
 

 

TEL：083-234-1300 

営業時間：9:00～18:00 

定休日：日曜・祝日 

住 所：下関市上条町１-４７ 

お部屋探しは 

賃 貸 

仲 介 管 理 

広告有効期限：８月５日迄 

売 買 

賃 

貸 

LINE 

売 

買 

写真や詳細情報はこちら 
360 度 VR 動画も公開中♪ 

ぜひご覧くださいませ！ 
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

◆新入居者プラン『ゼロ賃貸』特集 

初期費用が０円！！ 

◆リノベーション特集 

 



 

 

下関市登録空き家相談員による 

空き家・空き地 無料相談会開催中 
毎月 第３土曜日 ※前日までに要予約ください。 

【お問合せ先】   083-234-1300 又は 

LINE の場合：右の QR コードを読込み後、フルネームとご用件を送信ください。 
LINE 









敷 ⾦ 礼 ⾦
保証料

消 毒

24時間サポート⽕災保険料
仲介⼿数料

月 々2,400円 ～ の ク ラ ブ 会 費 で お トクと安心が手に 入る!
※  1 K   1 L D K 2 , 4 0 0 円 、 2 K  2 L D K 2 , 6 0 0 円 , ３ K  2 , 8 0 0 円 ( 税 別 )

カギ交換

更新料









リノベーション

リノベーションした

当社おススメの物件です

特集

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

武久
町

賃料：５．５万円
共益費： 円2,000

敷金/5.5万円

ヴァムハウス
ＪＲ山陽本線 幡生駅から徒歩5分

ジェイコムin my room 12M無料★
2020年6月リノベーション完成！
オシャレなホワイト色のフローリング
にアクセントクロス♪リビングエアコ
ン新設☆

駐車場/有り

構造/鉄筋コンクリート造4階建

円3000

間取/LDK13 洋6.75 洋4.5

ＶＲ内覧

礼金/5.5万円

２ＬＤＫ
㎡58.31

築年月/78年4月(42年)

筋ケ
浜町

賃料：５．５万円
共益費： ﾅｼ

敷金/5.5万円

おれんじコーポ
ＪＲ山陽本線 下関駅から徒歩22分

リノベーション完了☆室内や水回り
全て新品になりました☆彦島道路
近く、市内各方面へアクセスしやす
い立地♪

駐車場/有り

構造/鉄骨造一部木造2階建

 

間取/洋6 洋6 LDK11.25

ＶＲ内覧

礼金/5.5万円

２ＬＤＫ
㎡55.48

築年月/86年1月(34年)

南部
町

賃料：６．０万円
共益費： 円5,000

敷金/6.0万円

下関マンション
ＪＲ山陽本線 下関駅から徒歩26分

R2.6月室内リノベーション完成！
！LDKエアコン&照明新設！シス
テムキッチン(3口ビルトインガスコ
ンロ)・バス・洗面台・温水洗浄便
座、全て新品です☆

駐車場/付近有り

構造/鉄骨鉄筋コンクリート造9階建

円14000

間取/洋6 和6 LDK12.25

ＶＲ内覧

礼金/12.0万円

２ＬＤＫ
㎡50.55

築年月/74年4月(46年)

丸山
町

賃料：５．５万円
共益費： 円2,000

敷金/5.5万円

ポートヒルズ丸山Ⅰ
ＪＲ山陽本線 下関駅から徒歩17分

貸主なので手数料不要！H25全
面リノベーション済☆充実した設備
の２LDKアパート！丸山ローソンま
で徒歩1分♪

駐車場/有り

構造/鉄筋コンクリート造5階建

円6000

間取/洋6 和6 LDK9

ＶＲ内覧

礼金/5.5万円

２ＬＤＫ
㎡49.5

築年月/80年1月(40年)

丸山
町

賃料：６．２万円
共益費： 円3,000

敷金/6.2万円

ポートヒルズ丸山Ⅲ
ＪＲ山陽本線 下関駅から徒歩17分

手数料不要！リノベーション済☆
ゆったり広々18帖LDK&大容量ク
ローゼット！ローソンまで徒歩1分
！対面キッチンで快適♪

駐車場/有り

構造/鉄筋コンクリートブロック造2階建

円6000

間取/洋6.3 LDK18

ＶＲ内覧

礼金/6.2万円

１ＬＤＫ
㎡57.15

築年月/99年3月(21年)



間取 町 名 物件名 号室 賃 貸 料 共 益 費 敷金 礼金 駐車場 駐車料 形態 引渡時期 コメント
1R 大字東須恵 富士ビル 201  38,000  3,000 - - 有り  3,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料WiFiインターネット導入！2020年3月リノベーション完成☆

1R 宝町 第2祥光マンション 301  26,000  3,000 - - 付近有り  5,000 代理 指定時期 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコムin my room 120MWi-Fi無料★H30.3月外観塗装リニューアル★嬉しい家
電付♪

