０００ 代理 即入居可能

ニシビル中之町２Ｋ ⼈気の唐⼾ｴﾘｱ!⽣活便利な場所☆市役所徒歩5分!ｶﾓﾝﾜｰﾌ徒歩3分!!４２，０００ 1 ―４１ ２，０００ 有り １０，０００ 代理 即入居可能

ニシビル中之町２Ｋ ⼈気の唐⼾ｴﾘｱ!⽣活便利な場所☆市役所徒歩5分!ｶﾓﾝﾜｰﾌ徒歩3分!!４５，０００ 1 ―４５ ２，０００ 有り １０，０００ 代理 即入居可能

向野ビル竹崎町２Ｋ 下関駅まで徒歩5分の好⽴地 グリーンモール通りすぐ 敷⾦・礼⾦ゼロ  ３２，０００ ― ―３０１ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

笹山町１－９貸家笹山町２Ｋ 下関駅まで徒歩6分★⾞庫付き貸家  ⼤事な⾞やバイクを⾬・風から守ってくれます♪４５，０００ 1 1Ｏ 有り 仲介 即入居可能

溝口アパート上新地町２Ｋ 平坦地のアパートでご年配の方も安⼼♪ バス停まで徒歩4分で便利  ２９，０００ 1 1１Ｆ－２ 付近有り 代理 即入居可能

若葉荘垢田町２Ｋ
礼１・敷なし!!!バス停近く便利!!垢田交差点より徒歩3分★焼⾁キング近く♪⽇当良好!!すぐそばに⽉極駐⾞
場３２，０００ ― 1２０２ １，０００ 付近有り ５，０００ 代理 要相談

桜山ハイツ上新地町２Ｋ 平坦地で買い物便利 下関駅徒歩圏内 駐⾞場2台目ご相談可 ３６，０００ 1 1Ⅱ－１０３ ２，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

桜山ハイツ上新地町２Ｋ 平坦地で買い物便利 下関駅徒歩圏内 駐⾞場2台目ご相談可 ３６，０００ 1 1Ⅱ－２０２ ２，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

寿仙荘山⼿町２Ｋ 下関駅徒歩圏内 ⽇当たりとても良いです♪３２，５００ 1 1１０１ ２，５００ 有り ５，０００ 代理 即入居可能

寿仙荘山⼿町２Ｋ 下関駅徒歩圏内 ⽇当たりとても良いです♪３２，５００ 1 1２０３ ２，５００ 有り ５，０００ 代理 即入居可能

寿仙荘山⼿町２Ｋ 下関駅徒歩圏内 ⽇当たりとても良いです♪３２，５００ 1 1３０２ ２，５００ 有り ５，０００ 代理 即入居可能

関⻄町１１－１３貸家関⻄町２Ｋ 関⻄⼩近く♪ご年配の方にも安⼼の平坦地☆ 家賃お⼿頃な貸家です☆２５，０００ 1 1１Ｆ 付近有り ８，０００ 代理 即入居可能

杉山アパート後田町２Ｋ リフォーム済み★流し台＆畳新品  各部屋に窓あるので明るい♪差掛けありで⾬が降っても洗濯物安⼼☆３５，０００ ― 1１Ｆ 有り ２，０００ 代理 即入居可能

下田アパート⾦⽐羅町２Ｋ 彦島道路入口近く☆ 好⽴地☆ 敷⾦なし・礼⾦1ヶ⽉  ３０，０００ ― ―２０１ 有り ２，０００ 仲介 即入居可能

下田荘⾦⽐羅町２Ｋ 彦島道路入口近く★好⽴地☆敷⾦なし・礼⾦1ヶ⽉!!程度良好♪３０，０００ ― 1１０２ 有り ２，０００ 仲介 即入居可能

ハイツ名池丸山町２Ｋ 敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中★  静かな住環境♪保育園・⼩学校近く♪⽇当たり良好☆３６，０００ ― ―１０１ ２，０００ 付近有り ７，０００ 仲介 即入居可能

