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NISHIOGI

KITIJYOJI OGIKUBO
SINJYUKU

こだわりの街。西荻窪について1

1−1	 最近注目されている西荻窪とは

「西荻窪駅」は、「荻窪駅」と「吉祥寺駅」の間にあり、JR中央線、総武線、東京メトロ東西
線が停まる駅です。

「西荻（ニシオギ）」の愛称で親しまれており、一度住むと、長く住み続ける人が多いんです。
弊社にご来店されるお客様の中にも、「以前西荻に住んでいたけど、戻ってきたいと思っ
て」という方は少なくありません。
さらに「日本一知りたい街」として雑誌にも取り上げられ、今、人気急上昇中の街です！

① 電車
新宿までは中央線快速で１２分、東京駅までは２８分、と都心へのアクセスも抜群です。
朝の通勤時に関しては、新宿方面は混み合います。
しかし、総武線や東西線をうまく使えば座って通勤できる可能性が高まります。
中央線が止まった時も振替がききますし、いざとなれば一駅隣の荻窪で丸の内線に乗り換
えることもできます。

1−2	 新宿まで１２分、吉祥寺まで１駅というアクセスの良さ

 4－3　物件を内覧に行く 　　86

　  4－3－1 不動産会社が教える！　内覧時に必須の持ち物 　　86

     　 4－3－2 良い物件を見極める！　内覧時の４つのチェックポイント 　　86  

     　 4－3－3 西荻密着の不動産会社だからこそ知っている！　西荻の街情報をお教えします 　　89  

 4－4　申し込み、契約手続きをする　　90

  4－4－1 初期費用を確認 　　90

     　 4－4－2 お申込み後、入居審査に進みます 　　90

     　 4－4－3 審査通過後、契約にお越しいただきます 　　91

     　 4－4－4 契約時に確認すべき9つのポイント 　　91

     　 4－4－5 今日から西荻の住人！　鍵の受け取り 　　93

5 よくある質問  　　94
　 5－1　部屋探し編　　94

  5－1－1 浜商さんの物件しか紹介してくれないんですか ？ 　　94

     　 5－1－2 ３店舗ありますが、お店ごとに違うんですか ？ 　　94

     　 5－1－3 バランス釜って古臭い感じがします。どうですか ？ 　　94

     　 5－1－4 マンションの図面のMBとかPSってなんですか ？ 　　95

     　 5－1－5 初期費用はカード払い＆分割払いできますか ？ 　　95

     　 5－1－6 今住んでいるお部屋の解約通知ってどのタイミングで出せば良いですか ？ 　　95

     　 5－1－7 部屋を探し始めるのって引越から逆算していつぐらいが良いですか ？ 　　95

     　 5－1－8 待てば良い物件でてきますか ？ 　　95

 5－2　環境編　　96

　  5－2－1 商店街ってどんな感じですか ？ 　　96

     　 5－2－2 緑が多い環境ですか？のどかですか ？ 　　96

     　 5－2－3 北口側と南口側に違いはありますか ？ 　　96

     　 5－2－4. 武蔵野市との違いってなんですか ？ 　　96

     　 5－2－5 どんな人が住んでいますか？学生が多いですか ？ 社会人が多いですか ？ 　　96 

     　 5－2－6 安全ですか ？ 防犯面は ？ 　　97

     　 5－2－7 夜道は明るいかどうか心配です、どうですか ？ 　　97

     　 5－2－8 善福寺川の氾濫とかがありましたよね？治水面では安全ですか ？ 　　97

     　 5－2－9 駐輪場（バイク駐輪場）ってありますか ？ 　　97

 

こだわりの
街。

西荻窪を
徹底解剖！

最高の物
件の選び

方

5



2

②バス
隣駅への吉祥寺駅や荻窪駅まで、バスで行くことも可能です。
運賃は、一律２１０円です。
　  吉祥寺駅まで ▶１８分
　  荻窪駅まで ▶▶１２分

西武線の上石神井駅や大泉学園なども、電車で行くと遠回りになってしまうのでバスでの
移動がおすすめです。
　  上石神井駅まで ▶１８分（電車だと約４０分）
　  大泉学園駅まで ▶２３分（電車だと約４５分）

また、杉並区のコミュニティバス「すぎまる」は、「かえで路線」（西荻窪駅～久我山駅）、「け
やき路線」（阿佐ヶ谷駅～浜田山駅）、「さくら路線」（浜田山駅南～下高井戸駅入り口）の
３路線で運行しており、西荻窪から久我山まで片道１００円で行くことができます。
もちろんPASMOやSuicaもご利用いただくことができます。
杉並区HPで、「路線図」「運行時刻表」を確認することができるので、是非ご覧ください。

杉並区HP▶http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/machi/bus/1005011.html

西荻窪駅の改札をでると、正面には駅ナカ施設「Dila西荻窪」があります。
そして、毎日夜遅くまでお仕事を頑張っている方にも嬉しい、２４時間営業の「SEIYU」が
駅に隣接。日々の生活に欠かせないスーパーにも困りません。ドラッグストアも駅チカに
あります。

1−3	 駅前には２４時間営業の「西友」もあり、
	 買い物がしやすい
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なんと、西荻は杉並区で一番商店街が多い街！ ２３の商店街が存在します。
商店街ごとの活動も活発！ 例えば東銀座商店街では、毎月第３日曜日に朝市が開催されて
います。また、仲通商店街には、西荻の名物「ピンクの象」が宙に浮いています。

1−4	 面白いお店がたくさん！	
	 杉並区で一番商店街が多い街

仲通商店街

あさ市
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「善福寺公園」を筆頭に、公園が多くとても緑豊かな街です。
中央線沿線の他の駅と比べると、西荻窪はとても落ち着いた雰囲気です。

1−5	 お花見やデートにおすすめの公園がたくさん！
	 緑豊かな街

善福寺公園

桃井原っぱ公園
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誰も知らない！
西荻窪の隠れた２つの魅力2

2−1	 個性的で素敵なお店がたくさん

１章でご紹介した通り、西荻窪はとても生活しやすい街です。ただ、西荻の魅力は生活が
しやすいというだけではありません。そこで、この章では誰も知らない、西荻の２つの
魅力についてご紹介します。

あまり知られていないのですが、西荻窪はお隣、吉祥寺にも負けない様なお洒落で個性
的なお店や、食べログでも話題のお店が多くあります。ここでは、地元密着の不動産会社
だからこそ知っている、個性的で素敵なお店をご紹介します！

西荻窪は、アンティークショップが密集しているエリア。店舗数は、実に６０店舗以上もあ
るそうです。また、西荻窪は古本屋も有名。その中でも今回は、昭和レトロな雰囲気を味
わえるお洒落な店舗をピックアップしてご紹介させていただきます。

 2−1−1 レトロな雰囲気を満喫できるお洒落なお店がたくさん！



（１）アンティークな時計の専門店　トライフル
西荻窪駅南口を出て仲通り商店街を抜けてまっすぐ進みます。
右側の電気屋さんの隣にある、小さなガラス貼りのお店が「トラ
イフル」。アンティーク時計の修理・販売のお店です。
アンティーク時計と言っても種類はさまざま。真っ先に想像す
る西洋風の掛け時計の他にも、置時計、腕時計、懐中時計など、
年代的なものから新しめのシックなデザインの時計まで、見る
だけで楽しめるものばかり。またトライフルは時計だけではな

く、ガラス製品・生活骨董なども扱っていて、昭和感を楽しめるグラスや、アンティークに
かかせないさまざまな種類の鍵などが取り揃えられています。

6
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（２）カフェスタイルの古道具セレクトショップ
　　ひぐらし古道具店
西荻窪駅南口を出て、仲通り商店街を抜けてまっすぐ進むと右
手に見えるのが「ひぐらし古道具店」。実はこの店舗自体も、フ
ランスで活躍した建築家、ル・コルビュジエに師事した日本人の
お弟子さんがデザインしたという、こだわりの店舗。赤いレンガ
も古いもので、青いドアフレームとのコントラストが印象的な店
頭になっています。取り扱うのは、お洒落なカフェに似合いそうなアイテム、というのをコン
セプトに、店主さんがセレクトしたアンティーク雑貨。主に、リノベーションやリフォームをす
るときなどに使いたい、照明やドアノブ、蛇口などがたくさんあります。どれも、昭和レトロ
を感じさせる渋みがたっぷり。自分では扱うには難しいという人にも、リフォームの相談に
乗ってくれますよ。
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（３）西荻アンティーク家具の老舗！  道具屋　慈光
西荻窪で言わずと知れた老舗アンティーク・骨董品店「慈光」。
創業なんと３５年！駅北口を出て左にまっすぐ、道なりに進むと
５分ほどで左側に見えてきます。なんといっても慈光の魅力は、
その大きな敷地に所せましと並ぶたくさんの家具たち！和風・東
洋風・西洋風…いろんなテイストのお部屋に合う家具がたくさん
揃っています。見たこともないような変わった家具も多く、店内
は見て回るだけでも楽しめるつくり。販売している家具は購入後
のアフターケア付きなので、安心して購入することができます。また、古道具・家具などの
買取もしてくれるので、引っ越しや模様替えをする際などには是非チェックしておきたいお
店です。家具以外にも、アンティーク小物やちょっと飾るのに良さそうな絵画など、小さなア
イテムも見どころ。割とリーズナブルなお値段で大きな家具から雑貨まで一気に見れてしま
うので、アンティークショップ巡りの際は最初に足を運ぶのがおススメです！
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（４）老舗「慈光」から独立したお店「North west-antiques」
大きめの家具から、食器などの雑貨系も揃う、新しめのアンティークショップです。一点物の
骨董品だけではなく洗練されたブランド品なども置いてあります。手軽に小物にこだわりた

い、という方や、アンティークすぎるものを使うのが難しい、と
いった方にもおすすめしたいお店です。

続いて、お洒落な家具が見つかるお店をご紹介します。
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（５）台所雑貨が充実！「雑貨食堂　六貨」
六貨を始めたきっかけは、店主自身が西荻に住んでいて「西荻
の住人として、あったら便利なお店」を始めようと思ったこと。な
んといっても「実際に使いやすいところ」が商品の魅力。台所雑
貨専門のお店なので、見た目がかわいいけど使い辛いものや、
珍しい高級な商品が多いのかな・・・というイメージを持つ方も
いるかもしれないが、「六貨」のこだわりは、手の届かないよう

な高級品や見た目がオシャレなだけのものではなく、実用性。人気商品は、業務用で飲食店
などが大口の発注で仕入れるような商品を、小口で仕入れているもの。よく中華屋さんで
見かけるお椀やレンゲなども、単体でよく見てみると意外とカワイイ！ということを、再発見
できます。スタッフさんは、商品の説明等を、物腰柔らかく、わかりやすく教えてくれますよ。

西荻窪には、乙女心くすぐる雑貨屋、文房具屋さんが集まっています。大切な方への贈り
物にもぴったりですよ。
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（６）身近な文具や雑貨が揃うお店「トナリノ」
「いつもとなりにおいてほしい」をコンセプトに、2013年にOPENしたお店。普段の生活
に取り入れやすいモノがたくさん揃っています。また、商品の入荷頻度が高いので、毎回来
て頂くたびに店内のどこかしらは変わっていると思います。人気商品は「くだものクリップ」。
ご自分用に買われる方はもちろん、歓送迎会などのちょっとした
プレゼントにも人気。その他にも、季節モノのものや、誕生日カー
ドなども充実しています。スタッフさんは、笑顔が素敵でとても
優しい方。顔見知りのお客様とも楽しそうにお話しており、スタッ
フさん含め暖かい雰囲気のお店です。
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（７）紙モノ雑貨店「ぺぱむら」
オシャレな内装と、大人カワイイ雑貨が充実！紙モノ雑貨のお店です。渡辺さん姉妹で、デ
ザイナー担当と販売担当を住み分けしていて、紙素材にこだわり、甘くなりすぎないものを
選ぶことを心がけています。クリスマスカードや、年賀状など季
節を感じられるコーナーも充実！また、お子様連れのママにも嬉
しい気遣いも。天井から下がっている無数の箱には、よくみてみ
ると「ぺ」という文字。オシャレな内装、大人カワイイ雑貨たち、
渡辺さん姉妹の優しい笑顔が魅力のお店。是非足を運んでみて
くださいね。
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（８）整列された本棚にたくさんの本を取り揃える　
　　盛林堂書房
西荻窪駅南口を出て仲通り商店街を抜けて左折一つ目の通りを
右折するとすぐに右手に見つけられます。赤いテントが目印のお
店、「盛林堂書房（せいりんどうしょぼう）」。店頭にも店内にも、
整列された本がずらっと並んでいて、本の量の豊富さがうかが
えます。取り扱っているのは主に、近現代文学・ミステリー小説・