1R 稗田町 祥光マンション 208  29,000  1,000 - - 有り  4,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fiインターネット導入！賃料プラス2,000円で家電(冷蔵庫・洗濯機・一口コ
ンロ)付プランあり♪

1R 稗田北町 ＩＲハイツⅡ 103  30,000  3,000 - - 有り  4,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fiインターネット・防犯監視カメラ導入物件★室内リノベーション済♪バ
ストイレ別！エアコン・ロフトあり♪

1R 稗田北町 ＩＲハイツⅡ 203  30,000  3,000 - - 有り  4,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fiインターネット・防犯監視カメラ導入物件★室内リノベーション済♪バ
ストイレ別！エアコン・ロフトあり♪

1R 稗田北町 ＩＲハイツⅡ 303  30,000  3,000 - - 有り  4,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fiインターネット・防犯監視カメラ導入物件★室内リノベーション済♪バ
ストイレ別！エアコン・ロフトあり♪

1R 前田 シービュー満珠 203  24,000  4,000 - - 有り  4,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】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♪

1R 前田 シービュー満珠 703  24,000  4,000 - - 有り  4,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】国道9号線沿い☆海のすぐ近くで通路から海が見えます♪

1R 東大和町 ツインパレス 201  36,000  4,000 - - 付近有り  10,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fi＆防犯カメラ設置！！嬉しい家電設備付★

1R 一の宮町 カーサ・ブルータス 2  23,000  1,000 - - 無し 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room 12M 無料★エアコンあり！

1R 一の宮町 カーサ・ブルータス 3  23,000  3,000 - - 無し 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room 12M 無料★エアコンあり！

1R 向洋町 ハイツ向洋 205  26,000  2,000 - 1 有り  6,000 代理 即入居可能 エアコン付の１Kアパート♪梅光学院大学まで徒歩７分☆学生さん・社会人の方にもオススメです★

1R 竹崎町 セゾン・ド・みによん 405  33,000  2,000 - 1 有り  10,000 代理 即入居可能 無料Wi-Fi インターネット・防犯監視カメラ導入物件★グリーンモール裏！下関駅徒歩６分☆鉄筋コ
ンクリート造！

1R 竹崎町 三基ビル 503  48,000 - 1 付近有り  12,000 代理 即入居可能 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♪

1R 竹崎町 三基ビル 605  43,000 - 1 付近有り  12,000 代理 即入居可能 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♪

1R 竹崎町 三基ビル 705  43,000 - 1 付近有り  12,000 代理 即入居可能 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♪

1R プロートン泰平 502  40,000  4,000 - - 付近有り  10,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】諸費用0円！！内装リノベーションでリニューアル☆スポットライト照明器具＆デ

1R プロートン泰平 604  40,000  4,000 - - 付近有り  10,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】諸費用0円！！内装リノベーションでリニューアル☆スポットライト照明器具＆デ

1K 筋川町 マーメイドフラット 101  44,000  3,000 - - 有り  4,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】★無料WiFiインターネット導入！海が見えるアパート♪H21年築の築浅！

1K 宮田町 ウェルス下関 404  36,000  3,000 - - 有り  10,000 代理 要相談 エレベーター、オートロック付マンション☆

1K 宮田町 ウェルス下関 504  37,000  3,000 - - 有り  10,000 代理 即入居可能 エレベーター、オートロック付マンション☆

1K 宮田町 ウェルス下関 603  37,000  3,000 - - 有り  10,000 代理 即入居可能 エレベーター、オートロック付マンション☆

1K 宮田町 ウェルス下関 605  37,000  3,000 - - 有り  10,000 代理 要相談 エレベーター、オートロック付マンション☆

1K 宮田町 ウェルス下関 705  42,000  3,000 - - 有り  10,000 代理 即入居可能 ストイレ別☆エレベーター、オートロック付マンション☆

1K 生野町 コンブレ―生野 205  37,000  3,000 - - 付近有り  7,000 貸主 即入居可能 敷金・礼金・手数料ゼロ☆ジェイコム in my room 120MWi-Fi無料★市立大学まで徒歩5分♪ハウス
メーカーのマンション！綺麗でオススメ☆

1K 東向山町 コーポ東向山 205  29,000  3,000 - - 付近有り  6,000 代理 指定時期 【ゼロ賃貸 対象】インターネット無料・使い放題♪家電付の1Kアパート★梅光学院大学学生にオスス
メです★

1K 川中豊町 フルールハイム 104  27,000  3,000 - - 無し 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】★ジェイコムin my room 120M WiFi無料☆

1K 丸山町 祥光ハイツ 102  27,000  2,000 - - 付近有り  7,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】家賃プラス2,000円で設備設置します(冷蔵庫・洗濯機・1口コンロ）！

1K 丸山町 祥光ハイツ 106  27,000  2,000 - - 付近有り  7,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】家賃プラス2,000円で設備設置します(冷蔵庫・洗濯機・1口コンロ）！

