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名古屋、はじまる。

[RND]464953

名古屋駅前店
TEL.052-451-3400 FAX.052-451-3720

国土交通大臣免許（１）第９０５４号

〒453-0015 名古屋市中村区椿町15-21 
明治安田生命名古屋西口ビル２Ｆ

＜営業時間・定休日＞
４月～１月／9:00～18:00  水曜休（年末年始を除く）
２月～３月／9:00～18:00 無休

0120-749-077



●地下鉄東山線／亀島駅 徒歩４分
●ＪＲ線・地下鉄桜通線／名古屋駅 徒歩８分

徒歩 （600m）

Ａｔｙｐｅ
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■名古屋市西区牛島町２
■１９９５年３月完成
■鉄骨造１２Ｆ（全１２１室）
■設備
駐輪場／バイク置場／宅配BOX／エレベーター／コインランド
リー／ラジエントヒーター（１口・一部）／ＩＨコンロ（1口・一部）／
ヒーツ給湯／洗濯機置場（一部）／エアコン／シューズケース／
吊棚／タイルカーペット（一部）／フローリング調硬質フロア（一
部）／シューズケース／インターネット（有料）

●地下鉄鶴舞線／浅間町駅 徒歩７分
●名古屋市バス／明道町停 徒歩２分

徒歩
（1,040m）

Ａｔｙｐｅ
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【仲介】※取引条件有効期限'19/9/30

共益費●6,000円／月
水道代（洗濯機置場無）●1,429円／月（定額・税別）
水道代（洗濯機置場有）●1,905円／月（定額・税別）
敷金●70,000円／契約時お預り 損害保険●個別加入不要
賃貸保証料●委託必須※

2
●地下鉄東山線・桜通線／名古屋駅 徒歩７分
●ＪＲ／名古屋駅 徒歩７分

徒歩 （1,019m）

Ａｔｙｐｅ

３点付き

Ａｔｙｐｅ

徒歩 （1,220m）

＊駐車場利用条件：全７台
・保証金３５,２００円／契約時
・月額賃料１６,０００円／月（税別）
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月額

賃料

礼金

月額賃料１ヶ月分／契約時 なし

Ａｔｙｐｅ：２Ｆ～１２Ｆ（１２１室） ■専有面積17.81㎡ ■居室6.9帖

３２，０００円～４３，０００円

Atype：2F～12F（121室）

月額賃料

礼 金 更新料

共益費●6,000円／月
水道代（洗濯機置場有）●1,905円／月（定額・税別）
敷金●70,000円／契約時お預り 損害保険●個別加入不要
賃貸保証料●委託必須※

【仲介】※取引条件有効期限'19/9/30

月額

賃料

礼金

月額賃料１ヶ月分／契約時 なし

Ａｔｙｐｅ：２Ｆ～１２Ｆ（１２１室） ■専有面積31.55㎡ ■居室8.4帖

６１，５００円～６２，５００円

Ａtype：1F～4F（4室）

月額賃料

礼 金 更新料

■名古屋市中村区則武１
■１９８８年３月完成（２００８年１１月内装リニューアル）
■鉄筋コンクリート造５Ｆ（全１１室）
■設備
駐輪場／ＣＡＴＶ（有料）／ユニットバス（501号室のみ）／ラジエント
ヒーター(２口)／ガス給湯／エアコン／クローゼット／中扉／フローリ
ング調硬質フロア／インターネット（有料）／都市ガス

■名古屋市西区幅下２
■２０１３年３月完成
■鉄筋コンクリート造９Ｆ（全４４室）
■設備
防犯モニター／駐輪場／バイク置場(50CCのみ)／BS／エ
レベーター／洗面化粧台（ハンドシャワー付）／ラジエント
ヒーター（1口）／IHコンロ(１口)／電気給湯／エアコン／中
扉／フローリング調硬質フロア／インターネット（有料）／防
犯シャッター(１Fのみ)

