
ペット 敷金 礼金 物件名 部屋No. 地域 間取り 部屋状況 賃料 24Hｻﾎﾟｰﾄ 駐車場 ネット無料 設備・備考

● なし なし スペースコロニー 305 神宮東 １Ｋ 現空 ¥29,500 ¥880 - エアコン　ペット可（礼金＋1ヵ月）　外国の方ＯＫ

● なし なし スペースコロニー 502 神宮東 １Ｋ 現空 ¥29,500 ¥880 - エアコン　ペット可（礼金＋1ヵ月）　外国の方ＯＫ　※家電6点付（テレビ・冷蔵庫・炊飯器など）

１ヵ月 １ヵ月 今村コーポ 307 鶴島 １Ｋ 現空 ¥35,000 ¥880 ¥4,400 ● エアコン　バス・トイレ別　ネット無料

１ヵ月 １ヵ月 今村コーポ 401 鶴島 １Ｋ リノベ工事中 ¥880 ¥4,400 ● リノベ工事中

１ヵ月 １ヵ月 今村コーポ 406 鶴島 １Ｋ 現空 ¥35,000 ¥880 ¥4,400 ● エアコン　バス・トイレ別　ネット無料

１ヵ月 １ヵ月 ＹＤハイツ 203 清水 １Ｋ 現空 ¥29,500 ¥880 ¥4,400 エアコン　バス・トイレ別

１ヵ月 １ヵ月 パレインヴィラ６９ 302 広島 １Ｋ 現空 ¥38,000 ¥880 - リフォーム済　エアコン・ガスコンロ・冷蔵庫・洗濯機付

１ヵ月 １ヵ月 パレインヴィラ６９ 305 広島 １Ｋ 現空 ¥45,000 ¥880 - リフォーム済　エアコン付き

１ヵ月 １ヵ月 パレインヴィラ６９ 401 広島 １Ｋ 現空 ¥45,000 ¥880 - リフォーム済　エアコン・ガスコンロ・冷蔵庫・洗濯機付

１ヵ月 １ヵ月 パレインヴィラ６９ 403 広島 １Ｋ 現空 ¥45,000 ¥880 - リフォーム済　エアコン・ガスコンロあり

１ヵ月 １ヵ月 パレインヴィラ６９ 406 広島 １Ｋ 現空 ¥45,000 ¥880 - リフォーム済　エアコン・ガスコンロあり

１ヵ月 １ヵ月 マルカツビル 205 昭和町 １Ｋ 現空 ¥29,500 ¥880 - エアコン・冷蔵庫付き

１ヵ月 １ヵ月 ＪＪ.ＢＬＤⅡ 305 大島 １Ｋ 現空 ¥30,000 ¥880 - エアコン　バス・トイレ別

１ヵ月 １ヵ月 Ｓ・Ｔクローバー 104 瀬頭 1R+ﾛﾌﾄ 現空 ¥30,000 ¥880 - ● ロフト付き　エアコン　バス・トイレ別　ネット無料

１ヵ月 １ヵ月 Ｓ・Ｔクローバー 203 瀬頭 1R+ﾛﾌﾄ 現空 ¥30,000 ¥880 - ● ロフト付き（ベッドあり）　エアコン　バス・トイレ別　ネット無料

ペット 敷金 礼金 物件名 部屋No. 地域 間取り 部屋状況 賃料 24Hｻﾎﾟｰﾄ 駐車場 ネット無料 設備・備考

1ヶ月 1ヶ月 県庁北ビル 201 橘通東 1R 現空 ¥45,000 ¥880 ¥8,800 ● エアコン　バス・トイレ別　・水道料月額3,500円・インターネット無料・駐車場近隣

１ヵ月 １ヵ月 チェリーブロッサムⅠ 102 桜町 １ＬＤＫ 現空 ¥55,000 ¥880 1台込 ● エアコン　バス・トイレ別　シャンプードレッサー　浴室乾燥付　ネット無料

１ヵ月 １ヵ月 チェリーブロッサムⅠ 203 桜町 １ＬＤＫ 現空 ¥55,000 ¥880 1台込 ● エアコン　バス・トイレ別　シャンプードレッサー　浴室乾燥付　ネット無料