1K 丸山町 祥光ハイツ 107  27,000  2,000 - - 付近有り  7,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】家賃プラス2,000円で設備設置します(冷蔵庫・洗濯機・1口コンロ）！

1K 稗田町 祥光マンション 207  26,000  1,000 - - 有り  4,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fiインターネット導入！賃料プラス2,000円で家電(冷蔵庫・洗濯機・一口コ
ンロ)付プランあり♪

1K 神田町 ＢＲＩＣＫ ＧＡＲＤＥＮ 105  37,000  3,000 - 1 有り  4,000 代理 指定時期 敷金ゼロ！WiFiインターネット無料☆木目調アクセントクロスでオシャレな１K★嬉しい家電付！冷
蔵庫・洗濯機・エアコン・モニターフォン・LED照明♪

1K 上新地町 レジデンス丸真 101  34,000  3,000 - - 有り  5,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room 120M Wi-Fi無料★

1K 上新地町 レジデンス丸真 102  33,000  3,000 - - 有り  5,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room 120M Wi-Fi無料★オシャレな照明&モニターホン&温水洗
浄便座設置☆

1K 上新地町 レジデンス丸真 205  33,000  3,000 - - 有り  5,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room 120M Wi-Fi無料★

1K 東大和町 ツインパレス 505  39,000  4,000 - - 付近有り  10,000 代理 指定時期 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fi＆防犯カメラ設置！！嬉しい家電設備付★

1K 東大和町 ツインパレス 803  40,000  4,000 - - 付近有り  10,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fi＆防犯カメラ設置！！嬉しい家電設備付★

1K 東向山町 2F  27,000  2,000 - 1 付近有り  6,000 代理 即入居可能 敷金不要！室内リノベーション済でキレイ☆エアコン新設します☆バス停まで徒歩2分!バストイレ別
☆

1K 安岡町 パレーシャルＡ 101  23,000  2,000 - - 付近有り  4,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】初期費用お得です☆ジェイコム in my room 12M 無料！

1K 安岡町 パレーシャルＡ 105  23,000  2,000 - - 付近有り  4,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】初期費用お得です☆ジェイコム in my room 12M 無料！

1K 安岡町 パレーシャルＡ 207  23,000  2,000 - - 付近有り  4,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】初期費用お得です☆ジェイコム in my room 12M 無料！

1K 細江町 ハーアインビル 303  23,000  3,000 - - 無し 代理 即入居可能 敷金礼金ゼロ☆豊前田町繁華街☆下関駅徒歩圏内♪バストイレ別!!室内キレイです☆

1K 藤附町 ヴィラージュ藤A棟 103  26,000  2,000 - - 有り  3,500 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room120M Ｗｉ-Ｆｉ無料♪下関短期大学まで徒歩約６分！

1K 藤附町 ヴィラージュ藤A棟 105  26,000  2,000 - - 有り  3,500 代理 指定時期 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room120M Ｗｉ-Ｆｉ無料♪下関短期大学まで徒歩約６分！

1K 中之町 ニシビル 56  33,000  2,000 - - 有り  10,000 代理 即入居可能

1K ハイツサングリーン 102  30,000  2,000 - 1 有り  6,000 代理 即入居可能 敷金なし・礼金1ヶ月！和室→洋室へリノベーション済☆フローリング&エアコンは新品です！ゆった
りキッチンが魅力の1K☆駐車場空きあり！

1DK ブルーハイツ 101  38,000  3,000 - - 有り  3,500 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fi インターネット・防犯監視カメラ導入済！毎日のお料理に嬉しい広々流
し台＆キッチン♪

1DK ブルーハイツ 201  38,000  3,000 - - 有り  3,500 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fi インターネット・防犯監視カメラ導入済！毎日のお料理に嬉しい広々流
し台＆キッチン♪

1DK ブルーハイツ 402  38,000  3,000 - - 有り  4,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fi インターネット・防犯監視カメラ導入済！エアコン新設！広々流し台＆
キッチン♪

1DK 幸町 永冨ビルⅠ 303  29,000  1,000 - - 付近有り  10,000 代理 即入居可能

1LDK 丸山町 ポートヒルズ丸山Ⅲ 201  62,000  3,000 1 1 有り  6,000 貸主 即入居可能 手数料不要！リノベーション済☆ゆったり広々18帖LDK&大容量クローゼット！ローソンまで徒歩1
分！対面キッチンで快適♪

1LDK 筋川町 マーメイドフラット 210  49,000  3,000 - - 有り  4,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】★無料WiFiインターネット導入！海が見えてオシャレなアクセントクロスのあるお
部屋♪

1LDK 筋ケ浜町 マーメイドフラットⅡ 101  55,000  3,000 - - 有り  4,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fi インターネット・防犯監視カメラ導入済！アクセントクロスにホワイト
カラーのフローリングでスタイリッシュ♪