音楽・絶版文庫などで、ていねいにカバーされている本たちから、店主さんの本への愛を感
じます。また、嬉しいのは店頭に置いてある、１００円均一コーナー！１００円で買えるとは思
えないような、お得な本たちが並んでいるので要チェック。毎日入れ替えがあるようなので、
いつ通っても発見があると思います。また本の買取も行っていて、相場にのっとって買取や
出張買取もしてくれます。家にある読まない本を、捨てるのはもったいないと思っている方
は是非ご連絡してみてください。
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（９）青梅街道沿いの小さな古本店　西荻モンガ堂
西荻窪北口を出て、青梅街道までずーっと北へ進みます。桃井
４丁目の信号を渡って左折、青梅街道沿いに進むと５分ほどで
見えてくる本屋さん、「古書西荻モンガ堂」。駅からは少し離れ
ているものの、桃井や善福寺など、近くに住む人々から愛され
ている小さな本屋さんです。店頭にたくさんの本が出してあっ
て、初めての方でも手に取りやすいつくり。主に純文学・小説な
どの本が取り揃えられています。まさに古書、という感じの古そ
うな本がたくさんあり、本好きにはたまらない空間のはずです。「西荻モンガ堂トートバッグ」
も販売されていて、エコバックにも使えそうなシンプルなつくり。購入した本を入れて持っ
て帰るのもいいですね！近くにお寄りの際は是非、気になる本がないか覗いてみてはいか
がでしょうか？
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（１０）種類の豊富さと良心的な値段で人気 ！ 古書　音羽館
駅直結の西友を抜け切って、北側の道を進み３つ目の角を右折したところにある古本屋さん

「古書　音羽館（おとわかん）」。西荻窪の古本屋の中でも、大きめの敷地の中にいろんな
タイプの本がぎっしりと置かれています。いつでもお客さんが絶えずにいるので、入りやす

い店内です。とにかく絵本・雑誌・図鑑・辞書・漫画・参考書…と
にかくその種類の多さにびっくり！題名を見ただけで気になる面
白そうな本ばかりで、値段も良心的で気軽に購入できます。古
本屋に慣れていない人・古本屋に行く目的がない人でも、並ん
だ本をざっと見るだけでも楽しめるような作りになっていて、照
明使いやインテリアが蔵の中に入って探検するような気持ちに
させてくれます。いろんな記事に取り上げられるほどの人気店。
立ち寄ってみればその魅力がきっとわかるはず！
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（１）フレンチ × カレーの新ジャンル！　SPOON
西荻窪南口を出て、仲通街商店街を抜けたところに構える

「SPOON」。街の面白さに惹かれて、西荻窪にお店を出すこと
になったそうです。１０年以上フランス料理の修業を積んだ店主
の生み出す本格的なカレーが味わえます。
人気メニューは「フレンチカレー」。６時間煮込んだトロトロの牛
肉と１３種類のスパイスの効いたカレーです。お好みで追加でき
る豊富なトッピングもおすすめです。

「毎日でも食べることのできるカレーを」というこだわり通り、重いカレーではなく、毎日食
べても飽きない癖になるカレー。噛むたびにいろいろなスパイスの香り、辛みがはじけます。
スタッフさんはとても明るい方ばかり。お料理はもちろん、お店の居心地の良さに惹かれて
常連のお客様も多い人気店です。

 2−1−2 食べログで評判のお店も豊富！美味しいご飯を食べよう！
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（２）西荻・吉祥寺を中心に展開する人気店　
　　Sajiro Clove
西荻窪駅北口から北銀座通りへ、善福寺川手前まで直進して左
側に位置する、白い木造のテラスが特徴のカフェ「Sajiro Clove

（サジロクローブ）」。吉祥寺に１店舗目「Sajiro Café」をかま
える人気店です。ネパールの風景や流れる時間、街の空気をモ
チーフにしたお店で、カレーをはじめ、本格的なネパール・イン

ド料理を楽しむことができます。インテリアは日本の古道具などを使っていて、アンティーク
でどこか懐かしいつくり。陽当たりの良いテラスで、ゆっくりとした時間を過ごすのもおスス
メです！カレーは、ナンかライスを選べます。ナンは大きく香ばしく、ディナータイムにはス
イートナンというデザートもいただけます。辛さも４段階から選べて、カレーは辛いからと敬
遠してしまう人も一番甘いのを選べば安心。風通しの良い穏やかな店内で、本場の味をゆっ
くり堪能してみてください。
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（３）お酒を飲みながら楽しめる！「CURRY BAR　シューベル」
「お酒やおつまみを楽しみながら、カレーを締めとして楽しめるお店」をコンセプトに、深夜１
時まで営業しているカリー＆BARのお店「CURRY BAR シューベル」。店名の由来は、オー
ナーさんがバンドでギターを弾いていたときのステージネーム
から。メニューは、おつまみ２０種類、お酒50種類、カレー１０
種類（特別メニューもあり）。「カリーを作る過程は、音楽を作
り上げる過程に似ている。バンド活動に通じるものがある。」と
シューベルさんが語るように、音楽とカレーが楽しめる素敵な空
間と、オーナーさんの人柄が素敵なお店。展示してあるアート
ワークが可愛らしい雰囲気を作っていて、女性でも入りやすい
雰囲気です。
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（４）お子様も食べられるラーメン　麺創房さくら
西荻窪駅南口の、仲通街商店街の中にある「麺創房さくら」。西荻名物「宙に浮くピンクの象」
の近くにあるお店です。

一番人気は、「旨辛豚骨」。お子様でも食べられる優しい辛さで、
豚骨のクリーミーなスープと胡麻の風味がとてもマッチしてい
ます。また、無料でつけられる、専用の肉味噌ご飯で、おじやに
して召し上がっていただくのもおすすめ。
女性には、「鯛の塩ラーメン」が人気。あっさりとした透明な魚
介スープの塩味ながら、炙った鯛の濃厚なコクを感じることが
できる一杯です。
平日は、ランチタイム限定で餃子が１００円、というのも嬉しい。
おひとりでも、ご家族でも訪れたい人気店です。
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（５）お洒落×美味しいラーメン　麺尊RAGE
西荻窪駅南口 仲通街商店街を抜けて、おわら通り（旧府道）を
進むと到着します、「麺尊RAGE」。
ラーメン屋さん？と疑ってしまうほどの、お洒落な店構えとカフェ
を思わせる雰囲気も特徴。女性の方や、カップルでも入りやす
いお店です。
基本のメニューは、「軍鶏そば」「煮干しそば」で、これらのメ
ニューをベースにトッピングのたまご、チャーシューなどが加わっ
た「特製」があります。

「しゃもガラと東京しゃもの丸鶏、金華ハムを使って出汁を取った清湯スープに、生醤油を数
種ブレンドして作った醤油ダレを合わせました！ 軍鶏の旨味と生醤油の香りを堪能出来る一
杯です！」（twitterより引用）行列ができるほどの人気店です。
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（６）変わり種だけど、絶品！　パパパパパイン
西荻窪駅南口 右に曲がって居酒屋街を抜けると２分ほどで到着
します。
人気メニューは「パイナップル塩ラーメン」や、本格的な「パイ
ナップル醤油ラーメン」など。ラーメンは、パイナップルがスー
プの主役になっているのですが、スープとの相性が抜群で、パ
イナップルのさっぱりさわやかな甘さがなんとも絶品。

また、バレンタインシーズンの「カカカカカカオ」、「メメメメメロン」など期間限定商品が登
場することもしばしば。店長さんもとても気さくな方。メディアにも多数取り上げられ、評価
も高い人気店です。
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西荻にはカフェが約９０店舗近くもあります。スタイリッシュなカフェから、昔ながらの喫茶店まで、お店
によって雰囲気もさまざま。また、西荻で長く愛される食べログでも話題のパン屋さんもあります。ここ
では、お茶や素材にこだわったお菓子を味わいながら、優雅な時間を過ごせるカフェやパン屋さんをピッ
クアップしてご紹介します。

 2−1−3 こだわりのあるカフェ＆パン屋で優雅な時間を楽しむ

（１）お花に囲まれて過ごすティータイム cotito
北口を出て北銀座通りと北に進み続けます。ずっと進むと、青梅
街道に突き当たる前にセブンイレブンのあるT字路があり、お店
はその角。お花屋さんであり、お菓子を楽しめるカフェでもある

「cotito（コチト）」。店内は３席ほどの小ぢんまりとした造りに
なっていますが、たくさんの植物が並んでいて、何故か全然寂しくありません。メニューも
充実していて、お花屋さんらしく、ハーブティーや果物とお花のジュースなどもチョイスでき
ます。コーヒーやラテは、テイクアウトでも販売しているお花のクッキーがセット。素材や無
農薬にこだわったクッキーは、以外にもお花の食感が良くて美味。お散歩のひと休みに、お
花を見ながらゆっくりお茶する、そんな時間を是非体感して見て下さい。
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２）卵と乳製品を使わないお菓子の癒し系カフェ 　trim
西荻窪駅南口を出て、左に走るメインストリートを南に進みます。一つ目の信号を左折して
まっすぐ進み、セブンイレブンさんを超えたところの右側に見えてきます。卵と乳製品を使
わないお菓子のカフェ「trim」。テイクアウト用のお菓子を販売している「khanam」も併設
しています。店内は優しい色遣いでとてもリラックスできる雰囲気の癒し系カフェ。使ってい

る小物一つ一つがとても気が利いていて、お洒落で可愛く揃え
られています。店内で食べられるものもすべて、卵と乳製品を
使っていないので、アレルギーがある方も安心。スコーンなど
に付け合せで出てくるのは、豆乳を煮込んでカッテージチーズ
風に仕上げたもの。味が強すぎず風味豊かで食べやすくなって
います。コーヒーにはkhanamでも販売しているクッキーがセッ
トでついてきます。甘くておいしいので、散歩の途中休憩にコー
ヒーを一杯、で入るのにもおすすめです！ 
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（３）昔ながらの純喫茶「それいゆ」
言わずと知れた西荻窪の人気カフェ「それいゆ」。南口みずほ銀
行の裏側、南口を出て線路沿いに荻窪方面に進み、一つ目の角
を右折したところにあります。昭和の純喫茶のような昔ながら
の雰囲気がお洒落で、長い間西荻窪の住人に人気を誇っていま
す。特製カレーライスやナポリタンなど料理メニューも豊富で、
どれも全部ボリューミー！１０時から２３時までと営業時間も長く、
モーニングからディナーまで１日を通して利用できるのが魅力で
す。それいゆと言えば、お店の真ん中にある、大きなフラスコビーカーで作っている水出し
コーヒーが有名。香りとうまさが絶品です。落ちるコーヒーを眺めながらゆったりとした時
間を過ごすことができます。他にも雑誌や本などリラックスするためのグッズもあるので、予
定のない日にふらっと足を運んでみるのもいいですね。
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（４）創業80年！地元にファン多数！　藤の木
西荻窪駅北口を出て、伏見通りをまっすぐ進むと、１９３７年創
業の約８０年のパン屋さん「藤の木」があります。「お母さんが
お子さんに安心して買ってあげられるもの」をコンセプトに、国
産の小麦粉を使用し、安心安全で美味しいパンを作っています。
不動の人気ナンバーワンは塩パン。パンを食べている！という感
じがする本格的なパンです。ワインやビールなどのお酒にもぴっ

たり。また、季節限定のパンの販売もあります。例えば、夏には「冷やしラムネ大福」という
チャレンジングな商品や、秋には「いもくりかぼちゃのパン」など。スタッフさんは、テキパキ
としながらも笑顔で、優しい雰囲気が印象的なお店です。
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（５）西荻で愛されて２０年！天然酵母パンの、
　　ぐーちょきパン屋
西荻窪駅南口から仲通街商店街を抜けてまっすぐ歩くこと約５
分、「ぐーちょきパン屋」に到着します。店名の由来は「魔女の
宅急便」に登場するパン屋さんです。オーナーのご友人の着想
から、著者の角野栄子さんにご挨拶し、店名にしました。人気商
品は、食事用の食パンやライ麦パン、「ぶどうパン」や「菓子パ
ン」も。おやつには焼菓子いろいろ。フィナンシェやパウンドケー
キの焼菓子も程よい甘さで人気があります。たくさんのパン屋さんが西荻にはありますが、
ずっと変わらない素朴な安心感こそが、人気の秘訣かもしれません。オーナー様は、少し控
えめでほんわりとした空気感をお持ちの方。この雰囲気が好きでずっと通うお客様もいらっ
しゃいます。
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西荻には、とにかく安く、しかも美味しい居酒屋も充実。
ここでは、西荻住民だったら知らない人はいないはず、毎日通いたくなってしまう有名店を
ご紹介させていただきます。