1ヶ月 1ヶ月 チェリーブロッサムⅢ 301 桜町 １ＬＤＫ 現空 ¥55,000 ¥880 1台込 ● エアコン　バス・トイレ別　シャンプードレッサー　浴室乾燥付　ネット無料

1ヶ月 1ヶ月 アルフォンス清水壱番館 401 清水 １ＬＤＫ 現空 ¥40,000 ¥880 - エアコン　バス・トイレ別　

１ヵ月 １ヵ月 くるみハウス 401 大工 １ＬＤＫ 現空 ¥60,000 ¥880 1台込 エアコン　バス・トイレ別　シャンプードレッサー　超広々リビング

ペット 敷金 礼金 物件名 部屋No. 地域 間取り 部屋状況 賃料 24Hｻﾎﾟｰﾄ 駐車場 ネット無料 設備・備考

１ヵ月 １ヵ月 ディアス清水 103 清水 ２ＤＫ 現空 ¥45,000 ¥880 - ● 共益費￥4,000　エアコン　バス・トイレ別　和室１・洋室１　ネット無料　フリーレント1ヵ月

１ヵ月 １ヵ月 コーポ藤川 101 北権現 ２ＤＫ 現空 ¥35,000 ¥880 1台込 バス・トイレ別　和室１・洋室１

１ヵ月 １ヵ月 コーポ藤川 205 北権現 ２ＤＫ 現空 ¥35,000 ¥880 1台込 バス・トイレ別　和室２　鍵オープン

１ヵ月 １ヵ月 第一祇園ハイツ 201 祇園 ２ＤＫ 現空 ¥53,000 ¥880 1台込 ● リノベ済　エアコン　バス・トイレ別　シャンプードレッサー　室内洗濯機　ネット無料

１ヵ月 １ヵ月 第一祇園ハイツ 202 祇園 ２ＤＫ 現空※ ¥53,000 ¥880 1台込 ● リノベ済　エアコン　バス・トイレ別　シャンプードレッサー　室内洗濯機　ネット無料　※申込後工事

● １ヵ月 １ヵ月※ Ｍマンション 8 佐土原 ２ＤＫ 工事中 ¥35,000 ¥880 1台込 バス・トイレ別　和室あり　※ペット飼育時+礼金1ヵ月

ペット 敷金 礼金 物件名 部屋No. 地域 間取り 部屋状況 賃料 24Hｻﾎﾟｰﾄ 駐車場 ネット無料 設備・備考

1ヶ月 1ヶ月 第１中村マンション 401 花ヶ島 ２ＬＤＫ 現空 ¥50,000 ¥880 1台込 ●  リノベ済　エアコン　バス・トイレ別　独立洗面台　室内洗濯機　ネット無料

1ヶ月 1ヶ月 第２中村マンション 306 花ヶ島 ２ＬＤＫ 現空 ¥55,000 ¥880 1台込 ●  リノベ済　エアコン　バス・トイレ別　独立洗面台　室内洗濯機　ネット無料

１ヶ月 １ヶ月 第２中村マンション 403 花ヶ島 ２ＬＤＫ 現空 ¥55,000 ¥880 1台込 ●  リノベ済　エアコン　バス・トイレ別　独立洗面台　室内洗濯機　ネット無料

１ヵ月 １ヵ月 ＹＤハイツ 102 清水 ２ＬＤＫ 現空 ¥40,000 ¥880 ¥4,400 １Ｋの２部屋をまとめて２ＬＤＫにリノベ工事しました！

１ヵ月 １ヵ月 第一都成ハイツ 302 宮崎駅東 ２ＬＤＫ 現空 ¥60,000 ¥880 ¥8,000 ● リノベ済　エアコン　バス・トイレ別　シャンプードレッサー　室内洗濯機　ネット無料

１ヵ月 １ヵ月 くるみハウス 203 大工 １ＳＬＤＫ 工事中 ¥60,000 ¥880 1台込 リノベ工事中　【エアコン　バス・トイレ別　シャンプードレッサー　室内洗濯機】 予定