1LDK 後田町 メゾンひろ４号館 301  30,000 - - 有り  5,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】H24年大幅リフォーム済!!各階２世帯のアパート♪

1LDK 302  33,000  2,000 - - 代理 指定時期

1LDK 竹崎町 書ビル 3F  58,000  3,000 1 1 付近有り  13,000 代理 即入居可能 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☆

1LDK 竹崎町 書ビル 4F  56,000  3,000 1 1 付近有り  13,000 代理 即入居可能 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☆

≪お問い合わせ先≫

０８３-２３４-１３００ 又は  LINE ⇒
≪　住　居　≫

㈱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。



間取 町 名 物件名 号室 賃 貸 料 共 益 費 敷金 礼金 駐車場 駐車料 形態 引渡時期 コメント

≪お問い合わせ先≫

０８３-２３４-１３００ 又は  LINE ⇒
≪　住　居　≫

㈱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。

1LDK プロートン泰平 605  53,000  4,000 - - 付近有り  10,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】諸費用0円！！内装リノベーションでリニューアル☆スポットライト照明器具＆デ

2K 大字東須恵 富士ビル 202  36,000  3,000 - - 有り  3,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料WiFiインターネット導入！2020年3月リノベーション完成☆

2K 大字東須恵 富士ビル 301  36,000  3,000 - - 有り  3,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料WiFiインターネット導入！2020年3月リノベーション完成☆

2K 大字東須恵 富士ビル 302  36,000  3,000 - - 有り  3,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料WiFiインターネット導入！2020年3月リノベーション完成☆

2K 大字東須恵 富士ビル 401  36,000  3,000 - - 有り  3,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料WiFiインターネット導入！2020年3月リノベーション完成☆

2K 大字東須恵 富士ビル 402  36,000  3,000 - - 有り  3,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料WiFiインターネット導入！2020年3月リノベーション完成☆

2K 大字東須恵 富士ビル 403  36,000  3,000 - - 有り  3,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料WiFiインターネット導入！2020年3月リノベーション完成☆

2K 宮田町 ウェルス下関 301  46,000  3,000 - - 有り  10,000 代理 即入居可能 オートロック付マンション☆

2K 神田町 ロイヤルセゾン 302  43,000  2,000 - - 付近有り  5,000 代理 指定時期 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room120M WiFi無料・スマホ動画(YouTube、AbemaTV)がお持
ちのTVで視聴可&ケーブル放送標準装備☆

2K 大平町 スカイガーデン 206  38,000  2,000 - 2 有り  3,000 代理 指定時期 敷金なし！ジェイコム in my room 12M 無料★外壁・全面リノベーション済☆サイディング全面貼替
しました！エアコン&照明、新設予定です☆

2K 上新地町 桜山ハイツ Ⅱ-103  36,000  2,000 1 1 有り  3,000 代理 即入居可能 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！

2K 山手町 寿仙荘 101  32,500  2,500 - - 有り  5,000 代理 即入居可能 敷金・礼金ゼロ！下関駅徒歩圏内！日当り良し♪近日、外装塗装予定！

2K 山手町 寿仙荘 203  29,000 - - 有り  5,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】下関駅徒歩圏内！日当り良し♪近日、外装塗装予定！

2K 山手町 寿仙荘 302  32,500  2,500 - - 有り  5,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】下関駅徒歩圏内！日当り良し♪近日、外装塗装予定！

2K 1F  25,000 1 1 付近有り  8,000 代理 即入居可能

2K 幸町 幸コーポ 5  30,000  2,000 - - 付近有り  10,000 代理 即入居可能

2K 後田町 杉山アパート 1F  33,000 - - 有り  2,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】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☆

2K 竹崎町 向野ビル 206  32,000  2,000 - - 付近有り  11,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】下関駅まで徒歩5分の好立地！グリーンモール通りすぐ！

2K 竹崎町 向野ビル 301  32,000  2,000 - - 付近有り  11,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】下関駅まで徒歩5分の好立地！グリーンモール通りすぐ！

2K 笹山町 笹山町1-9貸家 Ｏ  45,000 1 1 有り 代理 即入居可能 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♪

2K すみれ荘 5  29,000 - 1 付近有り  8,000 代理 即入居可能 敷金なし！高台なので眺望良好★下関駅徒歩圏内♪２Ｋお手頃賃料★

2K 武久町 1F-1  28,000 1 1 付近有り  4,000 代理 即入居可能 お手頃賃料で幡生駅周辺でお探しの方に☆ 角部屋♪

2K 中之町 ニシビル 31  42,000  2,000 - - 有り  10,000 代理 即入居可能

2K 中之町 ニシビル 41  42,000  2,000 - - 有り  10,000 代理 即入居可能

2K 中之町 ニシビル 45  45,000  2,000 - - 有り  10,000 代理 即入居可能

2K 丸山町 ハイツ名池 101  36,000  2,000 - - 付近有り  7,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】静かな住環境♪保育園・小学校近く♪日当たり良好☆