すみれ荘関⻄本町２Ｋ ⾼台なので眺め良好★下関駅徒歩圏内♪温⽔洗浄便座新設しました★３０，０００ ― 1３ 付近有り ８，５００ 仲介 即入居可能

松山アパート岬之町２Ｋ 下関駅徒歩圏内  プラザホテル下関向い側 敷⾦礼⾦なし☆３４，０００ ― ―１０５ １，０００ 付近有り １０，０００ 仲介 即入居可能

テル荘⾦⽐羅町２Ｋ 単⾝⼥性向けアパート・⽝猫飼育OK（礼⾦ﾌﾟﾗｽ⼀ヶ⽉）２５，０００ ― ―２０３ 付近有り ４，０００ 仲介 即入居可能

ロイヤルセゾン神田町２Ｋ ただいま外壁・階段塗替・室内リノベーション中  ４３，０００ ― 1３Ｆ－Ａ ２，０００ 付近有り ５，０００ 代理 指定時期

スカイガーデン⼤平町２Ｋ バス停近く、交通の便良し!! 下関駅徒歩圏内   1階角部屋  ⽇当たり良好♪ 駐⾞場敷地内有★３５，０００ 1 2１０１ １，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

丸福ビル東⼤和町２ＬＤＫ
下関駅徒歩6分 シーモール駐⾞場近く♪⽇産向い側 近辺にお弁当屋さんやセブンイレブン、スポーツジ
ムなどがあり⽣活⾄便です♪４３，０００ ― 1３０４ ２，０００ 有り ８，０００ 代理 即入居可能

ウエストビレッジ新地町２ＬＤＫ 下関駅徒歩圏内★オートロックエレベーター付マンション★⽣活⾄便☆５０，０００ 1 1６０６ ５，０００ 有り ５，０００ 仲介 即入居可能

おれんじコーポ筋ケ浜町２ＬＤＫ
55㎡以上のこの広さでこのお家賃  3DKのような感覚で利⽤もできます★彦島有料道路近くアクセスも良
好♪４２，０００ ― ―２Ｆ－５号 有り ３，０００ 仲介 即入居可能

⼤新館アパート新地⻄町２ＬＤＫ 下関駅まで徒歩10分!1階コンビニで利便性良好♪リノベーション済でキレイです☆５８，０００ ― 1２－Ａ 有り ８，６４０ 仲介 即入居可能

ＩＭマンション⻑府中⼟居北町２ＬＤＫ
★2LDKへリノベーション済の⽩を基調とした室内★⽇当たり良好 本間造りなので広々ゆったり♪全室Ｌ
ＥＤ照明つき♪５０，０００ ― ―３ 有り ３，０００ 貸主 即入居可能

メゾンドロワール⼀の宮町２ＬＤＫ
外装リニューアル お洒落な外観に⽣まれ変わりました♪新下関駅徒歩５分☆H31.３⽉リノベーション完了
で室内キレイです☆キッチンカウンターのあるＬＤＫ☆収納たっぷり☆４５，０００ ― 1３０５ ２，０００ 有り ３，０００ 貸主 即入居可能

㈱上原不動産　賃貸空室一覧表　物件多数取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。



4

間取 コメント賃料 敷金 礼金物件名町名 号室 共益費 駐車場 駐車料 形態 引渡時期

メゾンドロワール⼀の宮町２ＬＤＫ
外装リニューアル お洒落な外観に⽣まれ変わりました♪新下関駅徒歩５分☆リノベーション済☆⽩を基調
とした室内☆収納たっぷり☆４８，０００ ― 1４０５ ２，０００ 有り ３，０００ 貸主 即入居可能

ポートハイツ細江細江町２ＬＤＫ 下関駅徒歩15分 コンビニ・ハローディ近くでお買い物も便利♪５６，０００ 1 1２０１ ５，０００ 有り ８，０００ 代理 指定時期

松本コーポ汐入町２ＳＤＫ ★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中!!３８，０００ ― ―１０３ ２，０００ 有り ２，０００ 代理 即入居可能

⻑崎町１丁目３－２貸家Ｉ⻑崎町２ＳＤＫ 旧市内エリアの広々メゾネットタイプの貸家☆３８，０００ 1 1Ｏ 有り ５，０００ 代理 即入居可能

上新地町４丁目４－１５貸家上新地町２ＳＫ 下関駅まで徒歩圏内☆⽣活⾄便です♪ 静かな住環境 ３３，０００ 1 1Ｏ 付近有り ８，０００ 代理 即入居可能

⻄富荘⻑崎町２ＳＬＤＫ H28年12⽉⼀部改装済☆下関駅徒歩圏内 買い物、バス停も近く☆３３，０００ ― 1３ 付近有り ９，０００ 代理 即入居可能

丸福ビル東⼤和町３ＤＫ
下関駅徒歩6分 シーモール駐⾞場近く♪⽇産向い側 近辺にお弁当屋さんやセブンイレブン、スポーツジ
ムなどがあり⽣活⾄便です♪４８，０００ ― 1３０１ ２，０００ 有り ８，０００ 代理 即入居可能