月額

賃料

礼金

月額賃料１ヶ月分／契約時 なし

Ａｔｙｐｅ：２Ｆ～１２Ｆ（１２１室） ■専有面積23.88㎡～24.53㎡ ■居室8.1帖～8.2帖

４９，０００円～５６，０００円

Ａtype：1F～9F（44室）

月額賃料

礼 金 更新料

共益費●7,000円／月
敷金●70,000円／契約時お預り 損害保険●個別加入不要
賃貸保証料●委託必須※

【仲介】※取引条件有効期限'19/9/30

■名古屋市中村区則武２
■１９９１年３月完成
■鉄筋コンクリート造８Ｆ（全７０室）
■設備
駐輪場／バイク置場（５０ｃｃのみ）／駐車場（有料）／宅配BOX

／エレベーター／コインランドリー／自動販売機／ラジエントヒー
ター（１口）／ヒーツ給湯／洗濯機置場（一部）／エアコン／
シューズケース／居室照明（LED）／フロー
リング調硬質フロア／インターネット （有料）

月額

賃料

礼金

月額賃料１ヶ月分／契約時 なし

Ａｔｙｐｅ：２Ｆ～１２Ｆ（１２１室） ■専有面積17.16㎡ ■居室6.7帖

４０，０００円～４３，０００円

Ａtype：2F～8F（42室）

月額賃料

礼 金 更新料

共益費●6,000円／月
水道代●1,429／月（定額・税別）
敷金●70,000円／契約時お預り 損害保険●個別加入不要
賃貸保証料●委託必須※ 【仲介】※取引条件有効期限'19/9/30

●ＪＲ線／名古屋駅 徒歩９分
●地下鉄桜通線／中村区役所駅 徒歩７分

３点付き

※ご案内できる保証会社及びプランによって金額が変動します。詳細は店頭までお問い合わせください。
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●地下鉄桜通線／中村区役所駅 徒歩２分
●市バス／中村区役所停 徒歩３分

Ａｔｙｐｅ

電車利用

自転車

（地下鉄中村区役所駅～名古屋駅）

（1,920m）

＊駐車場利用条件：全２台
・保証金月額賃料（税込）３２,４００円／契約時
・月額賃料１５,０００円／月（税別）

●地下鉄東山線／中村日赤駅 徒歩４分
●地下鉄東山線／本陣駅 徒歩５分

電車利用

自転車

（地下鉄本陣駅～名古屋駅）

（1,953m）

＊駐車場利用条件：全７台
・保証金月額賃料（税込）１７,２８０円／契約時
・月額賃料８，０００円／月（税別）
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３点付き
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●地下鉄東山線／中村公園駅 徒歩９分
●地下鉄桜通線／中村区役所駅 徒歩１０分

Ａｔｙｐｅ

電車利用

自転車

（地下鉄中村区役所駅～名古屋駅）

（2,631m）

＊駐車場利用条件：全３台
・保証金月額賃料（税込）１３,８８７円／契約時
・月額賃料１２,８５８円／月（税別）

■名古屋市中村区太閤通６
■２０１０年３月完成
■鉄筋コンクリート造７Ｆ（全２７室）
■設備
モニター付インターホン／駐輪場／バイク置場（５０ｃｃのみ）／駐車
場（有料） ／ＣＡＴＶ（有料）／エレベーター／洗面化粧台（ハンド
シャワー付）／ガスコンロ（要持込）／ガス給湯／エアコン／中扉／
室内照明／室内物干し器／フローリング調硬質フロア／インター
ネット（有料）

Ａｔｙｐｅ

●あおなみ線／ささしまライブ駅 徒歩１１分
●地下鉄鶴舞線／大須観音駅 徒歩１４分

徒歩
（1,876m）
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■名古屋市中村区黄金通１
■１９９１年３月完成
■鉄骨鉄筋コンクリート造１４Ｆ（全１６７室）
■設備
管理人（9:00～17:00）／駐輪場／バイク置場／駐車場（有料）
／ＣＡＴＶ（有料）／エレベーター／コインランドリー／自動
販売機／ＩＨコンロ（１口）／ヒーツ給湯／システム電話／洗
濯機置場（一部）／エアコン／シューズケース／タイルカーペ
ット／インターネット（無料）