2K 岬之町 松山アパート 102  34,000  1,000 - - 有り  10,000 仲介 即入居可能 敷金礼金なし!!初期費用お得です☆１F庭付、洗濯物干せます☆
2K 岬之町 松山アパート 105  34,000  1,000 - - 付近有り  10,000 仲介 即入居可能 下関駅徒歩圏内！！プラザホテル下関向い側！敷金礼金なし☆

2SK 上新地町 上新地町4丁目4-15貸家 Ｏ  33,000 1 1 付近有り  8,000 代理 即入居可能

2DK 富国アパート 203  44,000  2,000 - - 有り  5,000 貸主 指定時期 【ゼロ賃貸 対象】☆無料WI-Fiインターネット導入★ファミリー向けのリノベーション済アパート★

2DK ブルーハイツ 208  45,000  3,000 - - 有り  3,500 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fi インターネット・防犯監視カメラ導入済！毎日のお料理に嬉しい広々流
し台＆キッチン♪

2DK ブルーハイツ 307  45,000  3,000 - - 有り  3,500 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fi インターネット・防犯監視カメラ導入済！毎日のお料理に嬉しい広々流
し台＆キッチン♪

2DK ブルーハイツ 506  45,000  3,000 - - 有り  4,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fi インターネット・防犯監視カメラ導入済！毎日のお料理に嬉しい広々流
し台＆キッチン♪

2DK 大字際波 グリーンハイツ 103  29,000  1,000 - - 有り  3,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】初期費用お得です！！ユニットバスですが賃料もお手頃★

2DK 大字際波 グリーンハイツ 105  29,000  1,000 - - 有り  3,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】初期費用お得です！！ユニットバスですが賃料もお手頃★

2DK 大字際波 グリーンハイツ 201  29,000  1,000 - - 有り  3,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】☆初期費用お得です！！ユニットバスですが賃料もお手頃★

2DK 大字際波 グリーンハイツ 205  29,000  1,000 - - 有り  3,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】初期費用お得です！！ユニットバスですが賃料もお手頃★

2DK 大字際波 グリーンハイツ 206  29,000  1,000 - - 有り  3,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】初期費用お得です！！ユニットバスですが賃料もお手頃★

2DK 神田町 ロイヤルセゾン 301  43,000  2,000 - - 付近有り  5,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room120M WiFi無料・スマホ動画(YouTube、AbemaTV)がお持
ちのTVで視聴可&ケーブル放送標準装備☆

2DK 垢田町 若葉荘 201  32,000  1,000 - - 付近有り  5,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】ペット可(犬猫OK)！ペット飼育の場合、礼1、敷1追加となります。日当たり良好！

2DK 垢田町 若葉荘 202  32,000  1,000 - - 付近有り  5,000 代理 要相談 【ゼロ賃貸 対象】ペット可(犬猫OK)！ペット飼育の場合、礼1、敷1追加となります。日当たり良好！

2DK 大字田倉 田倉ハイツ 101  33,000  1,000 1 - 有り  3,000 代理 即入居可能 敷1ヵ月・礼なし！ 静かな環境♪ お手頃賃料♪ バストイレ別♪

2DK 大字田倉 田倉ハイツ 203  33,000  1,000 1 - 有り  3,000 代理 即入居可能 敷1ヵ月・礼なし！ 全室照明付き☆静かな環境♪ お手頃賃料♪ バストイレ別♪

2DK 彦島向井町 メゾン向井町 5  30,000 - - 付近有り  2,500 代理 指定時期 敷金・礼金ゼロ☆メゾネットタイプの2DK★和室メインの間取りで落ち着きのある生活ができます★
バス停まで徒歩１分で駅まで楽々お出かけ★

2DK メゾンひろ１号館 101  20,000 - - 付近有り  8,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】H30、9月にリフォーム済み☆お手頃お家賃でオススメ☆収納たっぷり！

2DK 後田町 メゾンひろ４号館 302  30,000 - - 有り  5,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】H24年大幅リフォーム済!!各階２世帯のアパート♪

2DK 貴船町 貴船町1丁目9-16貸家 住居1  33,000 1 1 付近有り  7,500 代理 即入居可能

2DK 貴船町 貴船町1丁目9-16貸家 住居2  33,000 1 1 付近有り  7,500 代理 即入居可能

2DK 貴船町 貴船苑 3  35,000 - - 有り  6,000 代理 即入居可能 り！

2DK 貴船町 貴船苑 4  40,000 - - 有り  6,000 代理 指定時期 り！

2DK 甲賀ハイツ 301  35,000  1,000 1 1 付近有り  8,000 代理 指定時期 ゆったり2DKで収納も十分♪バルコニーも広く通風＆日当たり良好★

2DK 椋野町 アーバン２７ 105  33,000  2,000 - - 有り  3,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】諸費用0円！！敷金・礼金ゼロ！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)♪