館コーポ勝谷新町３ＤＫ
★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中!!⼤好きなペットと暮らせる物件です（⽝・猫OK 礼⾦
2ヶ⽉プラス）♪４５，０００ ― ―１０２ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

館コーポ勝谷新町３ＤＫ
★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中!!⼤好きなペットと暮らせる物件です（⽝・猫OK 礼⾦
2ヶ⽉プラス）♪４５，０００ ― ―２０２ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

下関コープビル竹崎町３ＤＫ
★リノベーション中★ お⼿頃お家賃な３DK★下関駅まで徒歩4分★グリーンモール内のエレベーター付マン
ション♪４３，０００ ― ―８０３ 付近有り １２，０００ 代理 指定時期

下関コープビル竹崎町３ＤＫ お⼿頃お家賃な３DK★下関駅まで徒歩4分★グリーンモール内のエレベーター付マンション♪４３，０００ ― ―８０５ 付近有り １１，８８０ 代理 即入居可能

下関コープビル竹崎町３ＤＫ お⼿頃お家賃な３DK★下関駅まで徒歩4分★グリーンモール内のエレベーター付マンション♪４３，０００ ― ―９０１ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

下関コープビル竹崎町３ＤＫ お⼿頃お家賃な３DK★下関駅まで徒歩4分★グリーンモール内のエレベーター付マンション♪４３，０００ ― ―９０４ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

グローバル下関新地町３ＤＫ 下関駅徒歩圏内の分譲マンション賃貸です♪病院、バス停そばで⽴地良好♪６３，０００ 1 1３０２ 付近有り ９，０００ 仲介 指定時期

コーポゆう汐入町３ＤＫ
汐入町、ヤマダ電機近くの川沿い☆H２８年リフォーム済 ⽇当たり良好 エアコン2台、庭（15㎡）あり
 ３５，０００ ― 1１０３ 有り ３，０００ 仲介 即入居可能

⻑府⾼場町４－１貸家⻑府⾼場町３ＤＫ
敷⾦礼⾦ゼロ★駐⾞場付きの⼾建て物件★浜浦台の住宅街で静かな環境♪旧市内・⻑府方⾯へのアクセス良
好♪５０，０００ ― ―Ｏ 有り 仲介 即入居可能

幡⽣宮の下町１８－２３貸家幡⽣宮の下町３ＤＫ
幡⽣⼀⼾建て3DK ☆敷⾦なし礼⾦１ヶ⽉☆ Ｈ２７年にリフォーム済み☆⽇当たり良好☆ はま寿司、コ
ンビニ近く⽣活⾄便です☆５０，０００ ― 1Ｏ 有り 仲介 指定時期

ロイヤルコート清末清末五毛３ＤＫ
リノベーション済物件★角部屋なのでどの部屋も明るく使いやすい間取りです♪クローゼットやシューズボ
ックスがあり収納も十分★４３，０００ ― ―４０１ ２，０００ 有り ３，０００ 貸主 即入居可能

ロイヤルコート清末清末五毛３ＤＫ
嬉しいリノベーション済物件★角部屋なのでどの部屋も明るく使いやすい間取りです♪クローゼットやシュ
ーズボックスがあり収納も十分★４３，０００ ― ―４０２ ２，０００ 有り ３，０００ 貸主 即入居可能

ニシビル中之町３Ｋ ⼈気の唐⼾ｴﾘｱ!⽣活便利な場所☆市役所徒歩5分!ｶﾓﾝﾜｰﾌ徒歩3分!!４９，０００ 1 ―４６ ２，０００ 有り １０，０００ 代理 即入居可能

ニシビル中之町３Ｋ ⼈気の唐⼾ｴﾘｱ!⽣活便利な場所☆市役所徒歩5分!ｶﾓﾝﾜｰﾌ徒歩3分!!４７，０００ 1 ―５７ ２，０００ 有り １０，０００ 代理 要相談
森田タウンハウス（後田町４丁目９－５）後田町３Ｋ ★☆全⾯リフォーム!!☆★室内ペット可  （敷⾦1ヶ⽉プラス）３５，０００ 1 1１０２ 無し 代理 即入居可能

