
築浅物件＆リフォーム物件～特集！ 
 
新年あけましておめでとうございます。 
今年も宜しくお願い致します。 
 
新しい年を迎え、この機会に雰囲気を変えたり、気分転換をされたく
なることでしょう。 
大晦日にお掃除をしたり、物や服を新調されるかたが多いかと存じま

す。 
 
今回の特集は、新築物件(築7年内)とリフォーム物件のお勧めでござ
います。 
お引越しを検討している方は是非、ご検討くださいませ。 

台灣世達志不動産顧問股份有限公司 

TEL:02-2511-0508 



築浅マンションの物件 



① 台北市中山区 NT$55,000 (税込)      No.D3582 

間取り 1LDK 1Bath 

契約面積 約21坪 

築年数 ２０19年 

所在階数 5F/14F 

最寄駅 
MRT淡水信義線/ 
        中和新蘆線 

民権西路駅 （徒歩約5分） 

③ 台北市中山区 NT$55,000 (税込)      No.D3609 

間取り 2+1LDK 2Bath 

契約面積 約13坪 

築年数 ２０16年 

所在階数 7F/7F 

最寄駅 
MRT淡水信義線/ 
    松山新店線 
中山駅 （徒歩約10分） 

② 台北市中山区 NT$80,000 (税込)      No. D3516 

間取り 2LDK 1Bath 

契約面積 約29坪 

築年数 2017年 

所在階数 3F/13F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
雙連駅 （徒歩約5分） 

④ 台北市中山区 NT$79,000 (税込)      No. D3605 

間取り 1+1LDK 1Bath 

契約面積 約28坪 

築年数 2019年 

所在階数 9F/18F 

最寄駅 
MRT淡水信義線/ 
        中和新蘆線 
民權西路駅 （徒歩約2分） 

https://goo.gl/maps/g9kdUP1yDUE9Trne7
https://goo.gl/maps/8PwLX3P4jmZA3RV99
https://goo.gl/maps/Fv6PHTsHtrmjb1zY9
https://goo.gl/maps/dyjPG4ZETtcRnT2z5


⑤ 台北市中正区 NT$５２,000 (税込)      No.Ｃ１３０７ 

間取り 1Studio 1Bath 

契約面積 約１４坪 

築年数 ２０１8年 

所在階数 ８F/１４F 

最寄駅 
MRT淡水信義線∕ 
    中和新蘆線 
東門駅 （徒歩約3分） 

⑦ 台北市士林区 NT$150,000 (税込)      No.F1864 

間取り 4LDK 3Bath 

契約面積 約52坪 

築年数 ２０19年 

所在階数 2F/10F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
士林駅（徒歩約12分） 

⑥ 台北市中正区 NT$１１０,000 (税込)      No. C14１７ 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約52坪 

築年数 2014年 

所在階数 2F/6F 

最寄駅 
MRT板南線/ 
    中和新蘆線 
忠孝新生駅 （徒歩約3分） 

⑧ 新北市三重区 NT$30,000 (税込)      No. G0086 

間取り 1Studio 1Bath 

契約面積 約21坪 

築年数 2014年 

所在階数 23F/24F 

最寄駅 
MRT中和新盧線 
菜寮駅 （徒歩約1分） 

https://goo.gl/maps/s7LFEZaPeVysPepT9
https://goo.gl/maps/q7yT2Yf4SRamedg5A
https://goo.gl/maps/Ajef8ELhM5ET8eBx8
https://goo.gl/maps/A6S72Kmsm1Ghf3s9A


リフォーム物件 



⑨ 台北市大安区 NT$50,000 (税込)      No.C1416 

間取り 1Studio 1Bath 

契約面積 約15坪 

築年数 1978年 

所在階数 4F/14F 

最寄駅 
MRT淡水信義線/ 
     中和新蘆線 
東門駅 （徒歩約３分） 

⑪ 台北市中山区 NT$40,000 (税込)      No.D3606 

間取り 2LDK 1Bath 

契約面積 約26坪 

築年数 ２０07年 

所在階数 5F/14F 

最寄駅 
MRT淡水信義線/ 
        中和新蘆線 
民權西路駅 （徒歩約5分） 

⑩ 台北市大同区 NT$52,000 (税込)      No. D3598 

間取り 2LDK 1Bath 

契約面積 約25坪 

築年数 2012年 

所在階数 3F/7F 

最寄駅 
MRT中和新盧線/ 
        松山新店線 
松江南京駅 （徒歩約9分） 

⑫ 台北市松山区 NT$74,000 (税込)      No. A1151 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約40坪 

築年数 1984年 

所在階数 10F/12F 

最寄駅 
MRT文湖線 
中山國中駅 （徒歩約6分） 

https://goo.gl/maps/G3Ynyek2V17xKfuX7
https://goo.gl/maps/bMdVYs1B33hqLw4x8
https://goo.gl/maps/mbFzVV7MTEjC3LwT7
https://goo.gl/maps/KTcmCSDooiQhJexr8


⑬ 台北市大同区 NT$52,000 (税込)      No.C1418 

間取り 1Studio 1Bath 

契約面積 約34坪 

築年数 ２009年 

所在階数 9F/18F 

最寄駅 
MRT淡水信義線/ 
        板南線 
台北車站駅 （徒歩約5分） 

⑮ 台北市北投区 NT$85,000 (税込)      No.F1636 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約45坪 

築年数 1989年 

所在階数 6F/7F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
石牌駅 （徒歩約22分） 

⑭ 台北市北投区 NT$70,000 (税込)      No. F1473 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約66坪 

築年数 1996年 

所在階数 1F/12F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
石牌駅 （徒歩約18分） 

⑯ 台北市士林区 NT$72,000 (税込)      No. F1724 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約43坪 

築年数 1980年 

所在階数 6F/7F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
石牌駅 （徒歩約22分） 

https://goo.gl/maps/zJsWyuR6Q7CFiaTi8
https://goo.gl/maps/6AwSc8ALXb2vhQum8
https://goo.gl/maps/STFhowr1TL6mUPZC6
https://goo.gl/maps/T8pzuMBkyG2xk2bA6


 旧正月(春節)とは中華圏で最も重要とされる祝祭日であり、新暦
の正月に比べ盛大に祝賀され、数日間の祝日が設定されています。 
今年は、2月10日～2月16日で7日間の連休があります。 
 
 また、春節期間に物件のお引渡しや大型家具の移動などは縁起
が悪いことから、賃貸物件を春節前までに貸し出したい気持ちを持って
いるオーナーさんが多くいらっしゃるため、値下げ交渉がしやすい時期
となります。お引越しを検討している方は是非、見逃さないでください。 
 
 今回ご紹介させて頂きた物件は現在空室となり、旧正月前お引越
しできる物件でございます。 
ご内覧になりたい場合、遠慮なくお申し付けくださいませ。 


