
打越町月極駐車場(平置・砂利） 

 

月額賃料 

金１０,０００円／１台 

ご契約時には、 

以下の書類等が必要となります。 

契約期間 

敷 金 

所在地 

１年間（更新可） 

月額賃料の１ヶ月分 

東京都八王子市打越町 

１６３-１ 

・車検証の写し 

・免許証の写し 

・印鑑（認印可） 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

道

路

    

ユリパーキング 

配置図 

車庫証明発行手数料： 3,300円 

             （税込） 

 礼 金 

※この図面は概略図です。図面と現況に相違がある場合は、現況を優先と致します。※80m＝1分 

◆砂利引きの平置きです。 
◆国道16号八王子バイパスまで約360mです。 
◆北野街道まで約480ｍです。 

◇京王線『北野』駅 

南口 徒歩6分 

最寄駅 

図面 
当社ＨＰ、レインズから最新カラー図面 
（空状況更新済）を取得できます。 

内見 名刺【fax 042-643-2215】送付下さい。 

鍵  

客付 
業者 
様へ 

（公社）東京都宅地建物取引業協会会員 （公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 全国賃貸管理ビジネス協会会員 

■取引態様 

専任媒介 

■管理番号 

t004 

■手数料 

借主 １００％ 
客付 １００％ 

エステイター株式会社 
物件確認    ０４２-６４３-２２５５ 
夜間・休日  ０５０-２０１８-０５９６ 

〒192-0082 東京都八王子市東町7-6ダヴィンチ八王子3階 

Tel 042-643-2255 Fax 042-643-2215 

営業時間  ９：３０～１８：３０  定休日 日曜日・祝日 

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-3-15オフィスアイ501 

Tel 03-5356-1919 Fax 03-5356-1920 

営業時間 １０：００～１８：００  定休日 水曜日・日曜日・祝日 

宅地建物取引業 東京都知事 （３）第８３７８４号 
賃貸住宅管理業 国土交通大臣（２）第 ２９１９号 

連絡先 

Fax : ０４２-６４３-２２１５ Mail : info@estater.co.jp 

www.estater.co.jp 八王子本店 

高円寺支店 

 無 し 

図面 
当社ＨＰ、レインズから最新カラー図面 
（空状況更新済）を取得できます。 

内見 
名刺【fax 042-643-2215】事前送付下さ
い。 

鍵  

客付 
業者 
様へ 

（公社）東京都宅地建物取引業協会会員 （公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 全国賃貸管理ビジネス協会会員 

エステイター株式会社 
T E L：０４２-６４３-２２５５ 

〒192-0082 東京都八王子市東町7-6ダヴィンチ八王子3階 

Tel 042-643-2255 Fax 042-643-2215 

営業時間 １０：００～１８：００  定休日 日曜日・祝日 

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-3-15オフィスアイ501 

Tel 03-5356-1919 Fax 03-5356-1920 

営業時間 １０：００～１８：００  定休日 水曜日・日曜日・祝日 
宅地建物取引業 東京都知事 （３）第８３７８４号 
賃貸住宅管理業 国土交通大臣（２）第 ２９１９号 

物件確認 

Fax : ０４２-６４３-２２１５ Mail : info@estater.co.jp 

URL：www.estater.co.jp 
 （HOME➡募集図面・販売図面） 

八王子本店 

高円寺支店 
広告掲載：御社HPのみOK 
※要広告掲載承諾書（御社書式可）事前送付下さい。 

■取引態様 

専任媒介 

■管理番号 

t004 

■手数料 

借主 １００％ 
客付 １００％ 

図面 
当社ＨＰ、レインズから最新カラー図面 
（空き状況更新済）を取得できます。 

内見 名刺【fax 042-643-2215】事前送付下さい。 

鍵  

客付 
業者 
様へ 

（公社）東京都宅地建物取引業協会会員 （公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 全国賃貸管理ビジネス協会会員 

エステイター株式会社 
T E L：０４２-６４３-２２５５ 

宅地建物取引業 東京都知事 （３）第８３７８４号 
賃貸住宅管理業 国土交通大臣（２）第 ２９１９号 

物件確認 

Fax : ０４２-６４３-２２１５ Mail : info@estater.co.jp 

URL：www.estater.co.jp 
 （HOME➡募集図面・販売図面） 

広告掲載：御社HPのみOK 
※要広告掲載承諾書（御社書式可）事前送付下さい。 

Tel 042-643-2255 Fax 042-643-2215 

営業時間 １０：００～１８：００  定休日 日曜日・祝日 
〒192-0082 東京都八王子市東町7-6エバーズ第12八王子ビル3階 

本店 

高円寺支店は2018年12月13日(木)閉店。 

2019年4月(予定)自由が丘支店への移転に伴い  自由が丘 
支店 

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-14-15Yashimaビル3階 

■取引態様 

専任 

■管理番号 

t004 

■手数料 

借主 １００％ 
客付  ５０％ 

図面 
当社ＨＰ、レインズから最新カラー図面 
（空き状況更新済）を取得できます。 

内見 名刺【fax 042-643-2215】事前送付下さい。 

鍵  

客付 
業者 
様へ 

■取引態様 

専任媒介 

■管理番号 

t004 

■手数料 

借主 １００％ 
客付 １００％ 

エステイター株式会社 
T E L：０４２-６４３-２２５５ 

宅地建物取引業 東京都知事 （４）第８３７８４号 
賃貸住宅管理業 国土交通大臣（２）第 ２９１９号 

物件確認 

Fax : ０４２-６４３-２２１５ Mail : info@estater.co.jp 

URL：www.estater.co.jp 
 （HOME➡募集図面・販売図面） 

広告掲載：御社HPのみOK 
※要広告掲載承諾書（御社書式可）事前送付下さい。 

Tel 042-643-2255 Fax 042-643-2215 

営業時間 １０：００～１８：００  定休日 日曜日・祝日 

〒192-0082 東京都八王子市東町7-6エバーズ第12八王子ビル3階 

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-14-15Yashimaビル3階 

八王子本店 

自由が丘支店 Tel 03-5726-3180 Fax 03-5726-3280 

営業時間 １０：００～１８：００  定休日 日曜日・祝日 