メゾンマーシャル⼤坪本町３ＬＤＫ
H30年3⽉外装リフォーム済み  ⽇当り良好★国道191号線すぐ!!☆もち吉＆ゲオの裏☆北バイパスや彦島
道路近くの好⽴地♪５３，０００ 1 1２０１ ２，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

クローバ４Ｌ菊川町⼤字田部３ＬＤＫ ★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中!!５３，０００ ― ―２０１ 無し 代理 即入居可能

クローバ４Ｌ菊川町⼤字田部３ＬＤＫ ★新⽣活応援★敷⾦・礼⾦ゼロキャンペーン実施中!!初期費⽤お得です☆５３，０００ ― ―２０２ 無し 代理 即入居可能

鳳幸マンション神田町３ＬＤＫ
２Fからエレベーターあり☆栄町バス停近く♪周辺にドラッグストア・ほっともっと・郵便局・銭湯があり
⽣活⾄便です♪室内綺麗にしています☆６０，０００ ― 1３０１ 付近有り ６，０００ 仲介 即入居可能

鳳幸マンション神田町３ＬＤＫ
２Fからエレベーターあり☆栄町バス停近く♪周辺にドラッグストア・ほっともっと・郵便局・銭湯があり
⽣活⾄便です♪室内綺麗にしています☆６５，０００ ― 1３０２ 付近有り ６，０００ 仲介 即入居可能

鳳幸マンション神田町３ＬＤＫ
２Fからエレベーターあり☆栄町バス停近く♪周辺にドラッグストア・ほっともっと・郵便局・銭湯があり
⽣活⾄便です♪室内綺麗にしています☆６５，０００ ― 1４０２ 付近有り ６，０００ 仲介 即入居可能

丸伝ビル伊崎町３ＬＤＫ 下関駅徒歩7分!全⾯改装済でｷﾚｲです☆⽇当り良好!６３，０００ 1 1４０１ ３，０００ 付近有り １０，０００ 仲介 即入居可能

泰平ビルコーポ本町３ＬＤＫ 養治⼩学校近く鉄筋コンクリート造３LDK☆４３，０００ ― 1３０２ ２，０００ 有り 仲介 即入居可能

泰平ビルコーポ本町３ＬＤＫ 養治⼩学校近く鉄筋コンクリート造３LDK☆４３，０００ ― 1４０１ ２，０００ 有り 仲介 即入居可能

泰平ビルコーポ本町３ＬＤＫ 養治⼩学校近く鉄筋コンクリート造３LDK☆４３，０００ ― 1４０２ ２，０００ 有り 仲介 即入居可能

泰平ビルコーポ本町３ＬＤＫ 養治⼩学校近く鉄筋コンクリート造３LDK☆４３，０００ ― 1５０１ ２，０００ 有り 仲介 即入居可能

泰平ビルコーポ本町３ＬＤＫ 養治⼩学校近く鉄筋コンクリート造３LDK☆４３，０００ ― 1５０２ ２，０００ 有り 仲介 即入居可能

ファミール名池名池町３ＬＤＫ 外壁・内装リノベーション済でキレイ ⽇当たり良好☆名池保育園・名池⼩学校・名陵中学校すぐそば☆７４，０００ ― 1１０２ ３，０００ 有り ５，０００ 仲介 即入居可能

ファミール名池名池町３ＬＤＫ 外壁＆内装リノベーション済でキレイ♪⽇当たり良好☆名池保育園・名池⼩学校・名陵中学校すぐそば☆７４，０００ ― 1２０２ ３，０００ 有り ５，０００ 仲介 即入居可能

富国アパート⻑府東侍町３ＬＤＫ
★ファミリー向けのリノベーション済アパート★各部屋が独⽴した3LDKでお⼦様も満⾜★南向きの広々バ
ルコニーで⽇当たり良好♪駐⾞場も複数台相談可能♪５５，０００ ― ―１０１ ２，０００ 有り ５，０００ 貸主 即入居可能

タウンズメッセⅡ武久⻄原台３ＬＤＫ
只今、リノベーション中★ＥＶ付で⼩さなお⼦様やご年配の方も安⼼♪北バイパスにも近くて交通の便も良
好★全室ＬＥＤ照明・エアコン１台・温⽔洗浄便座設置済♪６３，０００ ― 1２０２ ４，０００ 有り ５，０００ 貸主 指定時期