 2−1−4 トリスハイが１杯１９０円？！
 西荻の居酒屋でディープな夜を過ごす！

（１）西荻といえば、やっぱりここ！　戎 南口店
西荻窪南口駅前の柳小路。昭和の香りがするディープな一角に

『戎』があります。美味しいのに、お財布にも優しいのが戎の魅
力。北口にもお店を構えています。トリスハイは、なんと１９０円
という驚きの価格！そして、人気メニューは、イワシコロッケ。 
焼き鳥（１本９０円）も欠かせません。１人飲みにもおすすめの、
西荻の有名店です。
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（２）焼きとりよね田
西荻窪駅南口を出て右へ進み、すぐの小道を入ると右手に見えてくる、繁盛店「よね田」。
人気メニューは、名物の巨大「つくね」（２１０円）。１００円で目玉焼きのトッピングもできま
す。フワフワのつくねに、玉子を絡めて食べると絶品です。
つくねや焼き物は、焼き上がりまで少し時間がかかるので、早め
に注文しておくことをおすすめします。待ち時間は、「牛スジと
大根の煮込み」がおすすめ！その他にも、とり刺しなど。驚くべき
コストパフォーマンスの名店です。
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2−2	 子どもから大人まで楽しめる！	イベントや行事が
	 盛りだくさん！

その地域に住むうえで、意外と重要なのが地域イベントの活発さ。やはり、地域のイベン
トが活発なエリアは活気があって、街自体が好きになっていきます。
西荻は子どもから大人まで楽しめる、地域のイベントが盛りだくさんです！ここでは、西荻
でおすすめの地域イベントや行事をご紹介します。

■ 開催日：毎年5月頃
毎年5月に、２日間に渡って開催されるイベントです。
西荻の街のあちこちで、音楽ライブ等さまざまなイベントが行われます。
恒例の万灯みこしや、豪華景品が当たるウォーキングスタンプラリーがあります。2016
年度で27回目となる、西荻名物のイベントです。

http://www.nishiogi-net.com/hello/

 2−2−1 ２０１６年度で２７回目。西荻名物イベント「ハロー西荻」
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■ 開催日：6毎年月頃
西荻窪のカフェや雑貨屋さんが一体となり、開催されるイベント。
地図を片手に、お茶を飲みながら街の魅力に触れ合うことができます。
参加ショップでは無料のお茶提供や、嬉しい特典サービスを受けることが可能です。
２００９年１１月わずか４店舗の参加でスタート、その後２０１５年には１０３店舗１団体で開
催された、反響の大きいイベントです。

http://chasampo.com/

 2−2−2 無料でお茶も貰える！
 １００以上の店舗が参加する街歩きイベント「西荻茶散歩」



31

■ 開催日：毎月第３日曜日
西荻窪駅南口を出て「松屋　西荻窪店」を左折したところにある柳小路通りで開催される
イベント。昼市限定メニューを、昼市価格で楽しめます！
なんとこのイベント、他の参加店で買ったものをお店に持ち込むことができるのです。お
昼から美味しい料理とお酒を楽しんでみてはいかがですか。

 2−2−3 限定メニューを限定価格で楽しめるグルメイベント！
 「西荻昼市」
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■ 開催日：毎月第３日曜日　８～１１時
神明通りの商店街、西荻東銀座会が主催する歴史あるイベント。

「ぱたーた」のじゃがいもドーナツなど、西荻ショップの人気メニューを朝から楽しむことが
できます。
朝市価格のオトク商品も多数あります。
朝からお酒やコーヒーを飲みながら、食べ歩きをしてみてはいかがでしょうか。

 2−2−4 朝から西荻の人気メニューで食べ歩き！「神明通り 朝市」
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■ 開催日：２０１7年3月予定
桃井原っぱ公園にて、今年初めて開催されたイベント。
“都会にありながらどこか懐かしさと温かさのある街・西荻窪で開催される「お祭り」です。”
“ここで生まれるたくさんのつながりがきっかけとなって、もっともっと西荻を好きになりた
い。そんな願いをこめて開催します。”（公式サイトより引用）
2016年の来場者数は１０,０００人超、晴天にも恵まれ大盛況のイベントでした。

http://nishiogi-lovers.com/

 2−2−5 西荻のグルメ、ショップ、アート、音楽を
 １日に凝縮させたイベント「西荻ラバーズフェス」
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地元密着の不動産会社が教える、
西荻窪に住む際に知っておきたいこと3

3−1	 一人暮らしの方

これまでの章で、西荻の魅力はなんとなく伝わったかと思います。この章では、実際に西
荻に住むうえで知っておきたいことを居住形態別にご紹介していきます。

西荻は一人暮らしの方にもおすすめです。先ほど、ご紹介した通り、地域の行事やイベン
トが盛んで街に馴染む機会が多いためです。また、西荻に住む人は、西荻の人と人との近
さが魅力だと言います。上京したてだったり、一人暮らしに不安を持つ方にはぴったりの街
かもしれません。
今回はそんな一人暮らしを検討されている方が、知っておきたい情報をご紹介します。

１人暮らしには、１R、１Kなどが人気です。
隣駅の荻窪駅、吉祥寺駅と比較すると少しお得な家賃相場となっております。

　●１R：５.５～６.５万円
　●１K：６～７万円
　●1DK：７．５～９万円

 3−1−1 一人暮らしに人気の間取りと家賃相場
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①１Rの間取り例

１Kと比べると、家賃相場が下がります。
また、仕切りがない分空間を広く感じやす
いです。
デメリットは、キッチン・バス・トイレが同じ
空間にあること。例えばお料理をする場
合は匂いが気になるかもしれない、など
が挙げられます。

②１Kの間取り例

１Rに比べ、家賃相場が上がります。
また、お部屋とキッチンがドアで仕切られ
るため、上記で述べた「お料理の際の匂
いが気になる」などが解消されることにな
ります。

③１DKの間取り例
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西荻窪は、治安の良い街です。
理由として、昔から長く住んでいる方や近くの東京女子大や吉祥女子高に通っている学生
さんが多いため、防犯パトロールが活発であることが挙げられます。
また、駅周辺は、居酒屋さんや飲食店が多いことから人通りが多いです。駅北口には交番
もあります。とてもゆったりした空気が流れていること、夜道でも比較的明るいことから、
女性１人でも安心して住める街と言われています。

 3−1−2 西荻窪は女性が安心して住める治安のいい街
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西荻に住むなら、１人でお洒落カフェタイムを楽しむことをおすすめ！
数多くの名店から、まずは駅チカの隠れ家的カフェをご紹介。

 3−1−3 一人でのんびりできるおすすめのカフェ

①駅チカ極上のリラックススポット　タスカフェ
西荻窪駅北口を出て左折、セブンイレブンの隣の隣のビル、３階
に「タスカフェ」があります。めずらしい貸しカフェ形態のカフェ
で、お昼と夜や、平日と休日でカフェの名前が変わります。広い
スペースを贅沢につかって、ソファやテーブルなどがフリーアドレ
スに置かれていて、のんびりリラックスできる雰囲気の店内です。

今回は、お昼の時間、「hulot café（ユロカフェ )」のお時間にお邪魔してきました。ユロカ
フェはボルシチセットやハーブ＆スパイスを使ったお料理、デザートなどを楽しめるカフェ。
ふわふわのスチームミルクで作ったラテとガトーショコラをオーダー。ガトーショコラはアイ
ス添えで、しっとりとしたケーキ地と合せれば色々な食感を楽しめます。
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続いては、一人でのんびりしたい方、喫煙者にもおすすめのレトロカフェです。

②昔ながらの純喫茶　どんぐり舎
西荻窪駅北口を出て、そのまま正面の道を進み、二つ目の十字
路の左前の角にあります。外観もさることながら、お店の中に入
ると昭和へタイムスリップしたかのような雰囲気です。本もいく
つか置いてあって、その本を読むも良し、パソコンをいじるのも
良し、ただボーっとするのも良さそうな空間です。
メニューはコーヒーの種類がとにかく豊富。あまり耳にしないよ
うな名前のコーヒーも取り揃えています。よく焙煎してあって、美味しいコーヒーがたくさ
んあるので長居してしまいそうです。また、コーヒー豆のお持ち帰りも可能。軽食も食べご
たえ十分な量がリーズナブルにいただけます。今の時代に珍しく、喫煙可のカフェです。ひ
とりでゆっくり落ち着きたいとき、時間の流れを忘れてしまうような、昔ながらの喫茶店で過
ごすだけもいいですね。
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西荻はカップルや新婚さんにもおすすめです。1駅で吉祥寺にも行けますし、新宿まで１２
分とアクセスも良好。さらにデートにも使えるお洒落なお店がたくさんあって、行き尽くせ
ないほどあります！
ここでは、西荻で二人暮らしを検討されている方が知っておきたい情報をご紹介していま
す。

カップルや新婚さんには、1LDK、2DKなどの間取りが人気。家賃相場は下記の通りです。

　●1LDK：１０～１３万円
　●2K：９～１２万円
　●2DK：９～１２万円

3−2	 二人暮らしの方

 3−2−1 二人暮らしに人気の間取りと家賃相場

①１LDKの間取り例

「一緒の空間で過ごす時間がたくさん欲し
い」そんなカップルには、１LDKの間取り
がおすすめ。くつろぐときも、食事をする
ときも、ずっと一緒に過ごせるので、２人
の距離がぐっと縮まります。
デメリットとしては、勉強や趣味などの自
分の時間がなかなかとれない、荷物が多
く、収納スペースに収まりきらない場合が
あることが挙げられます。

②2K

お部屋が2つ欲しいけど家賃は少し抑えた
い、という方におすすめの間取りです。
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同棲の場合は「連名契約」になることが多いです。
「連名契約」とは、おふたりそれぞれが契約人になり、連帯保証人をたてなければいけな
い契約形態のことです。
なぜそれぞれに連帯保証人を立てるかというと、「同棲」の場合、万が一別れてしまったと
きに家賃滞納の可能性があること、滞納してしまった場合には保証人に支払いの義務が生
じるのですが、支払いの責任を契約者お二人それぞれに課すためです。
ただし、具体的に入籍や結婚式の日取りが決まっている婚約の場合は、代表者１名で大丈
夫というケースが多いです。また、おおよそ年内くらいには、とご結婚の予定が少しぼん
やりしている場合は連名契約にするケースがあります。
いずれの場合にせよ、物件のオーナー様次第なので、オーナー様によっては、契約者はど
ちらか１名でも大丈夫という場合もあります。

 3−2−2 二人暮らしの際の契約の注意点

②2DK

「自分の時間も大切にしたい」そんな
カップルには2DKの間取りがおすすめ。
お部屋が２つあるので、それぞれのお部
屋でお互いの趣味に没頭することがで
きます。
2DKといっても様々な間取りがありま
すが、右の間取りのような、振り分けタ
イプが人気です。振り分けタイプとは、
ダイニングキッチンからそれぞれのお部
屋に入れるタイプのことです。
デメリットとしては、LDKと違って食事
の空間が狭いため、大勢でパーティー
をすることには不向きという点が挙げら
れます。
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隣駅の吉祥寺など、電車で少し遠出するのもいいけれど、西荻でまったりお散歩デートも
おすすめ！まずは、西荻窪駅南口方面のお散歩コースからご紹介します。

 3−2−3 デートにおすすめ！ 西荻窪の散歩コース（南口）

こけし屋 朝一

中央本線 JR 西荻窪駅

★

服と雑貨 イト★

台所雑貨専門店
六貨
★

マカロンエショコラ
★

麺尊 RAGE★ 信愛書店
★

三ツ矢酒店★ Country Quilt Market★

おわら通り
（旧府道）

神明通り

South
exit
course
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①お洒落で美味しい、行列必至のラーメン屋！
　麺尊RAGE
西荻窪駅南口 仲通街商店街を抜けて、おわら通り（旧府道）を
進むと到着します、「麺尊RAGE」。
お洒落な店構えとカフェを思わせる雰囲気が特徴。基本のメ
ニューは、「軍鶏そば」「煮干しそば」で、これらのメニューを
ベースにトッピングのたまご、チャーシューなどが加わった「特
製」があります。

「しゃもガラと東京しゃもの丸鶏、金華ハムを使って出汁を取った清湯スープに、生醤油を
数種ブレンドして作った醤油ダレを合わせました！ 軍鶏の旨味と生醤油の香りを堪能出来
る一杯です！」（twitterより引用）