ペット 敷金 礼金 物件名 部屋No. 地域 間取り 部屋状況 賃料 24Hｻﾎﾟｰﾄ 駐車場 ネット無料 設備・備考

１ヵ月 １ヵ月 第二祇園ハイツ 301 祇園 ３ＤＫ 現空 ¥45,000 ¥880 1台込 ● 非リノべ　和室２部屋・洋室１部屋

１ヵ月 １ヵ月 くるみハウス 202 大工 ３ＬＤＫ 現空 ¥40,000 ¥880 1台込 非リノべ　和室３部屋

宮崎市北部 1R ・ 1K ・ 1DK

宮崎市北部 1LDK

宮崎市北部 2LDK

宮崎市北部 3DK ・ 3LDK

宮崎市北部 2DK

株式会社ダイナ 空室一覧 ＴＥＬ：0985-38-5563

ＦＡＸ：0985-28-0902



ペット 敷金 礼金 物件名 部屋No. 地域 間取り 部屋状況 賃料 24Hｻﾎﾟｰﾄ 駐車場 ネット無料 設備・備考

1ヵ月 1ヵ月 アカネアネックス宮崎 102 太田 １Ｋ 現空 ¥35,000 ¥880 ¥4,400 ● フリーレント1ヶ月　リノベ済　エアコン　バス・トイレ別　シャンプードレッサー　室内洗濯機　ネット無料　都市ガス

1ヵ月 1ヵ月 アカネアネックス宮崎 302 太田 １Ｋ 現空 ¥29,500 ¥880 ¥4,400 ● フリーレント1ヶ月　エアコン バス・トイレ別 シャンプードレッサー ネット無料 都市ガス 軽のみ

1ヵ月 1ヵ月 アカネアネックス宮崎 305 太田 １Ｋ 現空 ¥29,500 ¥880 ¥4,400 ● フリーレント1ヶ月　エアコン バス・トイレ別 シャンプードレッサー ネット無料 都市ガス 軽のみ

1ヵ月 1ヵ月 ＪＪ・ＢＬＤ 501 大淀 １Ｋ 現空 ¥29,500 ¥880 - リフォーム済　エアコン　バス・トイレ別　

1ヵ月 1ヵ月 ＪＪ・ＢＬＤ 502 大淀 １Ｋ 現空 ¥29,500 ¥880 - リフォーム済　エアコン　バス・トイレ別　

1ヵ月 1ヵ月 ＪＪ・ＢＬＤ 505 大淀 １Ｋ 現空 ¥29,500 ¥880 - リフォーム済　エアコン　バス・トイレ別　

なし 1ヵ月 フレクション恒久Ⅰ 302 恒久 １Ｋ 現空 ¥25,000 ¥880 - 共益費￥2,000　リフォーム済　バス・トイレ別　クローゼット　シューズボックス

なし 1ヵ月 フレクション恒久Ⅰ 506 恒久 １Ｋ 現空 ¥25,000 ¥880 - 共益費￥2,000　リフォーム済　バス・トイレ別　クローゼット　シューズボックス

● 1ヵ月 １ヵ月※ 21コスモス恒久 304 恒久 １Ｒ 現空 ¥34,000 ¥880 ¥5,500 ● エアコン　バス・トイレ別　ネット無料　オートロック　※ペット飼育時+礼金1ヵ月

● 1ヵ月 １ヵ月※ 21コスモス恒久 305 恒久 １ＤＫ 現空 ¥34,000 ¥880 ¥5,500 ● エアコン　バス・トイレ別　ネット無料　オートロック　※ペット飼育時+礼金1ヵ月

1ヵ月 1ヵ月 コーポダイワ 102 恒久南 １ＤＫ 現空 ¥40,000 ¥880 1台込 エアコン・洋室12畳・ウォシュレット・独立洗面台・浴室トイレ別・室内洗濯機置き場

1ヵ月 1ヵ月 コーポダイワ 205 恒久南 １ＤＫ 現空 ¥40,000 ¥880 1台込 エアコン・洋室12畳・ウォシュレット・独立洗面台・浴室トイレ別・室内洗濯機置き場

● 1ヵ月 1ヵ月 ザ・ドラム 101 大淀 １ＤＫ 申込有 ¥45,000 ¥880 1台込 ● リフォーム済　エアコン　バス・トイレ別　ネット無料　オートロック　※駐車場敷地外小型車まで