タウンズメッセⅡ武久⻄原台３ＬＤＫ
リノベーション中♪全⾯クロス・フローリング張替中 エレベーター付きマンション♪北バイパスにも近く
て交通の便も良好★全室ＬＥＤ照明・エアコン１台・温⽔洗浄便座設置済♪６３，０００ ― 1３０２ ４，０００ 有り ５，０００ 貸主 指定時期

タウンズメッセⅡ武久⻄原台３ＬＤＫ
リノベーション済★エレベーター付きマンションなので⼩さなお⼦様やご年配の方も安⼼♪角部屋・２⾯バ
ルコニー★北バイパスにも近くて交通の便も良好★全室ＬＥＤ照明・エアコン１台・温⽔洗浄便座設置済♪６５，０００ ― 1４０５ ４，０００ 有り ５，０００ 貸主 即入居可能

タウンズメッセⅡ武久⻄原台３ＬＤＫ
リノベーション済★エレベーター付きマンションなので⼩さなお⼦様やご年配の方も安⼼♪北バイパスにも
近くて交通の便も良好★全室ＬＥＤ照明・エアコン１台・温⽔洗浄便座設置済♪６３，０００ ― 1５０３ ４，０００ 有り ５，０００ 貸主 即入居可能

ポートハイツ細江細江町３ＬＤＫ 下関駅まで徒歩１５分♪唐⼾エリアにも近くオススメ好⽴地  ６０，０００ ― ―３０２ ５，０００ 有り ８，０００ 代理 指定時期

⻑崎町１丁目３－２４貸家⻑崎町３ＳＤＫ 下関駅まで徒歩約12分♪ファミリー向け賃貸⼾建☆バス停も近くて⽣活便利♪４５，０００ 1 1Ｏ 有り ５，０００ 代理 即入居可能

下関コープビル竹崎町３ＳＬＤＫ
お⼿頃お家賃なメゾネットタイプの３SLDK★下関駅まで徒歩4分★グリーンモール内のエレベーター付マン
ション♪４０，０００ ― ―５０１ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

㈱上原不動産　賃貸空室一覧表　物件多数取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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下関コープビル竹崎町３ＳＬＤＫ
お⼿頃お家賃なメゾネットタイプの３SLDK★下関駅まで徒歩4分★グリーンモール内のエレベーター付マン
ション♪４０，０００ ― ―５１２ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

向洋町１丁目１５－１貸家向洋町４ＤＫ＋Ｋ 東駅バス停徒歩10分1⼾建☆1階と2階にキッチン＆トイレあり☆2世帯住居にもｵｽｽﾒです☆５８，０００ 1 2左側 付近有り ６，０００ 代理 即入居可能

⻑崎町１丁目３－１６貸家⻑崎町４Ｋ 下関駅徒歩15分圏内♪郵便局、下関医療センター近く♪４０，０００ 1 2Ｏ 付近有り ６，０００ 代理 未定
⻑府満珠町１４－６貸家⻑府満珠町４ＬＤＫ

家賃⾒直しました★⻑府満珠町・閑静な住宅街の⼾建て賃貸物件★2019年1⽉リノベーション済★4LDKの
広々とした間取りに駐⾞場2台分賃料込♪８０，０００ 1 1Ｏ 有り 代理 即入居可能

山田ビル（竹崎町２丁目３－９）竹崎町４ＬＤＫ
グリーンモール通り★1階は時計店で2,3,4Fが賃貸住居部分♪キッチン2、3階にあるので2世帯住宅にもお
ススメ８０，０００ 1 1Ｏ 有り 仲介 即入居可能

ガーデンクレール綾羅⽊本町４ＬＤＫ
リノベーション物件★綾羅⽊ファミリータイプ★ハローデイ・綾羅⽊駅近くで⽣活⾄便♪ゆめシティへのア
クセスも良好♪約86平⽶の広々空間♪ペット飼育可能です♪(敷⾦・礼⾦1ヶ⽉分プラス)７５，０００ 1 1２０１ ２，０００ 有り ３，０００ 代理 即入居可能

藤附町１１－１４平屋建貸家藤附町４ＳＬＤＫ 庭付き和風⼾建♪窓多く、⽇当り良好★⽞関１坪  収納箇所多数 庭５０坪  賃料値下げ ６２，０００ 1 ―平屋 付近有り ４，０００ 代理 即入居可能

⻑崎新町１５－４貸家⻑崎新町５ＳＤＫ 少し⾼台ですが下関駅徒歩7分で⽣活便利★トイレ・浴室バリアフリー♪４２，０００ 1 1Ｏ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