（１）おわら通り（旧府道）
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②マカロンとショコラの専門店　マカロンエショコラ
西荻窪駅を出て１０分ほどで到着します。２０１6年１０月１日に
は、4周年感謝セールを実施しました。マカロンももちろん美
味しいのですが、人気商品は「マカロンボーロ」。直接ご来店さ
れるお客様以外にも、お取り寄せで商品をお買い求めになられ
る方が多い人気商品です。
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③台所雑貨専門店　六貨
「実際に使いやすいところ」が商品の魅力。台所雑貨専門の
お店なので、見た目がかわいいけど使い辛いものや、珍しい
高級な商品が多いのかな、というイメージを持つ方もいるか
もしれないが、「六貨」のこだわりは、手の届かないような高
級品や見た目がオシャレなだけのものではなく、実用性にこ
だわった商品。人気商品は、業務用で飲食店などが大口の発
注で仕入れるような商品を、小口で仕入れているもの。スタッ
フさんは、商品について分かりやすく教えてくださる物腰の
柔らかい方です。スタッフさんに相談しながら、おふたりにぴっ
たりの台所雑貨を見つけてみてくださいね！
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④服と雑貨　イト
もともと代々木上原でお店をやっていましたが、次の旅先として
流れ着いた西荻で、素敵なお洋服と雑貨を手に取って欲しい！と
いう想いでオープンしたとのこと。
お洋服はデザイナーが世界を旅している中で作るブランド

「BigHug」をメインに、作り手の思いがこもったものをセレク
ト。お客様が手に取った時に「初めてこんな商品をみた！」とい
う感動や、作り手の想いや思想を感じられるものを伝えること
を大切にしています。また、様々なイベントを行っており、絵の
展示や、かばんの展示販売など、見て楽しい企画があるので是
非デートで足を運んでみてくださいね。
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（２）神明通り

①Country Quilt Market
輸入生地やパッチワーク材料を扱っているお店。約3,000種
類ほどの生地を揃えております。生地はインターネットでも購
入可能で、600件もの注文がある月もあるとのことです。現
店舗には、1989年より荻窪で営業した後、1995年に西荻窪
へ移りました。
お客様の層は、お子様が入園入学されたお母様や手芸が趣味の若い女性、年配の方まで
幅広い年代の方。また、遠方からご来店される方、なんと海外からのお客様もいらっしゃ
います。おすすめ商品は、「USAコットン」。特徴は、色や柄の発色がきれいであること。
日本では珍しいデザインの生地が手に入ります。おふたりの「お気に入り」を探しに、是非
行ってみてください。
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②信愛書店
創業８０年の老舗ながら、リニューアルオープンして、本と雑貨
のセレクトショップに生まれ変わった本屋さん。
地域に根差している本屋さんだけに、街の観光案内雑誌がたく
さん。他にも小説、絵本などが並んでいます。雑貨はレターセッ
トや切手・マスキングテープなど、女子が喜びそうなものがたく
さん！ちょっと何かが欲しい時など、ちらっと寄ってみるのもい
いですね。

なんといってもリニューアルした信愛書店で特徴的なのは、300円で時間制限なく使え
る、フリースペース「えんがわサロン」です。飲み物の持ち込みなどもＯＫで、ゲームをし
たり、本を読んだり、利用の仕方も自由です。是非、お気軽に立ち寄ってみて下さい。
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③三ツ矢酒店
大正１５年（１９２６年）創業、現在は２,３代目が中心にお店を
運営しております。
以前はいわゆる町の酒屋さんでしたが、２代目に変わった時に
色々なご縁やつながりがあり、地方の地酒を扱うようになりま
した。現在は、全国の蔵元さんとの広い繋がりがあり、約１００
銘柄の取り扱いをしております。
また、個人の蔵元さんが製造しているものや、あまり大量に作っていない銘柄なども扱っ
ており、なかなか他のお店にはないお酒も見つかります。
駅からの立地も良く、ふらっとお越し頂く個人のお客様も多くいらっしゃいます。
最近は家飲みをする方も増えており、お客様から「今日の晩ごはんは○○なんだけど、合
うオススメのお酒はありますか？」などの質問を受けることもあるそうです。
ご自身のお好みに合ったお酒を紹介してもらえるので、是非、お酒好きのカップルは立ち
寄ってみてくださいね。
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隣駅の吉祥寺など、電車で少し遠出するのもいいけれど、西荻でまったりお散歩デートも
おすすめ！まずは、西荻窪駅南口方面のお散歩コースからご紹介します。

 3−2−4 デートにおすすめ！西荻窪の散歩コース（北口）

North
exit
course

Boite ぼわっと

中央本線

善福寺川

JR 西荻窪駅

★
garalie non ★

旅の本屋のまど★

★

伏見通り

善福寺公園
デートに
オススメの
公園



50

① ぼわっと
常連さん多数、フランス雑貨のお店です。

「ぼわっと」とは、フランス語で「箱」を意味する言葉。
お店の名前に込められた想いの通り、フランス雑貨やブロカン
トなど、フランスにまつわるものがギュッと詰まっているお店で
す。店長さんのおすすめは、アクセサリーコーナー。シンプル
なものから個性的なものまで、ジャンルにとらわれず可愛いも
のを揃えております。
商品のセレクトをしているのがフォトエッセイスト、とのまりこさん。パリ在住ですが、たま
たまお店にいらっしゃる日に取材にお伺いすることができました。店内のカフェスペースで
は、スイーツやドリンクを頂くこともできます。スタッフさんもとても気さくな方なので、
ぜひお散歩がてらのぞいてみてください。

（１）伏見通り
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② 旅の本屋のまど
西荻窪北口を出て左折、道なりに５分ほど歩くと左手に見えて
くるお店「旅の本屋のまど」。青い木のフレームの入り口が目
を引く本屋さんです。奥行が広く、すっきりした店内に並ぶの
は「旅」がキーワードの本たち。とはいえ、旅行誌やガイド誌ば
かりでは無く、音楽・宗教・料理など世界中の国や地域を知るた
めの本などがたくさん。旅をしたい人だけが訪れるようなお店
では無く、訪れれば誰もが世界に触れられるようなお店になっ
ています。その世界の料理に触れてみたい、思想にふれてみ
たい、映画の歴史に触れたい、などの興味がある時は一度見に
行ってみることをおすすめします。
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③ galerie non
コンセプトは「無名の手仕事」「衣食住+芸（芸術）」。
そのコンセプト通り、洋服以外にも店内にはイラン吹きガラス
の食器やアルパカ毛の洋服、紙ジャケットのCDなどが並んで
います。
洋服は、東京の京橋にも店舗・会社があり、オリジナル生地か
らオリジナルデザインの洋服を作っているそうです。店内には、
プラスチックのボタンを使わないブラウスやカーディガン等ナ
チュラルで可愛い、他にはない洋服が並んでいました。
メンズ対応サイズもあり、柔道着の生地を藍染にしたような上
着があります。

「流行を追わず、永く使える良いものを作る」というこだわりの
商品が手に入る、ナチュラルで大人可愛い空間です。
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（２）善福寺公園
公園デートには、「善福寺公園」がおすすめ。
善福寺公園は、四季折々の自然を味わえる公園です。
上池、下池と呼ばれる２つの池を取り囲んでおり、その面積は約７万８０００平方メートルも。とても広
大な公園です。

それでは、善福寺公園の魅力を３つご紹介します。

① 四季折々の自然
昔ながらの自然が残されている、善福寺公園。
春には美しく咲いたソメイヨシノを見ながらボートにも乗れちゃいます。
また、夏には青葉、秋は紅葉も。冬には、雪が降るとまさに絶景の冬景色を楽しめます。
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② さまざまな生物
園内では、珍しい生物をたくさん目にすることができます。
カルガモ、カイツブリ、マゲラ、バンなどの水鳥・・・夏に舞う色とりどりの蝶。
６月中旬頃には、ホタル、そして秋には、トンボも。

③ 落ち着いた雰囲気
西荻窪駅、上石神井駅のどちらからもバスで１５～２０分。
駅から少し離れるのですが、この立地のおかげか、公園の周辺はとても落ち着いた雰囲気
です。お花見の時期は混雑しますが、それ以外は公園周辺の住民にとって、落ち着いた居
心地の良い場所です。
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ここでは、美味しい朝グルメやお酒を楽しめるイベントをご紹介します。
月に一度早起きして、朝デートを楽しんでみてはいかがでしょうか？

■ 毎月第二日曜日開催「こけし屋 朝市」
西荻の老舗フレンチレストラン・洋菓子店「こけし屋」が開催する朝市。
人気メニューは、子羊の炭火焼アニョーや、目の前に作ってもらえるふわふわオムレツ、あさりのスープ、
焼きたてクロワッサンなどなど。ビールやワインなどのお酒も充実しているので、朝からたくさん食べ
て飲んで、贅沢気分を味わえます。
行列必至の、人気の朝市です。

 3−2−5 朝のデートにおすすめのイベント
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①2LDKの間取り例 ②3LDKの間取り例

西荻は、隣駅の荻窪や吉祥寺に比べ少し落ち着いた雰囲気です。
また、治安が良いことからご家族も安心して住んでいただける街です。
ここでは、ご家族が西荻で住む時に知っておきたい情報をご紹介します。

ご家族には、2LDKなどの間取りが人気です。
家賃相場は、隣駅の荻窪や吉祥寺に比べると少し下がります。
目安としては、２LDKは１２～１５万円、３DK以上は１３～１６万円です。
隣駅の荻窪や吉祥寺に比べ１～２万円安い相場となっております。

それでは、2LDKと3LDKの間取り例をご紹介します。

3−3	 ファミリーの方

 3−3−1 ファミリーに人気の間取りと家賃相場

■ 駐車場の相場は？
　 弊社でご紹介している駐車場130件の相場は、
　 20,000円前後です。
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 3−3−2 西荻はスーパーやドラッグストアが豊富で買い物がしやすい

西友

グルメシティ関東　

善福寺公園

善福寺川

神田川

JR 西荻窪駅
JR 荻窪駅

中央本線

トモズ
ミネドラッグ

田楽

Dila西荻
ミニコープ

まいばすけっと

クイーンズ伊勢丹　

大黒屋

マルエツプチ

ココカラファイン

龍生堂薬局
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（１）スーパー
西荻窪は住宅地ということもあり、数多くのスーパーがあります。
ここでは、２４時間営業のお店から、Webチラシありのお店まで、駅周辺のスーパー全て
をご紹介します。

① 西友　西荻窪店　★駅直結！２４時間営業
西荻窪は住宅地ということもあり、数多くのスーパーがあります。
ここでは、２４時間営業のお店から、Webチラシありのお店まで、駅周辺のスーパー全てをご紹介します。

【店舗名】西友　西荻窪店
【店舗住所】東京都杉並区西荻南
 ３－２５－２７

【営業時間】★２４時間
【 駐 車 場 】有（30分 毎 に200円。

2,000円以上お買上で1時間無
料、5,000円以上で2時間無料。
駐車場のみご利用は30分毎に
400円。）

【定休日】なし
【電話番号】03-3394-6211

 

② グルメシティ関東　西荻店　★２４時間営業

【店舗名】グルメシティ関東　西荻店
【店舗住所】東京都杉並区西荻南
 ３ー８－１７

【営業時間】★２４時間
【駐車場】なし
【定休日】なし
【電話番号】03-3331-7671



59

③ 田楽
こちらは西荻マイロード商店街内にあるスーパーマーケットです。
営業時間は10 ～ 18時、定休日は日曜日です。

【店舗名】田楽
【店舗住所】 東京都杉並区 

西荻南３－２４－１
【営業時間】10:00 ～ 18:00
【駐車場】なし
【定休日】日曜日
【電話番号】03-3396-6680

④ マルエツプチ　松庵３丁目店　★Webチラシあり！
2015年10月オープンしたばかりのスーパーマーケットです。

「マルエツ」サイト内より、Webチラシを見ることもできます。

【店舗名】マルエツプチ　
　松庵３丁目店

【店舗住所】東京都杉並区松庵3-1-1
【営業時間】9:00 ～ 22:00
【駐車場】なし
【定休日】なし
【電話番号】03-3332-6783
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⑤ Dila　西荻窪
西荻窪駅改札の目の前にあります。パン屋、洋菓子屋、惣菜屋、お弁当屋さんなどが入っ
ています。

【店舗名】Dila西荻
【店舗住所】東京都杉並区西荻南　
　3-25-1

【営業時間】各ショップにより異なる
【駐車場】なし
【休業日】年中無休
【電話番号】03-5303-2771

⑥ ミニコープ　西荻店　★Webチラシあり！
「コープみらい」のサイトから、Webチラシを見ることができます。
営業時間は、9時半から23時です。

【店舗名】ミニコープ西荻店
【店舗住所】東京都杉並区西荻北
　１－２－２

【営業時間】9:30 ～ 23:00
【駐車場】なし
【休業日】1月1日～ 2日
【電話番号】03-3394-8711
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⑦ 大黒屋　西荻店

