
 ｜  ｜

岡⼭駅＆イオン徒歩10分︕都市型1LDK・SOHO可能・家電レンタル有り
物件種⽬ マンション  物件番号 00126292 

所在地 岡⼭市 北区 東島⽥町 １丁⽬ 6-10 

沿線・駅・交通 ⼭陽本線 岡⼭駅 徒歩12分 

賃料 7.7万円 建物名 グランディール東島⽥ 201

間取り 1LDK 専有⾯積 壁芯48.65ｍ2

掲載区画は右端の201

2018年3⽉撮影（モデルルーム時）※賃貸時
に家具はつきません

2018年3⽉撮影（モデルルーム時）※賃貸時
に家具はつきません

2018年3⽉撮影（モデルルーム時）※賃貸時
に家具はつきません

階建・階 地上3階 2階部分 築年⽉ 2018 [H30] 年 2⽉

間取り内訳 ＬＤＫ12.5／洋5

バルコニー サービスルーム数

駐⾞場 無 駐⾞場敷⾦

敷⾦ 2ヶ⽉ 精算⽅式  

礼⾦ 1ヶ⽉ 保証⾦ 保証⾦なし

家賃保証 特優貸

専有庭⾯積 総⼾数 6⼾

最適⽤途

管理費 管理費なし 保険 加⼊義務有

共益費 5000円 雑費

賃貸区分 契約期間 2年

更新料 その他⼀時⾦

施設費⽤  

その他⽉額費⽤  

駐⾞場 形式・状況  屋根なし

建物構造 その他 建物⼯法



現況 居住中 ⼊居⽇ 期⽇指定 2020年4⽉上旬

⼩学校区 中学校区

設備

プロパンガス エアコン 給湯 追焚機能 トイレ バス・トイレ別 シャワー 温⽔洗浄便座 
ＢＳ端⼦ ＣＳ システムキッチン 洗⾯所 洗⾯台 シャンプードレッサー 洗濯機置場 室内
洗濯機置場 浴室乾燥機 フローリング 複層ガラス オートロック ＴＶモニタ付きインターホ
ン 駐輪場 バイク置場(屋外） バイク駐輪場（⼤型・スクーター以上） 省エネ給湯器 ⾼気
密⾼断熱住宅 独⽴洗⾯脱⾐所 防犯カメラ 家具付き シャッター(⾬⼾）  

特記事項 ⼆⼈⼊居可 ⾓部屋 事務所使⽤可 24時間換気システム  

備考

家電レンタル可能（冷蔵庫、洗濯機の２点で＋2000円／⽉額。テレビ、電⼦レンジも追加可能・1
点につき1000円／⽉額追加）。⼊居時にセットした状態で引き渡し、退去時もそのまま置いて出
られます。都市型住宅＆SOHO仕様として計画。オートロックゲート、宅配ＢＯＸ、住宅仕様設備
などハイクラス仕様。来客⽤駐⾞場および看板スペース有り。２階１ＬＤＫスタイル２部屋、１階
ＳＯＨＯスタイル２部屋あります。詳しい情報、動画などはこちら 
https://www.timedesignership.com/home-1
【区画・⼾数】6区画・⼾ 【価格・賃料帯】8万円〜9.5万円 【共益費帯】5000円〜5000円
【建物・専有⾯積帯】34ｍ2〜48ｍ2

取引態様 専任媒介  情報更新⽇ 2020年03⽉13⽇ 

お問い合わせ先

Time designer ship
岡⼭県岡⼭市 北区⼤和町２丁⽬4-30スペイン通り2F 8坪
TEL:086-232-1248 FAX:050-3737-5074
免許番号:岡⼭県知事(2)0005366 所属協会:（公社）岡⼭県宅地建物取引業協会

登録会員 Time designer ship TEL:086-232-1248



 ｜  ｜

岡⼭駅＆イオン徒歩10分︕都市型1LDK・SOHO可能・家電レンタル有り
物件種⽬ マンション  物件番号 00125063 

所在地 岡⼭市 北区 東島⽥町 １丁⽬ 6-10 

沿線・駅・交通 ⼭陽本線 岡⼭駅 徒歩12分 

賃料 7万円 建物名 グランディール東島⽥ 202

間取り 1LDK 専有⾯積 壁芯44.7ｍ2

掲載区画は中部屋の202

写真は同タイプの203（202には側⾯の窓はあ
りません）

写真は同タイプの203（202には側⾯の窓はあ
りません）

キッチンはＩＨ（３⼝）タイプ

階建・階 地上3階 2階部分 築年⽉ 2018 [H30] 年 2⽉

間取り内訳 ＬＤＫ10／洋5

バルコニー サービスルーム数

駐⾞場 無 駐⾞場敷⾦

敷⾦ 2ヶ⽉ 精算⽅式  

礼⾦ 1ヶ⽉ 保証⾦ 保証⾦なし

家賃保証 特優貸

専有庭⾯積 総⼾数 6⼾

最適⽤途

管理費 管理費なし 保険 加⼊義務有

共益費 5000円 雑費

賃貸区分 契約期間 2年

更新料 その他⼀時⾦

施設費⽤  

その他⽉額費⽤  

駐⾞場 形式・状況

建物構造 その他 建物⼯法



現況 空家 ⼊居⽇ 期⽇指定 2020年4⽉上旬

⼩学校区 中学校区

設備

プロパンガス エアコン 給湯 追焚機能 トイレ バス・トイレ別 温⽔洗浄便座 ＢＳ端⼦ 
ＣＳ システムキッチン 洗⾯所 洗⾯台 シャンプードレッサー 洗濯機置場 室内洗濯機置
場 浴室乾燥機 フローリング 複層ガラス オートロック ＴＶモニタ付きインターホン 駐輪
場 バイク置場(屋外） バイク駐輪場（⼤型・スクーター以上） 省エネ給湯器 ⾼気密⾼断熱
住宅 独⽴洗⾯脱⾐所 防犯カメラ 家具付き シャッター(⾬⼾）  