㈱上原不動産　賃貸空室一覧表　物件多数取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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間取 コメント賃料 敷金 礼金物件名町名 号室 共益費 駐車場 駐車料 形態 引渡時期

角田ビル下関豊前田町 スナックビル☆国道191号線沿い★下関駅まで徒歩9分の好⽴地!!３３０，０００ ― ―２Ｆ 無し 仲介 即入居可能

椋野町３丁目８－２４店舗椋野町１フロア 下関インターチェンジ・関門トンネルすぐ近く  下関合同花市場のすぐそば♪敷⾦・礼⾦ゼロ☆１２０，０００ ― ―２Ｆ－２ 有り 仲介 即入居可能

丸福ビル東⼤和町１フロア
下関駅徒歩6分 シーモール駐⾞場近く♪⽇産向い側 近辺にお弁当屋さんやセブンイレブン、スポーツジ
ムなどがあり⽣活⾄便です♪４３，０００ 1 1２０６ ３，５００ 有り ８，０００ 代理 即入居可能

角田ビル下関豊前田町 スナックビル☆国道191号線沿い★下関駅まで徒歩9分の好⽴地!!２２０，０００ ― ―７０３ 無し 仲介 即入居可能

プロートン泰平唐⼾町１フロア 唐⼾の真ん中 1階店舗・事務所☆目⽴つ場所で⽴地条件良好です♪１２０，０００ 1 2１Ｆ－Ｄ 無し 仲介 即入居可能

山田ビル（竹崎町２丁目３－９）竹崎町１フロア 敷⾦礼⾦なし 駅近くの空きテナント☆窓あり明るい  ３０，０００ ― ―２Ｆ 付近有り １２，０００ 仲介 即入居可能

田﨑ビル竹崎町１フロア 下関リハビリテーション病院・グリーンモールすぐ近く  山口銀⾏今浦⽀店の斜め向かいです♪５５，０００ 1 1１－Ａ 付近有り １１，０００ 代理 即入居可能

角田ビル下関 旧館豊前田町 スナックビル☆国道191号線沿い★下関駅まで徒歩9分の好⽴地!!１８７，０００ ― ―地下 無し 仲介 即入居可能

ポートハイツ岬之町岬之町事務所
オフィス街に近く事務所利⽤にオススメ★駐⾞場2台込★専⽤トイレ・給湯室あります♪エアコン設置予定
 １５０，０００ 2 2２０２ 有り 代理 即入居可能

山内ヴィラージュ侍町⻑府侍町１フロア ★⻑府の国道９号線沿い★コンビニ近く!1階と2階他のお部屋も空いてます!１１０，０００ ― 4２０３ 有り ４，０００ 仲介 即入居可能

丸伝ビル伊崎町 ７５，０００ 1 2２－Ａ ３，０００ 付近有り １０，０００ 仲介 即入居可能

山の田ビル山の田東町
山の田交差点の角地で、とっても目⽴ちます!!⽴地良好☆ロイヤルホストや下関市⽴⼤学すぐ!!専⽤駐⾞場
あり☆１８７，０００ 2 2２Ｆ 付近有り ８，０００ 貸主 即入居可能

稗田町５－１０店舗稗田町 垢田交差点近くの道路沿い  好⽴地  ６０，０００ 1 1Ｏ 付近有り 仲介 即入居可能

角田ビル下関豊前田町 スナックビル☆国道191号線沿い★下関駅まで徒歩9分の好⽴地!!１１０，０００ ― ―３０３ 無し 仲介 即入居可能

永冨ビルⅡ幸町１フロア パチンコテキサス目の前☆角地で目⽴ちます  １Ｆ部分★１５０，０００ 1 1１Ｆ 有り ５，０００ 代理 即入居可能

Ｒｏｓｅｖｉｌｌｅ細江町１丁目１フロア
豊前田繁華街メイン通り★Ｂａｒの居抜き店舗★礼なし・敷１ エクセレントビル横 下関駅徒歩圏内 オ
ススメ⽴地良好☆８８，０００ 1 ―２－Ａ ５，０００ 無し 貸主 即入居可能

椋野町３丁目１０－１６店舗椋野町 下関インターチェンジ・関門トンネルすぐ近く  下関合同花市場のすぐそば♪敷⾦・礼⾦ゼロ☆駐⾞場3
台屋根付賃料込☆中⼆階の間取りです（１F/約10坪・２F/約6坪） １３０，０００ ― ―１Ｆ２Ｆ 有り 仲介 即入居可能