【店舗名】大黒屋　西荻店
【店舗住所】東京都杉並区西荻南
　2-19-11

【営業時間】１０：００～２１：００
【駐車場】なし
【休業日】不明
【電話番号】03-3333-8823

⑧ まいばすけっと　西荻北5丁目店

【店舗名】
まいばすけっと西荻北5丁目店

【店舗住所】
東京都杉並区西荻北5-25-13

【営業時間】7:00 ～２４:00
【駐車場】なし
【休業日】年中無休
【電話番号】03-5311-0607
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⑨ クイーンズ伊勢丹　杉並桃井店

【店舗名】
クイーンズ伊勢丹　杉並桃井店

【店舗住所】
東京都杉並区桃井3-5-1

【営業時間】
1階フロアおよび２階モスバーガー
10：00 ～ 22：00
2階ユニクロ、白洋舎、おしゃれ工房　
10：00 ～ 20：00

【駐車場】あり（98台）
【休業日】なし
【電話番号】03－5303－7811
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（２）八百屋
西荻の食卓を彩る新鮮な野菜や果物を販売している「小高商店」。
名物はいつも元気なお父ちゃん！西荻の地で６５年、地元で長く愛されるお店です。
西荻の奥様からの信頼も抜群で、お父ちゃんに聞けば、果物・野菜の扱い方やおいしい食
べ方、おすすめの料理方法など困ったことはすべて解決してしまいます。昔から変わらず
活気に溢れているお店です。
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（3）ドラックストア
西荻窪駅北口方面には「トモズ」、「ミネドラッグ」、南口方面には「ココカラファイン」など、
駅周辺にドラックストアが充実しています。

桃井原っぱ公園

（旧：セイジョー、現在：ココカラファイン）
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杉並区は、教育に力を注いでいます。
例えば、「小中一貫教育」を打ち出しており、平成27年度には、杉並区初の一体型小中教
育校・杉並和泉学園が誕生し、注目を集めています。そのほかには、30人程度の「少人数
学級の実現」など取り組みなどを行っています。（出典：杉並区HP 平成28年1月18日更新データ）

■ 気になる小学校の学区は？
下記は、西荻窪周辺の学区リストです。

（２）でご紹介させていただく各小学校の地図もあわせて参考にしていただければ幸いです。

（１）学区リスト

　 学校名（五十音順）/ 住所 エリア

あ
天沼小学校

（旧 杉並第五小学校・若杉小学校）
天沼 2-46-3

・上荻1丁目全域

い 井荻小学校
善福寺 1-10-19

・上荻4丁目4~10番、26~30番
・西荻北3丁目12~14番、24~27番、35~38番
・西荻北4丁目全域
・西荻北5丁目全域
・善福寺1丁目1~21番
・善福寺2丁目1~5番

お 荻窪小学校
宮前 2-13-18

・宮前2丁目全域
・宮前3丁目1~8番、15~32番
・南荻窪1丁目全域
・南荻窪2丁目全域
・南荻窪3丁目1~8番、19~21番、34番
・南荻窪4丁目15番

く 久我山小学校
久我山 5-18-7

・久我山2丁目24~26番
・久我山5丁目1~36番
・宮前1丁目1~17番
・宮前2丁目1~14番、17~33番

し

四
しのみや

宮小学校
上井草 2-12-26

・今川1丁目全域
・今川2丁目全域

松庵小学校
松庵 2-23-24

・久我山4丁目18~37番
・松庵1丁目3~21番
・松庵2丁目全域
・松庵3丁目全域
・西荻北3丁目5~11番

 3−3−3 「少人数学級の実現」など、西荻は教育環境も充実！
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た

高井戸小学校
高井戸西 2-2-1

・宮前1丁目18～20番

高井戸東小学校
高井戸東 1-12-1

・上高井戸3丁目全域

高井戸第二小学校
久我山 4-49-1

・久我山2丁目12～18番、27番、28番
・久我山3丁目全域
・久我山4丁目1～17番、38～50番
・久我山5丁目37～39番
・宮前4丁目15番、16番、34番
・宮前5丁目全域
・松庵1丁目1番、2番、22番、23番

高井戸第四小学校
西荻南 1-8-16

・宮前3丁目9～14番、33～35番
・西荻南1丁目全域
・西荻南2丁目全域
・西荻南3丁目全域
・西荻南4丁目全域

も

桃井第一小学校
桃井 2-6-1

・上荻2丁目5番、6番、11～13番、22～42番
・上荻3丁目全域
・上荻4丁目1～3番、11～25番
・桃井1丁目全域
・桃井2丁目全域
・桃井3丁目全域
・桃井4丁目1番、12番、13番

桃井第二小学校
荻窪 5-10-25

・上荻2丁目1～4番、7～10番、14～21番
・南荻窪3丁目9～18番、22～33番
・南荻窪4丁目1～14番、16～45番

桃井第三小学校
西荻北 2-10-7

・西荻北1丁目全域
・西荻北2丁目全域
・ 西荻北3丁目1～4番、15～23番、28～34番、 

39～45番

桃井第四小学校
善福寺 3-3-5

・今川4丁目8～11番、19～22番
・善福寺1丁目22～34番
・善福寺2丁目6～39番
・善福寺3丁目全域
・善福寺4丁目全域

※上記学区リストは、2016年11月現在のもので、変更する可能性がございます。ご了承ください。
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（３）小学校の地図

桃井第一小学校

四宮小学校

桃井第三小学校

桃井第二小学校

松庵小学校

高井戸第四小学校

荻窪小学校

高井戸第二小学校

久我山小学校

立教女学院小学校
西田小学校

高井戸東小学校

高井戸小学校

桃井第四小学校
善福寺公園

善福寺川

神田川

JR 西荻窪駅 JR 荻窪駅

三鷹台

久我山

富士見ヶ丘

井荻
下井草

上井草

高井戸

井の頭公園

井荻小学校
天沼小学校

京王井の頭線

中央本線

西武新宿線

School
Map
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まずは、杉並区の子育てサポートについてご紹介します。

① 子育て応援券／更新日：平成28年4月15日
応援券で利用できるサービスは、親の子育て力を高めるもの、あるいは地域の子育て力を高めるもの
で、区が審査し、承認したサービスに限られています。

サービスは大きく4つに分類されています。 
1. 親子地域ふれいあいサービス
2. 親（妊婦含む）をサポートするサービス
3. 子どもを預けるサービス
4. インフルエンザ予防接種

 ※出典　杉並区HP

http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kosodate/ouenken/1020155.html

続いて「保育園の入りやすさ」についてです。

② 待機児童の数について／更新日：平成28年9月21日

『近年、区内の就学前児童人口は増加傾向にあり、28年4月は2万5,000名弱、さらに29年4月には
2万6,000名近くになる見込みです（図1）。
これに加えて、近年働く女性が増加しています。国の調査によると、27年の女性の就業率は5年前と
比べ高くなっており、特に20歳代後半～ 40歳代前半の就業率が上昇しています（図2）。こうした背
景から保育需要は増加の一途をたどっており、28年4月の認可保育所入所申込者数は、前年比で約1
割の増加となる4,000名近くに達しました（図1）』 

※出典　杉並区HP　http://www.city.suginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/

 3−3−4 西荻は独自の支援制度があり、ママのための
 子育てサポートが充実！
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また、平成２８年４月１日時点の「区の取り組み」は、下記の通りです。

ニーズの高い認可保育所を中心に、これまでにない規模で保育所の整備を進めます

・限られた期間で確実に整備を行うために、区立施設・用地の転用を図ります。 
・29年4月に『待機児童ゼロ』を達成します

このように、杉並区は『待機児童解消緊急対策』を策定し、待機児童ゼロ実現のため全力で取り組んで
います。詳しくは杉並区HPをご覧ください。

※出典　杉並区HP　http://www.city.suginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/
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 3−3−5 西荻の子育てママにおすすめのお店

① 写真館「スタジオミルク」
2016年6月にOPENした、「お子様の笑顔を撮ることに自信あ
り」の写真館。
同じ目線になってお話をすることによって、撮影にいらした方の

「作り笑顔」ではなく「自然な笑顔」で写真を残すことができま
す。「写真は思い出になり、楽しい会話のきっかけになる」とスタッ
フさんは語ります。記念日に撮った写真は、どんな洋服を着てい
たか？そのとき何を好きだったか？を思い出すことができます。そのような写真を、是非スタ
ジオミルクで撮ってみてはいかがでしょうか。
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② 子供服、雑貨のお店「maison bleu bambino」
フランスやイギリスの子ども服を取り揃えているお店。
お店にある商品は、主に０～６歳くらいのお子様用なのですが、
サイズオーダー可能！ 店主さんが作成してくれます。
また、子供服というと絵柄がたくさん入っているイメージがあ
りますが、こちらのお店では男女兼用で使えるような服がたく
さんあります。そして、親子で楽しめるペアルックも見つかり
ます。ベビーカーごと入ることもできる、子育てママに嬉しい
お店です。
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③ 自然食レストラン 「バルタザール」
「リーズブルに、有機野菜を提供したい！」という想いが込めら
れたお店。１階の八百屋は４０年前に、２階のレストランは１４
年前にオープンし、いずれも西荻で長く愛されています。「お
子さんに、安心した食材を食べさせたい！」という子育てママ
にぴったり。有機野菜本来の美味しさを味わうことができる、
キッズメニューをご用意しております。ママ友のランチ会での
利用もおすすめ！ 食べることの楽しさを味わえる、お子さんと
一緒に安心して有機野菜をたくさん食べられる、そして空間を
楽しめるお店です。
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 3−3−6 西荻ママにおすすめの病院５選

ここでは、西荻ママに評判の病院５選を口コミでご紹介します。

① 秋山歯科
● 西荻歴３０年です。歯医者はいくつかま

わりましたが、ここが西荻Ｎｏ．1です。
親知らずを抜いたけれども全く痛くなく
て、翌日の腫れもほとんどありませんで
した。その他の歯のメンテナンスもてい
ねいにやってくれて安心できます。

● 院長さんがとても優しく、ここの歯医者
だけ子供が泣きません。決して大きな歯
医者ではないですが、腕は超一流だと思
います。

● 粘液嚢胞という口の腫瘤を除去する手術
を受けました。とても不安だったのです
が、診断から手術までスケジュールも完
璧で、手術自体も痛みなく再発もしませ
んでした。本当に感謝です。

② 山口耳鼻科
● どこの耳鼻科よりも診察がていねいでき

ちんと話を聞いてくれます。中耳炎の治
療も事前に説明をしたうえで処置いただ
いたので、とても安心感がありました。

● インフルエンザの嫌な診断（鼻に細い棒
を入れてチェックするやつ）もスムーズ
に検査いただき、比較的楽でした。人気
があるので少し待つのが残念ですが、マ
ンガや雑誌もあるので特に気にはなりま
せんでした。

● 毎年、花粉症の時期にいつもお世話にな
ります。駅近で自転車も置けるのでとて
も便利です。先生が優しいので子供も
嫌がりません。
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③ 西荻子どもクリニック
● 清潔感があってとてもキレイな病院で

す。子供にとても優しく、雰囲気も柔ら
かいのでいつもここにしています。

● 子供はここじゃないと行かない。とよく
言います。

● 薬局もすぐそばにあるので便利です。

  

④ 荻窪病院
● 深夜の嘔吐のときにお世話になりました。

時間が遅いのにもかかわらずきちんと処
置をしていただき、翌日には良くなりまし
た。ベテラン先生でとても安心です。

● じん帯損傷して歩けないときに夜間に伺
い、検査と処置と翌日の予約までワンス
トップで対応いただきました。大きな病
院なのでとても安心感があります。

● 子供が犬にかまれ、大きな出血をしたと
きに救急車で行きました。到着後すぐに
処置、検査、治療をしていただき、事な
きを得ました。若い先生だったのですが、
とても紳士的で好印象でした。

⑤ 古谷皮膚科
● とても清潔感のある病院です。先生はと

ても優しくて肌の悩みをていねいに聞い
てくれた上で、治療プランを真剣に考え
てくれます。

● ニキビがなかなか治らないときに、いくつ
かの病院をまわった上で最後にこちらに
きました。他の病院は雑な対応で、悩み
をちゃんと聞いてくれなかったのですがこ
ちらの先生だけは違いました。治療後も
回復状況を見ながら処方箋を変えていた
だき、いまではすっかり良くなりました。

● 子供の肌荒れがすぐに直りました。原
因は、ふだん使っているボディーソープ
だったのですが、おすすめいただいた無
添加の石鹸を使ったら一週間くらいで良
くなってきました。経験豊富なのでとて
も安心します。 
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絶対に失敗しない！西荻窪での
最高の物件選びと契約までの全手順4

