
JOY COURT 南片江
福岡市地下鉄七隈線／福大前駅　徒歩 13 分 ＭＡＰ西鉄バス／西片江一丁目停　徒歩 6分

お洒落なデザインです！

福岡大学まで徒歩 8 分（600 ｍ）！！落ち着いた環
境で、勉強もはかどります☆

嬉しい洗面化粧台付き♪ 宅配ボックス有り！！

詳しい情報は
専用HP
チェック

360°パノラマ画像

空室情報 公開中

共用設備
フロントオートロック／防犯カメラ／ＢＳ／ＣＳ／宅配ボックス／駐輪場※駐輪場： 登録制、 使用料無料。 自転車・ 原動機付自転車は何れか１台迄

持込可。 自動二輪車は持込禁止／駐車場 ※保証金 11,000 円／契約時、 賃料 5,500 円（ 税込） ／月、 全 10 台、 1 年契約　　　　　　　　　　

専有設備

バストイレセパレート／洗面化粧台（ ハンドシャワー付）／温水洗浄便座／ガス給湯／ガスコンロ（ 2 ロ・要持込）／ベランダ／フローリング調クッショ
ンフロア／室内洗濯機置場／エアコン／クローゼット／シューズケース／防犯シャッター（ １Ｆのみ）／プロパンガス／公営水道／インターネット（ 有料）
※別途加入金 13,200 円（ 税込）・月額 3,300 円 ( 税込） ～★ WiFi 利用はルーター必要　※キッチン、 バス・トイレ、 玄関は照明付きですが、
居室部分には付いておりません。   ※プロパンガス供給会社：明治産業ＴＥＬ 092-736-7711

設　　備

物件概要
物件名(フリガナ) ：ジョイコートミナミカタエ

住所：福岡県福岡市城南区南片江6丁目24-25

竣工：2006年3月完成（ 2021年2月外装リニューアル）

専有面積：24.9㎡

構造・総戸数：鉄筋コンクリート造3F全28室

国土交通大臣免許 (2) 第 9054 号　加盟団体／ ( 一社 ) 不動産流通経営協会 ( 公社） 首都圏不動産公正取引協議会　労働者派遣事業許可番号　派 26-300690　有料職業紹介事業許可番号　26- ユ -300508 損害保険加入不要  取引条件有効期限 2023 年 9 月 30 日　【 RND】 499095

マックスバリュエクスプレス南片江店（ 24 ｈ ) 徒歩 4 分（ 300 ｍ）

デイリーヤマザキ 徒歩 3 分（ 240m）

ドラッグストアモリ南片江店 徒歩 8 分（ 600m）

この他の
マンションを
お探しの方

学生マンション

学生レジデンス専用検索サイト

物件コード 6013

福岡大学まで徒歩 8 分 (600 ｍ )、 近くに 24 時間営業スーパーがございます。

全室 8.5 帖の広々タイプ！人気の独立洗面化粧台付き！

担当者のいちおしポイント

〒 814-0180 福岡市城南区七隈 8-19-1 福岡大学キャリアセンター 2
階

株式会社学生情報センター福岡大学店　0120-749-198

TEL：092-874-7749　FAX：092-865-8833

物件に関する

お問い合わせ

LINE相談受付中

友達登録で簡単相談

さくら病院 徒歩 5 分（ 400m） , 福岡南片江郵便局 徒歩 7 分（ 550m） , 早良警察署七隈交番 自転車 8 分

（ 1,800m） , 城南区役所 自転車 18 分（ 4,400m）

スーパー

コンビニ

ドラックストア

その他

Life Information



平 面 図間取り図 東 ・ 西向きベランダあり。 閑静な住宅街にあります。全室 8.5 帖の広々タイプ！人気の独立洗面化粧台付き★
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【仲介】 取引条件有効期限2023年9月30日　