第１ハイツ細江細江町 下関駅徒歩12分☆敷⾦･礼⾦ゼロ☆⽣活⾄便☆エレベーターあり☆８５，０００ ― ―１０２ ４，５００ 付近有り １０，０００ 仲介 即入居可能

角田ビル下関 旧館豊前田町 スナックビル☆国道191号線沿い★下関駅まで徒歩9分の好⽴地!!１１０，０００ ― ―１０２ 無し 仲介 即入居可能

丸福ビル東⼤和町１フロア
下関駅徒歩6分 シーモール駐⾞場近く♪⽇産向い側 近辺にお弁当屋さんやセブンイレブン、スポーツジ
ムなどがあり⽣活⾄便です♪４３，０００ 1 1２０５ ３，５００ 有り ８，０００ 代理 即入居可能

山内ヴィラージュ侍町⻑府侍町１フロア ★⻑府の国道９号線沿い★元、学習塾です トイレ男⼥2ヶ所あり! ２１７，８００ ― 2１Ｆ 有り ４，０００ 仲介 即入居可能

角田ビル下関豊前田町 スナックビル☆国道191号線沿い★下関駅まで徒歩9分の好⽴地!!１６５，０００ ― ―３０５ 無し 仲介 即入居可能

下関第⼀ビル豊前田町１フロア 下関駅前徒歩圏内!!１Fの路⾯ﾃﾅﾝﾄです!飲⾷店などが⽴ち並びにぎやかです♪１１０，０００ 1 2１０３ 無し 仲介 即入居可能

山田ビル（竹崎町２丁目１１－９）竹崎町 敷１・礼なし!!!駅前商店街グリーンモール通り☆約8坪の事務所☆４０，０００ 1 ―２Ｆ 付近有り １１，０００ 仲介 即入居可能

橋本ビル丸山町２ＤＫ 丸山交差点近く☆道路沿い☆店舗の程度良好♪丸山町バス停より徒歩１分♪３８，０００ 1 ―左から３ 有り ５，０００ 仲介 即入居可能

角田ビル下関豊前田町 スナックビル☆国道191号線沿い★下関駅まで徒歩9分の好⽴地!!８８，０００ ― ―５０５ 無し 仲介 即入居可能

ＳＭＡビル豊前田町 豊前田通り2Ｆテナント☆近隣にコインパーキングあり、飲⾷店ありで好⽴地です１６５，０００ 2 2２Ｆ 無し 貸主 即入居可能

角田ビル下関豊前田町 スナックビル☆国道191号線沿い★下関駅まで徒歩9分の好⽴地!!６６，０００ ― ―５０４ 無し 仲介 即入居可能

ＳＭＡビル豊前田町 豊前田通り3Ｆテナント☆近隣にコインパーキングあり、飲⾷店ありで好⽴地です８８，０００ 2 2３Ｆ 無し 貸主 即入居可能

山内ヴィラージュ侍町⻑府侍町１フロア ★⻑府の国道９号線沿い★コンビニ近く!1階と2階他のお部屋も空いてます!７１，５００ ― 4２０２ 有り ４，０００ 仲介 即入居可能

角田ビル下関豊前田町 スナックビル☆国道191号線沿い★下関駅まで徒歩9分の好⽴地!!１１０，０００ ― ―５０１ 無し 仲介 即入居可能

山の田ビル山の田東町
山の田交差点の角地で、とっても目⽴ちます!!⽴地良好☆ロイヤルホストや下関市⽴⼤学すぐ!!専⽤駐⾞場
あり☆１２６，５００ 2 2３Ｆ 付近有り ８，０００ 貸主 即入居可能

角田ビル下関豊前田町 夏には店内より花⽕が⾒えます♪♪55坪広々ﾜﾝﾌﾛｱｰ☆厨房あり♪スナックビル☆国道191号線沿い★３３０，０００ ― ―８Ｆ 無し 仲介 即入居可能

丸福ビル東⼤和町１フロア
下関駅徒歩6分 シーモール駐⾞場近く♪⽇産向い側 近辺にお弁当屋さんやセブンイレブン、スポーツジ
ムなどがあり⽣活⾄便です♪５８，０００ 1 1２０１ ３，５００ 有り ８，０００ 代理 指定時期