2DK 椋野町 アーバン２７ 305  33,000  2,000 - - 有り  3,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】諸費用0円！！敷金・礼金ゼロ！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)♪

2DK 岬之町 新本ビル（岬之町） 303  38,000  2,000 - - 有り  8,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】室内リノベーション済でキレイ☆日当たり＆眺望良好！生活便利な立地！洗濯物干
し場があります☆

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

2DK 赤間町 アサビル 403  40,000  2,000 1 - 付近有り  12,000 代理 即入居可能 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★

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

2LDK 一の宮町 メゾンドロワール 205  45,000  2,000 - - 有り  3,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room 40M WiFi導入★外装お洒落にリニューアル！



間取 町 名 物件名 号室 賃 貸 料 共 益 費 敷金 礼金 駐車場 駐車料 形態 引渡時期 コメント

≪お問い合わせ先≫

０８３-２３４-１３００ 又は  LINE ⇒
≪　住　居　≫

㈱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。

2LDK 一の宮町 メゾンドロワール 307  45,000  2,000 - - 有り  3,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room 40M WiFi導入★外装お洒落にリニューアル！

2LDK 一の宮町 メゾンドロワール 401  45,000  2,000 - - 有り  3,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room 40M WiFi導入★外装お洒落にリニューアル！

2LDK 一の宮町 メゾンドロワール 402  45,000  2,000 - - 有り  3,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】ジェイコム in my room 40M WiFi★外装お洒落にリニューアル！

2LDK 新地町 グローバル下関 303  68,000  2,000 1 1 付近有り  7,000 貸主 即入居可能 H28年にシステムキッチンと水周り全て(バスルーム・トイレ・シャンプードレッサーなど)新品新設☆
フルリフォーム済でキレイ★下関駅徒歩圏内◆分譲マンション賃貸☆

2LDK 第3祥光マンション 202  55,000  3,000 - 1 有り  5,000 代理 即入居可能 下関駅徒歩圏内☆10帖ゆったりリビングの2LDK♪カウンターのあるキッチン★

2LDK 武久町 ヴァムハウス 201  55,000  2,000 1 1 有り  3,000 代理 即入居可能 ジェイコムin my room 12M無料★2020年6月リノベーション完成！オシャレなホワイト色のフローリ
ングにアクセントクロス♪リビングエアコン新設☆

2LDK 東大和町 丸福ビル 304  42,000  2,000 - - 有り  8,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】下関駅徒歩6分！シーモール駐車場近く♪日産向い側！

2LDK 東大和町 丸福ビル 404  42,000  2,000 - - 有り  8,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】下関駅徒歩6分！シーモール駐車場近く♪日産向い側！

2SLDK 3  30,000 - - 付近有り  9,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】H28年12月一部改装済☆下関駅徒歩圏内!バス停近く☆

3K 中之町 ニシビル 46  49,000  2,000 - - 有り  10,000 代理 即入居可能

3K 中之町 ニシビル 57  47,000  2,000 - - 有り  10,000 代理 要相談

3DK 富国アパート 201  55,000  2,000 - - 有り  5,000 貸主 指定時期 【ゼロ賃貸 対象】☆無料WI-Fiインターネット導入★ファミリー向けのリノベーション済アパート★

3DK 勝谷新町 館コーポ 102  43,000  2,000 - - 有り  3,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】大好きなペットと暮らせる物件です（犬・猫OK！敷金礼金各1ヶ月プラス）♪

3DK 勝谷新町 館コーポ 202  43,000  2,000 - - 有り  3,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】大好きなペットと暮らせる物件です（犬・猫OK！敷金礼金各1ヶ月プラス）♪

3DK 東大和町 丸福ビル 301  46,000  2,000 - - 有り  8,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】下関駅徒歩6分！シーモール駐車場近く♪日産向い側！

3DK 竹崎町 下関コープビル 803  43,000 - - 付近有り  12,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】お手頃お家賃なメゾネットタイプの３DK★グリーンモール内のエレベーター付マ
ンション♪

3DK 竹崎町 下関コープビル 805  43,000 - - 付近有り  11,880 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】お手頃お家賃なメゾネットタイプの３DK★グリーンモール内のエレベーター付マ
ンション♪

3DK 竹崎町 下関コープビル 904  43,000 - - 付近有り  12,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】お手頃お家賃なメゾネットタイプの３DK★グリーンモール内のエレベーター付マ
ンション♪

3DK 員光町 コンフレール田園 203  40,000  2,000 - - 有り 代理 即入居可能 敷金・礼金ゼロ☆駐車場1台賃料込み☆閑静な住宅街ですぐ近くに公園あり★陽当たり＆風通し良好！

3LDK 富国アパート 501  53,000  2,000 - - 有り  5,000 貸主 指定時期 【ゼロ賃貸 対象】☆無料WI-Fiインターネット導入★ファミリー向けのリノベーション済アパート★

3LDK タウンズメッセⅡ 302  63,000  4,000 - - 有り  5,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fiインターネット&防犯監視カメラ導入！