4−1	 まずは自分で物件を調べる

これまでの章で西荻の魅力から、居住形態ごとのおすすめの情報までご紹介してきました。
西荻に住むイメージが沸いてきたところだと思いますが、この章では実際に西荻に住むた
めの最高の物件選びと契約までの全手順をご紹介します。

いきなり不動産会社に行かず、まずは情報収集から始めましょう。

お部屋を借りるためのトータルコスト自体は同じでも、入居日や物件によって初期費用が
変わってきます。家賃、敷金、礼金以外にかかる初期費用について把握し、なるべく予算
に余裕を持っておきましょう。

（１）仲介手数料
物件を紹介してくれた不動産会社に対して支払う手数料です。最大「１ヶ月分＋消費税」まで、
と宅建業法で定められています。（宅地建物取引業法　第46条）
上限いっぱいの１ヶ月分で設定している、というのが一般的になっています。

（２）前家賃
入居月の家賃を前もって支払うことです。
例えば、３月に契約を済ませて、４月から入居する場合は、敷金、礼金、仲介手数料以外に
も４月分の家賃を先に支払うことになります。

（３）日割り家賃
入居開始日が月初めではない場合に支払う費用です。
例えば、３月１０日に契約、３月２０日に入居の場合、
契約時にお支払いするお金は、敷金、礼金、仲介手数料などのほかに、前家賃（４月分の
家賃）、日割り家賃（３月２０日～３１日までのお金）を支払うことになります。

日割り家賃の求め方は、　１ヶ月分の家賃 ÷ １ヶ月の日数 × 入居日数日　です。

 4−1−1 部屋を借りる為に、何にいくら掛かるかを把握しよう
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（４）家財保険料
賃貸借契約において、入居者は「原状回復の義務」があります。
例えば、お隣さんが家事を起こして自分の家財が燃えるなど、大きな火災や事故に巻き込
まれた場合でも、保険に入っていないと、自分の力で元に戻さなければなりません。その
ような場合に、この火災保険料が担保してくれます。
費用は、だいたい２万円前後（２年間）です。

（５）鍵の交換代
以前住んでいた人が退去し、新しい入居者が決まったタイミングで鍵を交換するための費
用です。退去時、前入居者から鍵はすべて回収しておりますが、複製の数などは把握でき
ないという理由から、防犯のために交換をおすすめしております。
浜商不動産では、下記２タイプからお選びいただいております。

① Ｕ９（ユーナイン）
費用：15,000円
特徴：複製可能。ディンプルキーに比べ、安価。

② ディンプルキー
費用：20,000円
特徴：複製がほぼ不可能。ピッキングにも強いと言われており、U９に比べ防犯性が高い。

（６）「保証会社」への保証料
保証会社とは、家賃を滞納した際に、あなたの代わりに一定期間、オーナー様に賃料を払
うサービスです。しかし注意すべき点は、いったんは立て替えてくれているが、払ってくれ
た保証会社に返済しなければならないということ、保証会社の費用は返ってこない、とい
うことです。

つまり、入居するタイミングや物件などによって、初期費用が異なります。
これまで述べてきた費用を頭に入れながら、お部屋探しをスタートしましょう。
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ポータルサイトとは、不動産会社が売買物件、賃貸物件などを登録するウェブサイトです。
住みたいエリアの相場感、お部屋をイメージするために、ポータルサイトで物件検索をし
ましょう。
媒体によって物件が異なる場合があるので、新着情報も含め、希望する入居時期にあわせ
て、日々チェックしましょう。
申込～入居までの期間は基本的に約２～３週間程度です。

◆ おすすめのポータルサイト２つ
① SUUMO

リクルートが運営する不動産・住宅サイト。
物件の写真点数が多く、一覧画面で登録されている写真の情報がわかるなど、探しやすい。

② アットホーム
不動産会社間の物件情報の流通を行っており、掲載される物件情報の信頼性には定評がある。
また、掘り出しものが見つかる可能性があるので、要チェック！

検索条件を保存しておくと、希望条件をその都度チェックする手間が省けます。
実際に希望条件を検索してみると、「自分が希望する条件に該当する物件が何件あるのか？」
を把握することができます。
もし、住みたい！ と思える物件がヒットしない場合は、条件を緩めて再度検索していきま
しょう。

 4−1−2 ポータルサイトで住みたい部屋とエリアの相場感を把握する

 4−1−3 ポータルサイトでの検索条件を保存しておく
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項目２、３を繰り返しながら、現実的な条件を決めていきましょう。
「こだわりたい条件」と「妥協できる条件」の２つに分け、できれば、優先順位もつけてお
きましょう。
※赤字部分は、人気条件です。

　 条件 特徴 その他

物件種別

□  マンション 木造・軽量鉄骨造以外の構造の集合住
宅。

鉄筋コンクリート造のマンションは耐
震性や遮音性に優れている。アパート
に比べ、家賃は高め。

□ アパート 木造や軽量鉄骨造の集合住宅。 遮音性があまりよくないことが多い。

□ その他 一戸建てやテラスハウス。 ファミリーに人気。

築年数

□ 新築 完成後 1 年未満かつ未入居の物件。
人気が高く、家賃も高めに設定される
ことが多い。

□ 築浅 築 10 年未満の物件。

□ 築年数が 10 年
以上

新築や築浅物件に比べ、家賃を抑えら
れる。

築年数が長くても、リフォームやリノ
ベーションによって設備が新しいこと
もある。

階数
□ １階 下に音が響く心配がない。

家賃が比較的安い。
下の階を気にしなくて良いので、小さ
なお子様がいるご家庭に人気。

□ ２階以上 １階に比べ日当たりが良いことが多い。
エレベーターがついていない物件もあ
るので注意が必要。

室内設備
□ フローリング 和室に比べ、家賃が高いことが多い。

□ 畳 小さなお子様がいるご家庭に 
人気の条件。

畳の上にカーペットを敷いて生活する
人も多い。

収納 □  ウォークイン 
クローゼット 服や荷物が多い人におすすめ。

ネット環境

□  ネット回線の 
整備あり

最近はネット回線が既に導入されてお
り、工事の必要がない物件が多い。

どのネット回線が導入されているか、
契約前に確認しておこう。

□  ネット回線の 
整備なし 工事する必要がある。

導入したいネット回線がある場合は、
事前に不動産会社へ伝えよう。

方位 □ 日当たり お部屋の明るさや湿度に関係してくる。

南向きのお部屋でも目の前に建物や大
きな木があると遮られてしまうので、
日当たりが気になる人は必ず日中に内
見しよう。

その他条件

□ 友人同士可
ペットの種類・楽器の種類によって可否
が決まることもある。

とりあえず交渉してみよう。□ ペット相談可

□ 楽器相談可

 4−1−4 物件選びの「こだわりたい条件」と「妥協できる条件」を決める
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※赤字部分は、人気条件です。

その他設備・条件 特徴

セキュリティ

□  オートロック 特に女性に人気の条件。家賃は高め。

□  モニタ付インターホン 相手の顔が見えるため、防犯面で安心。

バス・トイレ

□  バス・トイレ別 人気の条件。家賃はやや高め。

□  ３点ユニットバス バスとトイレ、洗面台が同室にあるタイプ。掃除が楽。

キッチン周辺

□  システムキッチン コンロや流し台などが１枚の鉄板で繋がっていて、繋ぎ目がな
いのが特徴。

□  IH 調理器 火の元に注意したい人におすすめ。掃除が楽。

□  2 口ガスコンロ 火力が強い。

その他

□  宅配 BOX
不在時でも宅配物を受け取ることができるロッカーのこと。
マンション内に宅配業者を呼ばなくて良いので、セキュリティ
面でも安心。

□  駐車場・バイク置き場 物件に駐車場やバイク置場がない場合は、近隣の駐車場を探さ
ないといけない。予め不動産会社に相談しよう。

ポータルサイト上で気になる「新築物件」を見つけたら、早めのお問い合わせをおすすめ
します。なぜなら、新築は非常に人気が高く、建物自体が完成していないにも関わらず、
実際にお部屋を見ずにお申込みをする方がほとんどだからです。
そして、新築物件が完成し内覧できるタイミングまで待っていると、
他の方にとられてしまう！ という可能性が高くなってしまいます。
もし気になる新築物件を見つけたら、なるべく早めにお問い合わ
せをし、物件情報や写真で相当気に入った！という場合は、早めに
お申込みすることをおすすめします。

 4−1−5 先を越される可能性も・・。「新築」は、なるべく早く動く
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定期借家契約とは、貸主の都合により契約期間に定めがある借家契約です。
通常の借家契約では、「借主が継続して住むことを希望する場合、貸主から解約や更新の
拒絶は、正当な事由がない限りできない」とされています。
しかし、定期借家契約の場合は、契約条件「定期借家１年」である場合、契約後１年間で契
約満了となるため、再契約をしない限り、退去しなければなりません。
逆にメリットは、他物件に比べて家賃が低く設定されているなど、条件が良い場合がある
ことです。
もともと住む期間が決まっているという人にとってはメリットもありますが、見落としがち
なので、事前に確認しておくことをおすすめします。

ポータルサイトで検索しているとお問い合わせ先の記載がありますが、直接のお問い合わ
せはおすすめしません。なぜなら、下記３つの可能性があるためです。

①「おとり物件」の可能性がある
「おとり物件」とは、「架空の物件」です。この「架空の物件」は、なんとポータルサイト上で、約「２０％」
もあるとのこと。つまり、掲載物件＝入居可能な物件ではないということです。
なぜこのような物件が存在するか？というと、既に成約しているが、条件の良い部屋をそのまま掲載す
ること、本来の募集条件より、賃料、礼金、敷金を安く記載することによって、とりあえずお客様を来店
させるためです。
このような不正行為を行う不動産会社の特徴は、お問い合わせをすると「来店しないとお教えできませ
ん」「現地での待ち合わせは厳しいです」などとお客様に説明することがあります。
また、物件の記載の特徴としては「建物名がない」「好条件すぎる」という場合も、おとり物件の可能性
があるので注意しましょう。

② 客付会社の先物登録である
ポータルサイトで検索していると、同じ物件が違う不動産会社の名前で出てくる場合があると思いま
す。なぜなら、直接オーナーさんより募集依頼を受けている「元付業者」と、そうではない「客付業者」
の双方が、物件情報を掲載することが出来るためです。
しかし、客付業者へお問い合わせをするメリットはほとんどありません。「元付業者」の方が、直接オー
ナー様より募集依頼を受けているため、物件情報やオーナー様の情報に詳しいためです。詳しくは、項
目６をご覧ください。

 4−1−6 大家の都合で追い出される？
 「定期借家契約ではないか？」は要確認！

 4−1−7 ポータルサイトからの直接の問い合わせは絶対NG
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③紹介できる物件は、どこの不動産会社もほとんど一緒
いくつか不動産会社をまわったけど、同じ物件を紹介された、という経験はありませんか？　その理由
は、業者用不動産管理サイト「REINS（レインズ）」の存在です。
レインズとは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営している、コンピュータ・ネット
ワーク・システム「Real Estate Information Network System」の略称。
レインズの情報を閲覧することができるのは、指定流通機構に会員登録をしている不動産会社です。
また、全ての物件がレインズに登録されているか？という点についてですが、「専属専任媒介契約」、「専
任媒介契約」を締結された場合は、レインズに物件登録を法律上義務付けられています。一方、何社に
も依頼ができる「一般媒介契約」は、レインズに登録する義務がありませんが、法律で積極的に登録す
るように、となっております。
つまり、「必ずしも全ての物件を閲覧できる」と言い切ることはできませんが、どこの不動産会社も「ほ
とんどすべての物件」をレインズによって、お客様に紹介することが可能です。

西荻でのお部屋探しをされている方は、オーナー様より直接募集依頼を受けている物件
が多く、西荻超密着型である浜商不動産へ是非ご来店ください。ポータルサイトで気にな
る物件があった場合は、来店前に是非教えてください！

それでは、不動産会社の見極め方をご紹介します。

（１）元付業者を見極める

◆ 元付業者と客付業者の違い
元付業者：貸主である大家から直接借主を探すことを依頼された不動産会社のこと
客付け業者：元付け不動産会社に対して借主を紹介する不動産会社のこと

◆ 元付業者で部屋を借りるメリット
● 物件の善し悪しに詳しい
● オーナー様の情報に詳しい
● 近隣環境に詳しい
● トラブルが少ない
● 担当してくれた営業マン（会社）が、入居後も対応してくれることになることが多い

逆に、客付業者で借りる一番大きなデメリットは、契約後のアフターフォローが全くないこ
とです。

 4−1−8 物件選びに失敗しないための不動産会社の見極め方
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◆ 元付業者と客付業者の見極め方