アカマハイネス赤間町１フロア 敷⾦なし・礼⾦1ヶ⽉ 赤間市営駐⾞場目の前 P複数台必要な方便利です♪６０，０００ ― 1１Ｆ－Ｂ ５，０００ 有り 仲介 即入居可能

アカマハイネス赤間町１フロア 敷⾦なし・礼⾦1ヶ⽉ 赤間市営駐⾞場目の前 P複数台必要な方便利です♪８５，０００ ― 1１Ｆ－Ａ ５，０００ 有り 仲介 即入居可能

福江町４８３－１⼯場福江 191号線沿い  約94★前テナントは⾃動⾞⼯場として利⽤されていました★斜め向かい側はセブンイレブ
ンです★１２０，０００ ― ―Ｏ 有り 代理 指定時期

角田ビル下関豊前田町 スナックビル☆国道191号線沿い★下関駅まで徒歩9分の好⽴地!!１０４，５００ ― ―５０２ 無し 仲介 即入居可能

甲賀ハイツ関⻄町１フロア 下関駅徒歩12分!!アパート付帯の店舗となります☆店舗前に２台分駐⾞場込みです ４５，０００ 1 1１０１ １，０００ 有り 代理 即入居可能

幸町１－６住居付店舗 右幸町３ＬＤＫ＋店舗（ 便利な住居付き店舗☆ロードサイド♪☆⼈気の唐⼾エリア♪パチンコテキサス目の前  ７０，０００ 1 2右側 有り ５，０００ 代理 即入居可能

山の田ビル山の田東町
山の田交差点の角地で、とっても目⽴ちます!!⽴地良好☆ロイヤルホストや下関市⽴⼤学すぐ!!専⽤駐⾞場
あり☆２４２，０００ 2 2１Ｆ右 付近有り ８，０００ 貸主 即入居可能

椋野町３丁目８－２４店舗椋野町１フロア 下関インターチェンジ・関門トンネルすぐ近く  下関合同花市場のすぐそば♪敷⾦・礼⾦ゼロ☆４５，０００ ― ―１Ｆ－１ 有り 仲介 即入居可能

新本ビル（岬之町）岬之町 岬之町の1階に店舗が空きます♪下関駅、唐⼾近く喫茶店、飲⾷店にオススメ★事務所としても利⽤可能♪１００，０００ 1 1Ｏ 有り １０，０００ 仲介 即入居可能

アカマハイネス赤間町１フロア お家賃値下げしました  エレベーター付★赤間市営駐⾞場目の前♪５０，０００ ― 1２Ｆ－Ａ ５，０００ 有り 仲介 即入居可能

㈱上原不動産　賃貸空室一覧表　物件多数取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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角田ビル下関豊前田町 スナックビル☆国道191号線沿い★下関駅まで徒歩9分の好⽴地!!１３２，０００ ― ―６０５ 無し 仲介 即入居可能

伊崎町１丁目１－７店舗伊崎町２フロア 国道191沿い☆伊崎消防署横☆賃料値下げ!敷礼お得!２５，０００ 1 ―愛チャンアト 無し 代理 即入居可能

竹崎町２丁目９－３店舗竹崎町１フロア 下関徒歩圏内★グリーンモール近く!!♪飲⾷店も可能です!４３，０００ 1 2Ｏ 代理 即入居可能

向野ビル竹崎町１フロア 下関駅まで徒歩5分の好⽴地!!敷礼なし!ｸﾞﾘｰﾝﾓｰﾙ通りすぐ!５０，０００ ― ―１０７ 付近有り １２，０００ 代理 即入居可能

ＩＭビル⻑府中⼟居北町１フロア
前⾯ガラス張りで間口が明るい1Fテナント♪建物裏に駐⾞場もあります★アルク⻑府店の斜め向かいで目を
引く外観です♪８８，０００ 1 ―１－Ｂ ３，０００ 有り ３，０００ 貸主 即入居可能

角田ビル下関豊前田町 スナックビル☆国道191号線沿い★下関駅まで徒歩9分の好⽴地!!１３２，０００ ― ―６０２ 無し 仲介 即入居可能

㈱上原不動産　賃貸空室一覧表　物件多数取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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〒７５０－１１３２

山口県下関市上条町１－４７

ＴＥＬ：０８３－２３４－１３００

ＦＡＸ：０８３－２３４－１３０３

こんな部屋に住んでみたかった。

そんな希望を叶えます。

新しい生活を

サポートさせてください。

↑アクセス

Ｇｏｏｇｌｅ口コミ

宜しくお願いします！！


