
アップルとおかまち
Ｂ１

サ高住
種　別 アパート
物件名 アップルとおかまち

最寄駅 十日町駅
間取り
タイプ ２Ｋ（２Ｆ～４Ｆ）

賃
貸
条
件

賃料 78,000円
敷金 156,000円 礼金 0円

仲介手数料 0円
所在地 ⼗⽇町市本町2丁⽬4番地１

交　通 バス停 ⾼校⼊⼝ 徒歩3分

建物構造 ＲＣ鉄筋 5 階建て

専有面積 39.16㎡ 
現地案内図

共益費 26000円/⽉ 契約期間 2年（⾃動更新）

築年月 H27.9 総戸数 62⼾

現　況 空室有 引渡日 即⽇

駐車場
普通⾞︓5,500円/⽉
軽⾃動⾞︓4,400円/⽉

備　考

・サービス料︓15,300円/⽉
・トランクルーム利⽤料︓2,750円/⽉
・⾷事提供︓500円程度/⾷
・内覧に関するお問い合わせはこちら
　025-755-5575 アップルとおかまち

本体設備 東北電⼒、公営⽔道、消雪パイプ

各戸設備
エアコン、照明器具、給湯、シャワー、バストイレ別
ＩＨコンロ

保　険 ⽕災保険要加⼊（18,000円〜/2年）

★⽣活情報★

●⼗⽇町駅・・・・・・・・・・・・徒歩11分
●原信・・・・・・・・・・・・・・・・徒歩8分
●⼗⽇町病院・・・・・・・・・・徒歩15分
●⼗⽇町市役所・・・・・・・・徒歩9分

ホームページもご覧ください

ここ！
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アップルとおかまち
Ａ１
一般

(最上階)

種　別 アパート
物件名 アップルとおかまち

最寄駅 十日町駅
間取り
タイプ １Ｋ（５Ｆ）

賃
貸
条
件

賃料 52,000円
敷金 52,000円 礼金 52,000円

仲介手数料 0円
所在地 ⼗⽇町市本町2丁⽬4番地１

交　通 バス停 ⾼校⼊⼝ 徒歩3分

建物構造 ＲＣ鉄筋 5 階建て

専有面積 25.98㎡ 
現地案内図

共益費 4000円/⽉ 契約期間 2年（⾃動更新）

築年月 H27.9 総戸数 62⼾

現　況 空室 引渡日 即可

駐車場
普通⾞︓5,500円/⽉
軽⾃動⾞︓4,400円/⽉

備　考

・トランクルーム利⽤料︓2,750円/⽉
・⾷事提供︓500円程度/⾷
・内覧に関するお問い合わせはこちら
　025-755-5575 アップルとおかまち

本体設備 東北電⼒、公営⽔道、消雪パイプ

各戸設備
エアコン、照明器具、給湯、シャワー、バストイレ別
ＩＨコンロ

保　険 ⽕災保険要加⼊（18,000円〜/2年）

★⽣活情報★

●⼗⽇町駅・・・・・・・・・・・・徒歩11分
●原信・・・・・・・・・・・・・・・・徒歩8分
●⼗⽇町病院・・・・・・・・・・徒歩15分
●⼗⽇町市役所・・・・・・・・徒歩9分

ホームページもご覧ください
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備　考

・サービス料︓15,300円/⽉
・トランクルーム利⽤料︓2,750円/⽉
・⾷事提供︓500円程度/⾷
・内覧に関するお問い合わせはこちら
　025-755-5575 アップルとおかまち

本体設備 東北電⼒、公営⽔道、消雪パイプ

各戸設備
エアコン、照明器具、給湯、シャワー、バストイレ別
ＩＨコンロ

保　険 ⽕災保険要加⼊（18,000円〜/2年）

62⼾

現　況 空室有 引渡日 即⽇

駐車場
普通⾞︓5,500円/⽉
軽⾃動⾞︓4,400円/⽉

専有面積 42.06㎡ 
現地案内図

共益費 28000円/⽉ 契約期間 2年（⾃動更新）

築年月 H27.9 総戸数

交　通 バス停 ⾼校⼊⼝ 徒歩3分

建物構造 ＲＣ鉄筋 5 階建て

0円

仲介手数料 0円
所在地 ⼗⽇町市本町2丁⽬4番地１

最寄駅 十日町駅
間取り
タイプ ２Ｋ（２Ｆ～４Ｆ）

賃
貸
条
件

賃料 84,000円
敷金 168,000円 礼金

アップルとおかまち
Ｂ２

サ高住
種　別 アパート
物件名 アップルとおかまち

★⽣活情報★

●⼗⽇町駅・・・・・・・・・・・・徒歩11分
●原信・・・・・・・・・・・・・・・・徒歩8分
●⼗⽇町病院・・・・・・・・・・徒歩15分
●⼗⽇町市役所・・・・・・・・徒歩9分

ホームページもご覧ください

ここ！



アップルとおかまち
Ｂ３

サ高住
種　別 アパート
物件名 アップルとおかまち

最寄駅 十日町駅
間取り
タイプ ２Ｋ（２Ｆ～４Ｆ）

賃
貸
条
件

賃料 91,000円
敷金 182,000円 礼金 0円

仲介手数料 0円
所在地 ⼗⽇町市本町2丁⽬4番地１

交　通 バス停 ⾼校⼊⼝ 徒歩3分

建物構造 ＲＣ鉄筋 5 階建て

専有面積 45.65㎡ 
現地案内図

共益費 29000円/⽉ 契約期間 2年（⾃動更新）

築年月 H27.9 総戸数 62⼾

現　況 空室 引渡日 即可

駐車場
普通⾞︓5,500円/⽉
軽⾃動⾞︓4,400円/⽉

備　考

・サービス料︓15,300円/⽉
・トランクルーム利⽤料︓2,750円/⽉
・⾷事提供︓500円程度/⾷
・内覧に関するお問い合わせはこちら
　025-755-5575 アップルとおかまち

本体設備 東北電⼒、公営⽔道、消雪パイプ

各戸設備
エアコン、照明器具、給湯、シャワー、
バストイレ別,ＩＨコンロ

保　険 ⽕災保険要加⼊（18,000円〜/2年）

★⽣活情報★

●⼗⽇町駅・・・・・・・・・・・・徒歩11分
●原信・・・・・・・・・・・・・・・・徒歩8分
●⼗⽇町病院・・・・・・・・・・徒歩15分
●⼗⽇町市役所・・・・・・・・徒歩9分

ホームページもご覧ください

ここ！
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