3LDK タウンズメッセⅡ 403  63,000  4,000 - - 有り  5,000 貸主 指定時期 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fiインターネット&防犯監視カメラ導入！

3LDK タウンズメッセⅡ 405  65,000  4,000 - - 有り  5,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fiインターネット&防犯監視カメラ導入！

3LDK タウンズメッセⅡ 503  63,000  4,000 - - 有り  5,000 貸主 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】無料Wi-Fiインターネット&防犯監視カメラ導入！

3LDK 第3祥光マンション 203  63,000  3,000 - 1 有り  5,000 代理 即入居可能 敷金ゼロ！現在リフォーム中！室内キレイになります☆下関駅徒歩圏内☆10.5帖ゆったりリビング(エ
アコン付)の3LDK♪

3LDK 大坪本町 メゾンマーシャル 201  53,000  2,000 - 1 有り  3,000 代理 即入居可能 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♪

3LDK 菊川町大字田部 クローバ４Ｌ 201  50,000  2,000 - - 無し 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】広々とした3LDK！収納たっぷり！ベランダ有り！

3LDK 菊川町大字田部 クローバ４Ｌ 202  50,000  2,000 - - 無し 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】広々とした3LDK！収納たっぷり！ベランダ有り！

3LDK 筋川町 筋川ハイツ 102  58,000  3,000 1 1 有り  4,000 代理 即入居可能 筋川町3LDK！火の山・関門橋を眺望☆明るくて風通しも良好！

3LDK 勝谷新町 サンシャイン勝谷 106  60,000  4,000 1 - 有り  2,000 仲介 即入居可能

3LDK 勝谷新町 サンシャイン勝谷 402  57,000  4,000 1 - 有り  2,000 仲介 即入居可能

3LDK 勝谷新町 サンシャイン勝谷 403  57,000  4,000 1 - 有り  2,000 仲介 即入居可能

3SDK 貴船町 貴船町2丁目16-5貸家 Ｏ  38,000 1 1 付近有り  7,000 代理 即入居可能 椋野トンネル近く、合同庁舎や山口合同ガス近くの平屋です♪とても静かな環境です☆

3SLDK 竹崎町 下関コープビル 501  40,000 - - 付近有り  12,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】お手頃お家賃なメゾネットタイプの３SLDK★グリーンモール内のエレベーター付
マンション♪

3SLDK 竹崎町 下関コープビル 506  40,000 - - 付近有り  11,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】お手頃お家賃なメゾネットタイプの３SLDK★グリーンモール内のエレベーター付
マンション♪

3SLDK 竹崎町 下関コープビル 512  40,000 - - 付近有り  12,000 代理 即入居可能 【ゼロ賃貸 対象】お手頃お家賃なメゾネットタイプの３SLDK★グリーンモール内のエレベーター付
マンション♪

4K Ｏ  38,000 1 1 付近有り  6,000 代理 即入居可能 下関駅徒歩15分圏内でバス停近く♪ 郵便局、下関医療センター近く♪

4DK 山の田東町 山の田東町2-16貸家 Ｏ  45,000 1 - 付近有り  8,000 仲介 即入居可能 プードレッサー、エアコン3基、2口コンロ、モニターフォン新品です♪

4SDK 竹崎町 竹崎町1丁目12-15貸家 Ｏ  35,000 1 1 付近有り  6,000 代理 即入居可能 下関駅まで7分!!豊前田まで徒歩4分!!高台にありますが、シーモール・飲食店・銀行など近く生活に便
利な立地です♪

5LDK 筋ヶ浜町 筋ヶ浜町12-13貸家① Ｏ  65,000 1 1 有り 代理 指定時期 リノベーション完了しました♪温水洗浄便座・洗面ドレッサー・追い焚き機能★ゆったり広々な間取
です♪



間取 町 名 物件名 号室 賃 貸 料 共 益 費 敷金 礼金 駐車場 駐車料 形態 引渡時期 コメント
２フロア 伊崎町 伊崎町1丁目1-7店舗 2  25,000 1 - 無し 代理 即入居可能 国道191沿い☆伊崎消防署横☆賃料値下げ!敷礼お得!

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

1フロア 東大和町 丸福ビル 205  43,000  4,500 1 1 有り  8,000 代理 即入居可能
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♪

1フロア 東大和町 丸福ビル 206  43,000  4,500 1 1 有り  8,000 代理 即入居可能
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♪

1フロア 伊崎町 三楽ビル 2F  45,000 1 1 付近有り  8,000 仲介 即入居可能
国道１９１号線沿い!!伊崎消防署並び☆近隣はスナックや居酒屋が立ち並んで
います♪

1フロア 竹崎町 向野ビル 107  50,000 - - 付近有り  11,000 代理 即入居可能 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!