ペット 敷金 礼金 物件名 部屋No. 地域 間取り 部屋状況 賃料 24Hｻﾎﾟｰﾄ 駐車場 ネット無料 設備・備考

１ヵ月 １ヵ月※ 21コスモス恒久 306 恒久 １ＬＤＫ 現空 ¥50,000 ¥880 ¥5,500 ● リノベ完了　エアコン　バス・トイレ別　ネット無料　オートロック　※ペット飼育時+礼金１ヵ月（猫不可）

● １ヵ月 １ヵ月※ 21コスモス恒久 303 恒久 ２ＤＫ 現空 ¥45,000 ¥880 ¥5,500 ● リフォーム済　エアコン　バス・トイレ別　ネット無料　オートロック　※ペット飼育時+礼金1ヵ月

● １ヵ月 １ヵ月※ 21コスモス恒久 403 恒久 ２ＤＫ 現空 ¥45,000 ¥880 ¥5,500 ● リフォーム済　エアコン　バス・トイレ別　ネット無料　オートロック　※ペット飼育時+礼金1ヵ月

１ヵ月 １ヵ月 第二岡上ビル 405 谷川 ２ＤＫ 現空 ¥35,000 ¥880 1台込 ● 非リノべ　エアコン　バス・トイレ別　和室あり　広々ルーフバルコニー

ペット 敷金 礼金 物件名 部屋No. 地域 間取り 部屋状況 賃料 24Hｻﾎﾟｰﾄ 駐車場 ネット無料 設備・備考

１ヵ月 １ヵ月 椎谷コーポ 205 恒久 ２ＬＤＫ 現空 ¥50,000 ¥880 1台込 リノベ済　エアコン　バス・トイレ別　シャンプードレッサー　室内洗濯機

ペット 敷金 礼金 物件名 部屋No. 地域 間取り 部屋状況 賃料 24Hｻﾎﾟｰﾄ 駐車場 ネット無料 設備・備考

１ヵ月 １ヵ月 第一岡上ビル 302 谷川 ３ＤＫ 現空 ¥37,000 ¥880 ¥3,300 ● 非リノべ　エアコン　バス・トイレ別　ネット無料

１ヵ月 １ヵ月 第二岡上ビル 205 谷川 ３ＤＫ 現空 ¥37,000 ¥880 なし ● 非リノべ　バス・トイレ別　和室３部屋　ネット無料

宮崎市南部 1R ・ 1K ・ 1DK

宮崎市南部 1LDK・2DK

宮崎市南部 2LDK

宮崎市南部 3DK ・ 3LDK



ペット 敷金 礼金 物件名 部屋No. 地域 間取り 部屋状況 賃料 24Hｻﾎﾟｰﾄ 駐車場 ネット無料 設備・備考

1ヵ月 1ヵ月 フジタ正手ハイツ 103 清武 １Ｋ 工事予定 ¥30,000 ¥880 ¥5,500 エアコン　バス・トイレ別

1ヵ月 1ヵ月 フジタ正手ハイツ 203 清武 １Ｋ 工事予定 ¥30,000 ¥880 ¥5,500 エアコン　バス・トイレ別

なし なし コーポ21加納 102 清武 １Ｒ 現空 ¥22,000 ¥880 ¥4,400 ● 共益費2,000円　エアコン　バス・トイレ別　ネット無料　ＪＲ加納駅近く　フリーレント1ヶ月

１ヵ月 １ヵ月 ダイナーズ橘 107 木原 1LDK 現空 ¥35,000 ¥880 ¥3,300 ● リノベ済　エアコン　バス・トイレ別・ネット無料・室内洗濯機

1ヵ月 1ヵ月 鈴木グリーンハイツＢ 102 木原 １Ｋ 現空 ¥35,000 ¥880 ¥4,400 ● エアコン　バス・トイレ別　独立洗面台　室内洗濯機　ネット無料　リノベ済

ペット 敷金 礼金 物件名 部屋No. 地域 間取り 部屋状況 賃料 24Hｻﾎﾟｰﾄ 駐車場 ネット無料 設備・備考

１ヵ月 なし シティパーク 210 木原 ２Ｋ 現空 ¥33,000 ¥880 ¥4,400 ● フリーレント1ヶ月　エアコン・給湯・シャワー・エレベーター・ネット無料

１ヵ月 なし シティパーク 302 木原 ２Ｋ 申込有 ¥33,000 ¥880 ¥4,400 ● フリーレント1ヶ月　エアコン・給湯・シャワー・エレベーター・ネット無料