特記事項 ⼆⼈⼊居可 ⾓部屋 24時間換気システム  

備考

家電レンタル可能（冷蔵庫、洗濯機の２点で＋2000円／⽉額。テレビ、電⼦レンジも追加可能・1
点につき1000円／⽉額追加）。⼊居時にセットした状態で引き渡し、退去時もそのまま置いて出
られます。都市型住宅として計画。オートロックゲート、宅配ＢＯＸ、住宅仕様設備などハイクラ
ス仕様。来客⽤駐⾞場（共有２台）あり。２階１ＬＤＫスタイルです。詳しい情報、動画などはこ
ちら https://www.timedesignership.com/home-1
【区画・⼾数】6区画・⼾ 【価格・賃料帯】8万円〜9.5万円 【共益費帯】5000円〜5000円
【建物・専有⾯積帯】34ｍ2〜48ｍ2

取引態様 専任媒介  情報更新⽇ 2020年03⽉13⽇ 

お問い合わせ先

Time designer ship
岡⼭県岡⼭市 北区⼤和町２丁⽬4-30スペイン通り2F 8坪
TEL:086-232-1248 FAX:050-3737-5074
免許番号:岡⼭県知事(2)0005366 所属協会:（公社）岡⼭県宅地建物取引業協会

登録会員 Time designer ship TEL:086-232-1248



 ｜  ｜

岡⼭駅＆イオン徒歩10分︕都市型1LDK・SOHO可能・家電レンタル有り
物件種⽬ マンション  物件番号 00104933 

所在地 岡⼭市 北区 東島⽥町 １丁⽬ 6-10 

沿線・駅・交通 ⼭陽本線 岡⼭駅 徒歩12分 

賃料 7.3万円 建物名 グランディール東島⽥ 203

間取り 1LDK 専有⾯積 壁芯44.7ｍ2

掲載区画は左端の203

リビング側から ベッドルーム側から キッチンはＩＨ（３⼝）タイプ

階建・階 地上3階 2階部分 築年⽉ 2018 [H30] 年 2⽉

間取り内訳 ＬＤＫ10／洋5

バルコニー サービスルーム数

駐⾞場 無 駐⾞場敷⾦

敷⾦ 2ヶ⽉ 精算⽅式  

礼⾦ 1ヶ⽉ 保証⾦ 保証⾦なし

家賃保証 特優貸

専有庭⾯積 総⼾数 6⼾

最適⽤途

管理費 管理費なし 保険 加⼊義務有

共益費 5000円 雑費

賃貸区分 契約期間 2年

更新料 その他⼀時⾦

施設費⽤  

その他⽉額費⽤  

駐⾞場 形式・状況

建物構造 その他 建物⼯法

現況 空家 ⼊居⽇ 即時 



⼩学校区 中学校区

設備

プロパンガス エアコン 給湯 追焚機能 トイレ バス・トイレ別 温⽔洗浄便座 ＢＳ端⼦ 
ＣＳ システムキッチン 洗⾯所 洗⾯台 シャンプードレッサー 洗濯機置場 室内洗濯機置
場 浴室乾燥機 フローリング 複層ガラス オートロック ＴＶモニタ付きインターホン 駐輪
場 バイク置場(屋外） バイク駐輪場（⼤型・スクーター以上） 省エネ給湯器 ⾼気密⾼断熱
住宅 独⽴洗⾯脱⾐所 防犯カメラ 家具付き シャッター(⾬⼾）  

特記事項 ⼆⼈⼊居可 ⾓部屋 24時間換気システム  

備考

家電レンタル可能（冷蔵庫、洗濯機の２点で＋2000円／⽉額。テレビ、電⼦レンジも追加可能・1
点につき1000円／⽉額追加）。⼊居時にセットした状態で引き渡し、退去時もそのまま置いて出
られます。都市型住宅として計画。オートロックゲート、宅配ＢＯＸ、住宅仕様設備などハイクラ
ス仕様。来客⽤駐⾞場（共有２台）あり。２階１ＬＤＫスタイルです。詳しい情報、動画などはこ
ちら https://www.timedesignership.com/home-1
【区画・⼾数】6区画・⼾ 【価格・賃料帯】8万円〜9.5万円 【共益費帯】5000円〜5000円
【建物・専有⾯積帯】34ｍ2〜48ｍ2

取引態様 専任媒介  情報更新⽇ 2020年03⽉13⽇ 

お問い合わせ先

Time designer ship
岡⼭県岡⼭市 北区⼤和町２丁⽬4-30スペイン通り2F 8坪
TEL:086-232-1248 FAX:050-3737-5074
免許番号:岡⼭県知事(2)0005366 所属協会:（公社）岡⼭県宅地建物取引業協会

登録会員 Time designer ship TEL:086-232-1248







物件種⽬ マンション  物件番号 00126292 

所在地 岡⼭市 北区 東島⽥町 １丁⽬ 6-10 

沿線・駅・交通 ⼭陽本線 岡⼭駅 徒歩12分 

賃料 7.7万円 建物名 グランディール東島⽥ 201

間取り 1LDK 専有⾯積 壁芯48.65ｍ2
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