【仲介】※取引条件有効期限'19/9/30

共益費●6,300円／月
水道代（洗濯機置場無）●1,429円／月（定額・税別）
水道代（洗濯機置場有）●1,905円／月（定額・税別）
敷金●70,000円／契約時お預り 損害保険●個別加入不要
賃貸保証料●委託必須※

月額

賃料

礼金

月額賃料１ヶ月分／契約時 なし

Ａｔｙｐｅ：２Ｆ～１２Ｆ（１２１室） ■専有面積16.67㎡ ■居室6.4帖

３３，０００円～３８，５００円

Ａtype：3F～14F（73室）

月額賃料

礼 金 更新料

■名古屋市中村区大秋町３
■１９９６年３月完成
■鉄筋コンクリート造５Ｆ（全４５室）
■設備
駐輪場／バイク置場／駐車場（有料）／ＣＡＴＶ（有料）
／エレベーター／コインランドリー／ガスコンロ（要持込）
／ガス給湯／エアコン／吊棚／中扉／タイルカーペット／
インターネット（有料）／都市ガス

【仲介】※取引条件有効期限'19/9/30

共益費●6,000円／月
水道代●1,905円／月（定額・税別）
敷金●70,000円／契約時お預り 損害保険●個別加入不要
賃貸保証料●委託必須※

月額

賃料

礼金

月額賃料１ヶ月分／契約時 なし

Ａｔｙｐｅ：２Ｆ～１２Ｆ（１２１室） ■専有面積19.65㎡～20.01㎡ ■居室6.3帖

３９，０００円～４５，５００円

Ａtype：1F～5F（45室）

月額賃料

礼 金 更新料

Ａｔｙｐｅ

■名古屋市中村区名駅南３
■２０１２年２月完成
■鉄筋コンクリート造１０Ｆ（全９５室）
■設備
防犯モニター／モニター付インターホン／駐輪場／ＢＳ／エレ
ベーター／宅配BOX／ラジエントヒーター（２口）／ガス給湯／エ
アコン／中扉／居室照明（LED）／フローリング調硬質フロア／
室内物干し器／インターネット（有料）／防犯シャッター（１階の
み）／都市ガス

【仲介】※取引条件有効期限'19/9/30

共益費●7,000円／月
敷金●70,000円／契約時お預り 損害保険●個別加入不要
賃貸保証料●委託必須※

月額

賃料

礼金

なし なし

Ａｔｙｐｅ：２Ｆ～１２Ｆ（１２１室） ■専有面積23.40㎡～23.57㎡ ■居室8.0帖

４９，０００円～５９，５００円

Ａtype：1F～10F（95室）

月額賃料

礼 金 更新料

【仲介】※取引条件有効期限'19/9/30

共益費●7,000円／月
敷金●70,000円／契約時お預り 損害保険●個別加入不要
賃貸保証料●委託必須※

月額

賃料

礼金

月額賃料１ヶ月分／契約時 なし

Ａｔｙｐｅ：２Ｆ～１２Ｆ（１２１室） ■専有面積23.70㎡ ■居室7.0帖

４８，０００円～５６，０００円

Ａtype：1F～7F（26室）

月額賃料

礼 金 更新料

３点付き
３点付き

※ご案内できる保証会社及びプランによって金額が変動します。詳細は店頭までお問い合わせください。

インターネット
無料！
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④シェルマン則武

①クレストナゴヤ

⑥ヴァンテージ本陣
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⑦ラウレール名駅南

●

●

②ＡＭＯＵＲ名駅

③Ｓ・Ｖ丸の内

⑧ジュネス太閤

⑤シティパルナゴヤ