1ヶ月 1ヶ月 リバーコート清武 201 船引 １ＬＤＫ 申込有 ¥42,000 ¥880 １台込 ● エアコン　バス・トイレ別　シャンプードレッサー　ネット無料

１ヵ月 １ヵ月 鈴木グリーンハイツＡ 105 木原 ２ＤＫ 申込有 ¥29,500 ¥880 ¥4,400 ● 非リノベ　エアコン　バス・トイレ別・ネット無料・室外洗濯機　畳１部屋・洋１部屋

１ヵ月 １ヵ月 鈴木グリーンハイツＡ 302 木原 ２ＤＫ 現空 ¥29,500 ¥880 ¥4,400 ● 非リノベ　エアコン　バス・トイレ別・ネット無料・室外洗濯機　畳１部屋・洋１部屋

※賃料は税別となっています。

ペット 敷金 礼金 物件名 部屋No. 地域 間取り 部屋状況 賃料（税別） 共益費 駐車場 ネット無料 設備・備考

2ヵ月 1ヵ月 青葉ビル 202 青葉 店舗 現空 ¥65,000 - 1台込 定額水道料1,320円　15坪の店舗事務所

2ヶ月 1ヵ月 スペースコロニー 1F 神宮東 店舗 現空 ¥80,000 - 前面2台込 テナント・事務所　どちらも可　現状渡し

2ヶ月 1ヶ月 アルフォンス清水壱番館 101 清水 店舗・事務所 現空 ¥50,000 - - テナント・事務所　どちらも可　現状渡し

2ヵ月 1ヵ月 日高ビル 202 清水 店舗・事務所 現空 ¥60,000 - ¥5,500 テナント・事務所　どちらも可　現状渡し　元 美容室

2ヶ月 1ヵ月 第一岡上ビル 103 谷川 店舗・事務所 現空 ¥60,000 - 1台込 テナント・事務所　どちらも可　現状渡し

2ヵ月 1ヵ月 鈴木グリーンハイツＣ 101 清武 店舗 現空 ¥50,000 - 縦列2台込 テナント・事務所　どちらも可　現状渡し　元 飲食店

2ヵ月 1ヵ月 鈴木グリーンハイツＣ 102 清武 店舗 現空 ¥60,000 - 縦列2台込 テナント・事務所　どちらも可　現状渡し　前面ガラス張り

2ヵ月 1ヵ月 ＪＪ・ＢＬＤ 3Ａ 大淀 事務所 現空 ¥28,000 - - テナント・事務所　どちらも可　現状渡し

2ヵ月 1ヵ月 ＪＪ・ＢＬＤ 3Ｂ 大淀 事務所 現空 ¥28,000 - - テナント・事務所　どちらも可　現状渡し

2ヵ月 1ヵ月 ＪＪ・ＢＬＤ 4Ｃ 大淀 事務所 現空 ¥40,000 - - テナント・事務所　どちらも可　現状渡し

2ヵ月 2ヵ月 Ｔ・Ｍビル 5Ｆ 松山 事務所 現空 ¥145,000 ¥7,000 - テナント・事務所　どちらも可　現状渡し　約90㎡

※駐車料は税込となっています。

保証金 礼金 物件名 部屋No. 地域 空き状況 解約予定 解約日付 駐車料 設備・備考

- - アズ・パーキング - 大橋 満車 ¥5,500

- - カワノパーキング - 丸山2丁目 満車 ¥3,300 5/26～軽自動車のみ1台　普通車1台

- - 河井田パーキング - 丸山2丁目 1台 ¥5,500

- - 桜町月極駐車場 - 桜町 1台 ¥3,300

- - 西池パーキング - 西池 満車 ¥6,050

- - マツヲパーキング - 大工 満車 ¥5,500

- - 木許駐車場 - 清水 １台 ¥9,900 軽自動車推奨

- - レビー丸島駐車場 - 丸島 満車 ¥6,600 大型車は要相談　　ジョイフル宮崎店近く

- - 谷山パーキング - 江平東 1台 ¥6,600 大型車は要相談

駐車場

テナント

清武・加納 1R ・ 1K ・ 1DK

清武・加納  1LDK ・ 2K ・ 2DK ・ 2LDK