1フロア 勝谷新町 サンシャイン勝谷 1F-4  55,000 1 1 有り  2,000 代理 即入居可能
り！

1フロア 竹崎町 田﨑ビル 1-A  55,000 1 1 付近有り  11,000 代理 即入居可能
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♪

1フロア 東大和町 丸福ビル 201  58,000  4,500 1 1 有り  8,000 代理 即入居可能
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♪

3LDK+店舗(幸町 幸町1-6住居付店舗 右 Ｏ  70,000 1 2 有り  5,000 代理 即入居可能
スの前！

1フロア 竹崎町 Ｋビル（竹崎町） 3F  70,000 1 1 無し 代理 即入居可能
賃料大幅値下げ！！約29坪ワンフロアー☆下関駅近♪♪グリーンモール入口
すぐのビル３F！

1フロア プロートン泰平 2F-F  70,000 1 1 付近有り  10,000 仲介 要相談

1フロア 竹崎町 松原ビルⅡ 2F  71,500 - - 付近有り  13,000 代理 指定時期
H29年リノベーション・テナント物件☆下関駅やシーモールまで近いので、
事務所やダンススタジオなどいかがでしょうか♪

1フロア 王司神田 王司店舗 C  77,000 1 1 有り 代理 即入居可能 王司神田の1階ロードサイドの店舗！ファミリーマートの目の前♪

1フロア 勝谷新町 サンシャイン勝谷 1F-3  77,000 1 1 有り  2,000 代理 即入居可能
り！

1フロア ＩＭビル 1-B  88,000  3,000 1 - 有り  4,000 貸主 即入居可能
礼金ゼロ＆当社貸主につき仲介手数料不要！前面ガラス張りで間口が明るい
1Fテナント♪建物裏に駐車場あり★

1フロア 細江町1丁目 Ｒｏｓｅｖｉｌｌｅ 2-A  88,000  5,000 1 - 無し 貸主 即入居可能
礼金＆仲介手数料なし☆豊前田繁華街メイン通り★Ｂａｒの居抜き店舗★エ
クセレントビル横！下関駅徒歩圏内！オススメ立地良好☆

1フロア 豊前田町 ＳＭＡビル 3F  88,000 2 2 無し 貸主 即入居可能
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！

山の田東町 山の田ビル 3Ｆ  88,000 1 1 付近有り  5,000 貸主 即入居可能
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☆

1フロア ＩＭビル 1-D  95,000 1 - 有り  4,000 貸主 指定時期
礼金ゼロ&当社貸主につき仲介手数料不要！前面ガラス張りで間口が明るい
1Fテナント♪建物裏に駐車場あり★

1フロア 幸町 永冨ビルⅡ 1F  100,000 1 1 有り  5,000 代理 即入居可能 パチンコテキサス目の前☆角地で目立ちます！！１Ｆ部分★

岬之町 新本ビル（岬之町） Ｏ  100,000 1 1 有り  10,000 仲介 即入居可能
★事務所としても利用可能♪

1フロア 竹崎町 Ｋビル（竹崎町） 2F  100,000 - - 無し 代理 即入居可能
下関駅徒歩2分★グリーンモール入口すぐのビル２F！ログハウス風の内装の
居抜き物件ですぐに開業できます♪

1フロア 細江町1丁目 Ｒｏｓｅｖｉｌｌｅ 1-A  132,000 1 - 無し 貸主 即入居可能
礼金＆仲介手数料なし☆豊前田繁華街メイン通り☆螺旋階段♪1階でオススメ
の良好立地！内装あり★

山の田東町 山の田ビル 2Ｆ  132,000 1 1 付近有り  5,000 貸主 即入居可能
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☆

1フロア プロートン泰平 1F-D  135,000 1 1 付近有り  10,000 仲介 即入居可能

事務所 岬之町 ポートハイツ岬之町 202  150,000 2 2 有り 代理 即入居可能
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！

1フロア 豊前田町 ＳＭＡビル 2F  165,000 2 2 無し 貸主 即入居可能
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！

山の田東町 山の田ビル 1F-右  203,500 1 1 付近有り  5,000 貸主 即入居可能
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☆

≪お問い合わせ先≫

０８３-２３４-１３００ 又は  LINE ⇒
≪事務所・店舗≫

㈱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。



 

住む子ちゃん通信 掲載物件 限定 

有効期限：2020 年８月 5 日迄 

初期経費より 

※その他クーポン・割引と併用不可 

初回来店時、スタッフに

お渡し下さい。 

Facebook Twitter instagram 

賃 貸 

お部屋や、お家 

駐車場を借りたい 

売 買 

家や土地などを 

買いたい売りたい 

 

 

 

１）お問合せされたい方の 

QR コードを読み込む 
 

２）“LINE を開く”をタップ 
 

３）“トーク”をタップ 
 

４）お客様のフルネームを 

送信してください 
 

５）お問合せ内容を送信してください 

簡単 ＬＩＮＥでお問合せ 
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発
刊

〒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。

Ｇｏｏｇｌｅ口コミ

宜しくお願いします！