見極め方

 元付業者 客付業者

来店時

・一番最初に勧められた物件が、店内に貼っ
てある資料である。物件を見ていないと、
知り得ない情報を話してくれる。

・物件概要の下の方を見る。下の方には、
いろいろ表記されているが、大きく下に
表記されている不動産会社名が、元付け
となる。

・最初に勧められた物件がインターネットの中にある
検索サイトの台帳や紙をたくさん、大量の図面をパ
ラパラめくりながら話す。

・物件概要の下に、元付け業者の名前を隠し、上から、
自社の不動産の名前や連絡先を入れている。（せっか
く紹介した物件を、客が直接元付業者へいかないよ
うにする為。）

案内時

・社内から物件の鍵を持ち出してくる。

・現場に行って、オーナー様がいて、顔見
知りである。

・物件に自社の看板が出ている

・元付会社に電話をし、物件の有無や内見方法を確か
めている。

・案内に行く途中、元付会社に寄って、鍵を借りている。

・物件に他社の看板が出ている。

その他 ・事務所に戻り営業マンが物件担当者に
色々聞いている。

・案内の帰りに元付会社に寄って鍵を返している。

・申込書を書く前に元付業者に電話をして「指定の申
込書ありましたらＦＡＸください。」と言っている。

・「契約はここに行って下さい。」と元付会社に案内さ
れる。

ただし、あくまで可能性ですのですべてがそうではありません。また、元付業務と客付業
務の両方をしている不動産会社もあります。

（２）地域密着型か、フランチャイズ型を見極める

フランチャイズ型

メリット 知名度があり、広範囲で探してもらえる

デメリット
① エリアが広い分、地域情報に詳しくない。

② 多くの場合、客付業者であることが多い

地域密着型

メリット

① 地域の情報に詳しいので、新生活のアドバイスやおすすめのお店をサポートしてもらえる。

② 地元のオーナー様から直接任されている物件が多いので、申込み、審査、契約までの段取りがスムー
ズに進む。

③ エリアを限定しているため、該当エリアの物件情報についてフランチャイズ展開の会社より圧倒
的に詳しい。

デメリット エリア外の物件紹介は、非常に弱い。
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（３）「宅建免許の認可番号」を確認する
その不動産会社がどれくらい信用できるか、を見極めるための目安となります。
まず、宅建免許とは、国土交通大臣、または都道府県知事に交付され、『国土交通大臣免
許(○) 第◇◇◇号』『△△知事免許（○）第◇◇◇号』と表記されております。いずれの
場合も○の数字が大きいほど、長年のキャリアがあるということを示しています。
例えば（２）の記載があった場合、１回更新しているという意味です。更新は5年に一度行
われるので、この場合5年以上営業しているという意味です。

浜商は、創業４2年の不動産会社（東京都知事免許(12)第29304号）です。

お部屋の相場感やイメージがつかめたら、予約をしましょう。
事前にご予約いただくと、待ち時間も少なくスムーズにご案内できます。
また、お部屋のご条件をあらかじめお伺いできれば、弊社スタッフが該当物件をお調べし
準備してお待ちしております。

 4−2−1 浜商不動産への来店予約

4−2	 西荻窪密着の不動産会社、浜商不動産に相談する
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ご来店後、まずルームアドバイザーが自己紹介をさせていただきます。その後、お部屋の
希望条件やお悩みをお伺いします。
現在お住まいのお部屋への不満、不安などを恥ずかしがらずに教えてください。
浜商不動産スタッフが、全力でお応えします。

例）単身女性Aさんの希望条件
予算７万円、日当たり良好、B ／ T別、２階以上、１K、
１０分以内、二口コンロ（できればガス）、室内洗濯機置き場、マンション

ヒアリングが終わり次第、ご希望の条件になるべく近い物件を紹介させていただきます。弊
社では、自社物件だけでなく他社物件を含めた西荻の「すべての物件」を全メンバーがチェッ
クし、常に最新の物件をご紹介できるよう準備しております。
また、あらかじめ下見をした上で接客をすることで、物件の特徴を丁寧にご紹介できます。
周辺環境や共用部、オーナー様の情報などもお伝えできます。

 4−2−2 西荻ルームアドバイザーがご希望を詳しくお聞きします

 4−2−3 全メンバーが西荻の全物件をチェック！
 ご希望に合致する全物件をご紹介します。
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物件を見ながら、「こだわりたい条件」の優先順位を明確にしていきましょう。
ご来店されるお客様の中には、こんな方がいらっしゃいます。

例１）防犯面が心配だったので、最初は「２階以上」を希望していたが、
　　 最終的には「１階」の物件に決めた。

「１階」のお部屋に決めた理由は、防犯面を気にされていたが、営業スタッフの「西
荻は巡回が多く安全な街です」ということばで、良いお部屋があれば１階でもいい
なと思ったから。

例２）料理を頑張りたいので「２口コンロ」を希望していたが、
　　 「１口コンロ」の物件に決めた。

「１口コンロ」のお部屋に決めた理由は、営業スタッフの「IHコンロを購入し、ワゴ
ンの上に置いて使う方もいます」ということばで、今持っているワゴンを使えばい
いかなと思ったから。

なかなか希望通りの物件が見つからない、という方は、ご自身のご希望条件を見直し、
私たちと一緒にお話しながら納得できる物件を見つけましょう。

気になる物件を絞り込んだ後、実際にお部屋を内覧していただきます。
弊社ではご来店当日の内覧が可能です！
物件によって、車または徒歩でご案内させていただきます。

 4−2−4 ご希望を整理して物件を絞り込んでいきます

 4−2−5 実際に内覧していただきます
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内覧時は、下記３つの持参をおすすめします。
浜商不動産では、スタッフがこの３つを準備してお待ちしております。

（１）メジャー
自分が置きたい家具、洗濯機などの寸法を事前にメモしておき、内見時に照合することに
よって「幅や高さが足りなくて入らない」ことを防ぐことができます。
例えば、ベッド、冷蔵庫、洗濯機、本棚、窓（カーテンが使えるか）などの
大きいものが置けるかどうか確認しましょう。

（２）筆記用具
何件か内見するとなると、最初の物件の印象を忘れてしまう可能性がありますが、
メモをしながら内覧することで、そのようなことを防げます。

（３）カメラ（携帯のカメラ機能でもok）
こちらも（２）同様、お部屋の第一印象を忘れないために使いましょう。

浜商不動産では、入居後も「住んでよかった！」と感じていただくため、
内覧時のチェックポイントをお教えします。

（１）室内のチェックポイントを知りましょう
（２）ご自身の家具、家電のサイズと照合しましょう
（３）共用部も忘れずにチェックしましょう
（４）実際に、駅までの道程を歩いてみましょう

それでは、順番に見ていきましょう。

 4−3−1 不動産会社が教える！内覧時に必須の持ち物。

 4−3−2 良い物件を見極める！内覧時の4つのチェックポイント

4−3	 物件を内覧に行く
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（１）室内のチェックポイントを知りましょう

室内のチェックポイント

□ 部屋の広さ、天井の高さなど、自分が間取図から得た印象と異なる点はないか

□ 間取図、物件資料と異なる点はないか

□ 冷蔵庫、洗濯機などの大型家電、ベッドや食器棚など大型家具を設置しようと 
している場所に十分な広さがあるか

□ 各収納部の高さ、奥行き、収納量、使い勝手

□ 各室のコンセント、テレビ・電話端子の数と位置

□ キッチン、洗面台など水まわりの高さと使い勝手

□ 設備等がきちんと設置され、使える状態になっているか

□ 日当たりがいいか、何時ごろまで当たるか

□ 周辺からのぞかれたり、窓を開けておけないような状態ではないか

□ 周辺に騒音、においなど気になる発生源はないか

出典 SUUMO（リクルート住まいカンパニー）賃貸部屋探しマニュアル　
http://suumo.jp/edit/guide/dandori/chintai/step4.html
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（２）ご自身の家具、家電のサイズと照合しましょう。
「持っていきたいと考えているもの」の寸法メモと照らし合わせて、メジャーでサイズを確
認しましょう。
もし内覧時のタイミングでの採寸が厳しい方は、下記２つのタイミングでも採寸可能です。
お気軽にスタッフにご相談ください。

　①再度内覧してから、お部屋を決定したいとき
　　→お気軽に弊社スタッフにお申し付けください。

　②お申込後、入居審査OKになったとき
　　→新しく家具、家電を揃える人はこのタイミングで採寸してもOKです。

（３）共用部も、忘れずにチェックしましょう。
室内だけでなく、共用部もチェックしましょう。
共用部の清掃状況で、管理会社の質や家主の物件への愛情が分かります。

共用部のチェックポイント

□ 玄関、廊下などの共用スペースがきちんと管理されているか

□ エレベーターの台数は十分か

□ 自転車置き場、駐車場の位置と使いやすさはどうか、ルールを守って利用されているか

□ オートロックや防犯カメラなどセキュリティ設備の有無と位置

□ 敷地内や建物周辺で人目につきにくい場所や侵入されやすそうな場所はないか

□ ゴミ置き場の有無と利用や管理状況

□ 子どものための設備やその他共用設備があれば、その位置と利用や管理の状況

出典　SUUMO（リクルート住まいカンパニー）賃貸部屋探しマニュアル
http://suumo.jp/edit/guide/dandori/chintai/step5.html
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（４）実際に、駅までの道程を歩いてみましょう
案内時は車でご案内することも多いですが、実際に現地を歩くことをおすすめします。
その際にチェックすべきポイントです。

周辺環境のチェックポイント

□ 自分の足で歩いたときの最寄駅までの所要時間

□ スーパーや商店街の有無と営業時間、定休日、品ぞろえなど

□ 周辺にどんな設備があるか。公園や郵便局、病院など地図を見ながら確認

□ 建物の周辺や最寄駅までの間で、防犯面で気になる暗い場所や交通量の多い場所はないか

□ バス便利用の場合は、本数や終バス・始バスの時間、混雑度など

□ 自転車や車利用の場合は、駅周辺の駐輪場、駐車場の有無と空き状況

□ 出勤、帰宅時の電車の本数や混雑度

出典　SUUMO（リクルート住まいカンパニー）賃貸部屋探しマニュアル
http://suumo.jp/edit/guide/dandori/chintai/step5.html

 
「西荻ってどんな街？」と、不安な方もご安心ください。
西荻のお店情報や、イベント情報、街の雰囲気などを、西荻に精通するスタッフがご紹介
させていただきます。

 4−3−3 西荻密着の不動産会社だからこそ知っている！
 西荻の街情報をお教えします。
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物件が決まったら、所定の申込用紙に記入していただきます。
この時点でまだお金は不要です。
それでは、お申込み後の流れを説明します。

お申込みのタイミングでお伝えします。初期費用にかかる項目は基本的に下記項目です。

初期費用

□ 家賃（前家賃）

□ 日割り家賃

□ 敷金

□ 礼金

□ 仲介手数料

□ 家財保険料

□ 鍵の交換代

入居審査とは、アパートやマンションのオーナー様や不動産会社が、「この人にお部屋を貸
しても大丈夫か？」を決めることをいいます。
入居後の近隣トラブルや、家賃滞納などを避けるため、オーナー様が入居しても大丈夫か？
の判断をします。

（１）審査項目
● 年収
● 勤務先、勤続年数
● 保証人
● 人柄

このとき、下記３つを事前に準備しておくとスムーズに審査まで進めることができます。
● 社員証や学生証（コピー可）
● 源泉徴収票（コピー可）
● 連帯保証人の情報（勤務先、勤続年数、年収）

 4−4−1 初期費用を確認

 4−4−2 お申込み後、入居審査に進みます

4−4	 申込み、契約手続きをする
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（２）審査期間
おおむね遅くとも１週間程度です。

（３）契約金のお振り込み
審査結果が出たら、初期費用の精算書をお送りします。
内容をご確認いただき、契約前日までにお振り込みをしていただきます。

審査結果がOKの場合、契約に進みます。
目安としてお申込み後、約１週間後にお越しいただきます。

（１）持ち物
● 住民票
● 印鑑（認印か、収入証明書類）
● 印鑑証明書（保証人様）
● その他必要書類

（２）契約当日の流れ
①宅地建物取引士が「重要事項説明書」を読み上げる
②「契約書」の内容を確認
③その後それぞれの書類に署名押印をする

（３）契約にかかるお時間
ご質問いただく時間を含めてだいたい１時間くらいです。

契約内容をきちんと理解しないまま入居することは、入居後にトラブルになる可能性が
あります。入居後に後悔しないために「重要事項説明書」「契約書」の内容をしっかり確認
しましょう。