月額

家　賃 ３９,０００円～４３,０００円

共益費 ６,０００円

 １６，５００円（税込）

町内会費 １，２００円／年

水道・ガス・電気 個別契約

賃貸保証料（月額） ※1

3Ｆ

301 302 303

契約時のみ ¥43,000 ¥42,000 ¥42,000

305

階段
８．５帖 ８．５帖 ８．５帖 ８．５帖

¥43,000

敷金  ０円

2Ｆ

201 202 203 205

階段
８．５帖 ８．５帖 ８．５帖 ８．５帖

入館料※2  ６０,０００円

¥43,000 ¥42,000 ¥42,000 ¥43,000
 Ｎａｓｉｃ　ＣＬＵＢ２４

（年会費）※3
 ２７，０６０円（税込）

1Ｆ エントランス

101 102 103 105

鍵交換費用  ２４，２００円（税込）

階段
８．５帖 ８．５帖 ８．５帖 ８．５帖

¥40,000 ¥39,000 ¥39,000 ¥40,000

居室消毒費※4  １９，２５０円（税込）

西向きベランダ

賃貸保証料（基本）  必須※1
3Ｆ

310 308 307 306
８．５帖 ８．５帖 ８．５帖 ８．５帖

¥43,000 ¥42,000 ¥42,000 ¥43,000

2Ｆ

212 211 210 208 207 206
８．５帖 ８．５帖 ８．５帖 ８．５帖 ８．５帖 ８．６帖

８．５帖

¥43,000 ¥42,000 ¥42,000 ¥42,000 ¥42,000 ¥43,000

106

1Ｆ

112 111 110 108 107
８．５帖 ８．５帖 ８．５帖

¥39,000 ¥40,000

８．５帖 ８．５帖

東向きベランダ

¥40,000 ¥39,000 ¥39,000 ¥39,000

入居可能時期は入居学生の退去時期により異なります。部屋ごとの入居可能時期については、オンライン上で随時更新しております。

仲介手数料  賃料１ヶ月分×1.1(税込)

 ※1 ご契約には保証会社利用が必須となり、
別途保証料金が必要です。ご案内できる保証会社及びプラン
によって契約時または更新時保証料・月額保証料等は変動
いたしますので、詳細については担当店までお問い合せくだ
さい。

更新時のみ

更新入館料※2  ６０,０００円

更新手数料

退去時に必要な費用

※損害保険：個別加入不要

 Ｎａｓｉｃ　ＣＬＵＢ２４
（年会費）※3

 ２７，０６０円（税込）

町内会費 １，２００円／年

賃貸保証料（更新）  ※1

基本清掃料  ３８，５００円（税込）

全ﾀｲﾌﾟ:約8.5帖 24.90㎡

JOY COURT南片江
＜全２８室＞１年契約

※3 「鍵を無くして部屋に入れない」「水が出ない」「電気を点けたまま外出してしまった」「隣の部屋がうるさい」など不測の事態にも電話１本で２４時間即座に対応する

メンテナンスサービス２４や急に体調が悪くなった際にも２４時間で医療スタッフが適切な対処方法、マンションから最寄りの病院の紹介をするメディカルサービス２４などがございます。
また損害保険については弊社が保険契約をし、保険料を負担しておりますので別途ご加入いただく必要はございません。

安全性に配慮した自然物製剤のみを使用した特殊な作業で実施。 害虫予防や除菌・消臭の効果がございます。
通常の居室クリーニング作業に加え、より安心して新生活を迎えていただく為の作業です。
詳細については担当店までお問い合せください。

※ 4 居室消毒について

※2 入館料(と更新入館料)はご契約期間にかかる賃料のことで、ご契約時(またはご契約更
新時)に一括してお支払いしていただく年間賃料のことです。なお、ご契約を中途解約された場
合、解約された翌月からご契約満了までの入館料(または更新入館料)を月割りしてご返金致
します。ここに表示されている入館料(と更新入館料)はご契約期間が１年の場合です。