（１）物件情報
念のため、お申込みをしたお部屋の、物件名、住所、建物の構造、面積などを確認しましょ
う。

 4−4−3 審査通過後、契約にお越しいただきます

 4−4−4 契約時に確認すべき９つのポイント
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（２）更新料
賃貸契約は、２年ごとの更新がほとんどです。
一般的には、１ヶ月分をお支払いする物件が多いですが、更新料がない物件も存在します。

（２）設備
トイレ、浴室、洗面台などの設備をしっかり確認しましょう。
「有」になっている設備については、それも含めてお部屋を借りると
いうことです。
万が一故障した場合は、オーナー様が負担してくれます。

（３）残置物
残置物とは、前の入居者さんが残したものです。
照明器具、ガスコンロ、エアコンが残置物になっていることが多いです。
しかしここで注意したいのが、万が一故障した場合の保証がないという点です。
契約書上の設備欄で「無」となっているが、内見時にお部屋に残っていた、というものが
あったら注意しましょう。

（４）禁止事項
ペット不可、楽器禁止、石油ストーブ禁止、ルームシェア禁止、事務所利用禁止などの禁
止事項を事前に確認しておきましょう。

（５）契約期間
賃貸物件は、２年契約のものが多いです。注意点は、２年契約だからといって必ずしも２年
住まなければならない、という訳ではないということです。
また、物件によっては違約金が発生する場合が稀にあります。項目（６）をご確認ください。

（６）解約通知のタイミング
「何日前までに解約通知を出せばいいのか」を確認しましょう。
基本的には、解約希望日の「１ヶ月前まで」という場合が多いですが、「60日前まで」と設定
している物件も稀にあります。この場合、急に引越ししなければならなくなった等のやむを
得ない理由でも２ヶ月間は家賃を払い続けることになるので、事前に確認しておきましょう。

（７）違約金
かからないケースの方が多いですが、違約金が発生する場合は「特約」のところに記載が
あります。違約金がかかる物件の特徴は、相場に比べ条件が良い（フリーレントがついて
いる、敷金や礼金がゼロ）という特徴があります。
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（８）敷金の精算
「善管注意義務」（善良なる管理者の注意をもって管理使用する）に違反すると、
原状回復のための費用等が敷金から差し引かれます。つまり、お部屋を借りる人は、好き
勝手使っていいというわけではなく、できる限り綺麗に使って退去する義務があるというこ
とです。
退去時にトラブルにならないよう、退去時の敷金の精算や、原状回復費用については細か
くチェックしておきましょう。
故意で室内を破損、汚損、家賃の滞納などをしなければ、ほとんど戻ってくる費用です。

（９）入居後の連絡先
入居後、万が一トラブルがあった場合の連絡先が、
不動産会社なのか？それともオーナー様なのか？を事前に確認しておきましょう。

賃料発生日以降、鍵のお渡しが可能になります。
本人確認書類と印鑑を忘れずにお持ちください。

 4−4−5 今日から西荻の住人！　鍵の受け取り
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よくある質問5

5−1	 お部屋探し編

ここでは、お客様からよくご質問いただく項目をご紹介します。
是非西荻でのお部屋探しの際に参考にしてくださいね。

浜商不動産はお客様のご希望に沿う西荻の全ての物件をご紹介します。他の不動産会社
の取り扱い物件に関しても日々情報を仕入れているので、ご相談頂いた時に的確なご提
案ができることが強みです。

全店舗で、同じレベルのサービスを提供します。
浜商不動産は3店舗のネットワークでお客様に応対させていただいています。店舗ごとに
取扱いの違いなどはなく、全て同じ内容とサービスです。店舗間の情報共有スピードも速
く、物件情報も全員で共有し、時にはお互いにサポートをしております。

追い炊きができて、必ず換気窓があります。
バランス釜はその見た目から少し敬遠されがちな設備です。メカメカしい風貌と現代の暮
らしにそぐわないアナログな機能から、お部屋はいいのにバランス釜がダメというお客様
がいらっしゃいます。確かに、お掃除がしにくかったりもしますが、
節約を心掛ける現代社会においては、ためたお湯をもう一度沸
かしなおすことができることがメリットです。さらに、ほぼ必ずと
言っていいほど換気窓があることもメリットとして挙げられます。
必然的に風通しが良くなるので、きちんと換気をしていればお
風呂がカビるような事態を防げます。昔の設備でもきちんと使
う事ができれば生活は豊かになるものです。

 5−1−1 浜商さんの物件しか紹介してくれないんですか？

 5−1−2 ３店舗ありますが、お店ごとに違うんですか？

 5−1−3 バランス釜って古臭い感じがします。どうですか？
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メーターボックスとパイプスペースと言います。これも平米数に含まれます。マンションに
はMBやPSといったスペースがあります。何かに使えるスペースではなく、平米数に含ま
れます。

原則出来兼ねます。

新しい物件の審査結果が出てから出すことをおすすめします。
なぜなら、お申込み後から入居までは、だいたい２週間ほどかかるためです。「ここに住み
たい！」とお部屋を決めても、すぐには入居できないのです。
入居審査～契約までが１週間、その１週間後に入居、というのが基本的な流れです。
すでに解約通知を出してしまい退去日が決まっている、という方は、あらかじめスタッフ
にご相談ください。

お申込み後から入居までは、だいたい２週間ほどかかります。入居審査～契約までが１週
間、その１週間後に入居、という流れです。これらを考慮して、少し余裕を持ち1.5 ヶ月前
からお部屋探しをすることをおすすめします。

1 ヶ月前の解約にならないとどのお部屋が募集されるか
把握できないため、分かりかねます。ただし、良い物件は
募集が出るとすぐに決まってしまうため、頻繁にチェッ
クする必要があります。

 5−1−4 マンションの図面のMBとかPS ってなんですか？

 5−1−5 初期費用はカード払い＆分割払いできますか？

 5−1−6 今住んでいるお部屋の解約通知って
 どのタイミングで出せば良いですか？

 5−1−7 部屋を探し始めるのって
 引越から逆算していつぐらいが良いですか？

 5−1−8  待てば良い物件が出てきますか? 
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5−2	 環境編

西荻には商店会が23もあり、とても個性的です。古民家カフェ
やカレー屋さんなどの人気のお店や、昔ながらの骨董品を売っ
ているお店もあります。チェーン店があまりなく、個人経営のお店が切磋琢磨しているせ
いか、おいしいお店が多いです。中央線の杉並4駅の中でも屈指のグルメタウンになり、
特に呑兵衛にはたまらない街です。行きつけのお店を1件、2件を増やしていくと自然と
西荻人になっていきます。

杉並区は公園が多く、西荻にも大小さまざまな公園があります。昔このあたりは畑だった
こともあり、住宅街の中に栗林などもあったりします。善福寺公園のあたりは特に緑も多
く、公園のほとりでゆっくりとするのもオススメです。

西荻窪は南北が線路で分断されていないので、ほとんど文化的な違いはありません。
長く住んでいると、北側好きとか南側好きとかを感じるようになる方もいらっしゃいます。

ゴミ出しルールが異なります。
東京23区は基本的に一般ゴミを出すときはルールに沿って出せば無料で回収されます。
杉並区は高井戸に高い性能を持つ焼却炉があり、たいていのものは燃やせることが多い
です。武蔵野市や他の市町村ではゴミ袋が有料のところが多く、例えば40リットルのゴミ
袋は10枚で800円します。日々の事なので結構重要なことです。

学生を経て社会人になっても西荻に住み続ける方が多いです。西荻に住む人は様々で、
学生の方も社会人の方もこの街に住んでいます。西荻の住みやすさは抜群で、引っ越し
を考えている方のたいていの人はまた西荻でお部屋を探します。

 5−2−1 商店街ってどんな感じですか？

 5−2−2 緑が多い環境ですか？のどかですか？

 5−2−3 北口側と南口側に違いはありますか？

 5−2−4 武蔵野市との違いってなんですか？

 5−2−5 どんな人が住んでいますか？
 学生が多いですか？社会人が多いですか？
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西荻窪は、比較的安全な街です。東京女子大や吉祥女子中学・高校があるので警察の巡
回も多く、加えて杉並区の防犯パトロール隊も見回りをしています。土・日・祝日は中央線
快速が止まらないうえ、吉祥寺や荻窪のようにターミナルの駅ではないので外からの人の
流入が少ないため、女性１人でも安心して住める街、と言われています。

比較的明るい道がたくさんあります。商店街がたくさんあるので街灯がついている道が多
いです。また、西荻は綺麗に区画割がされていて見通しが良いので暗がりが他の地域と比
べても少ない方です。夜12時ごろでも駅前から歩いて帰る人がいるので、比較的安心です。

環七の地下に貯水池を作って運用しています。
善福寺川の氾濫は10年ほど前にありましたが、その後杉並区は治水事業をしっかり行っ
ているようです。最近はゲリラ豪雨もありますが環七の地下に貯水をすることで一時的な
対策を打つことができるようです。それでも自然災害においては何が起こるかは予測でき
ないので、もしご心配なら少し離れたところでお部屋探しをしても良いかもしれません。

駅前に契約駐輪場があります。
西荻の人は自転車に乗って結構な距離を走ります。駅から少し遠い居住の方はバスを使
用もしますが、自転車を使う方が圧倒的に多いと思います。駅前の駐輪場は月契約もでき
ますし当日使用することもできます。

 5−2−6 安全ですか？ 防犯面は？

 5−2−7 夜道は明るいかどうか心配です、どうですか？

 5−2−8 善福寺川の氾濫とかがありましたよね？
 治水面では安全ですか？

 5−2−9 駐輪場（バイク駐輪場）ってありますか？
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浜商不動産って、いったい何者？

私たち浜商不動産はここ西荻の街で創業以来、42年に渡って地域密着を掲げ、お客様に
よりよい住まいと暮らしを提供すべくサービスを行ってきました。西荻窪の住みやすさ、
様々な魅力をもっとお客様に知っていただきたい！そんな気持ちを胸に、スタッフ一同であ
なたのこだわりの住まい探しを、これからもサポートしていきます。

■浜商不動産HP「西荻賃貸ライフ」では、スタッフブロ
グや、西荻のショップ取材ブログ、そして来店前に読んで
おきたい「26歳OL 女性のお部屋探しの事例」等を随時
更新しております。

http://www.hamasho-f.co.jp/　　　　

■浜商不動産は、2015年に誕生した「にしぞう」の運用もしております。「にしぞう」は
西荻窪をPRするキャラクターとして誕生しました。現在は週末を中心に駅前出没した
り、西荻のイベントに参加させていただいており、わりと頻繁に会えるキャラクターです。
Twitterやfacebook では、にしぞうの出没情報や西荻のイベント情報を発信しておりま
すので、是非ご覧ください。

 twitter : nishizou_info

 facebook : https://www.facebook.com/nishizou/

会社概要

商号 株式会社　浜商不動産

会員
（社）東京都宅地建物取引業協会

（社）全国宅地建物取引業保証協会

代表 小浜　大忠

所在地 〒167-0053　東京都杉並区西荻南3-15-2

資本金 1,000万円

設立 昭和62年8月

TEL 03-3331-5311

FAX 03-3331-5900

営業時間 9:00～18:00／定休日：水曜日



❶本店

駅前店 ❸

西荻窪駅

❷ 三井住友銀行
モスバーガー

交番
北口

南口

こけし屋
みずほ銀行TUTAYA

ファミリーマート

デイリーヤマザキ

ジョナサン

焼肉屋北口店

■ 浜商不動産は、西荻窪駅近に３店舗ございます。

❶ 浜商不動産　南口店（本店）
〒167-0053
東京都杉並区西荻南3-15-2
TEL:03-3331-5311
FAX:03-3331-5900

● 駅からのアクセス
JR西荻窪駅・南口から徒歩2分。
改札を右側に降りて左手の、みずほ銀行を左に曲がり、まっすぐ進
んだ先のデイリーヤマザキの向かいです。

❷ 浜商不動産　駅前店
〒167-0053
東京都杉並区西荻南3-9-7
TEL:03-5336-8281
FAX：03-5336-8284

● 駅からのアクセス
JR西荻窪駅・南口を出たら徒歩0分！ 
目の前の店舗です。

❸ 浜商不動産　北口店
〒167-0042
東京都杉並区西荻北3-18-2
TEL：03-3301-0002
FAX：03-3301-2225

● 駅からのアクセス
JR西荻窪駅・北口から徒歩1分。
改札を左側に降りてすぐの、セブンイレブンの道をまっすぐ進んだ先
の右手の店舗です。

西荻窪の
物件のな

ら

浜商不動
産に

お任せくだ
さい！
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西荻タウン
ナビゲーター
にしぞうくん

http://www.hamasho-f.co.jp/




