
賃貸住宅市場レポート 提供レポート内容    1 

※本サービスを利用するには「TAS-MAP」の会員登録（初期費用 32,400円、月額基本料金 10,800円/ID当たり）が必要です。 

レポート種類 内容 

都道府県 TVI インデックスレ

ポート 

 

料金：3,240円／件 

 

サービス対象エリア 

 東京都、神奈川県、埼玉県、 

 千葉県、大阪府、京都府、 

 兵庫県、愛知県、静岡県 

 福岡県 

 都道府県 TVI推移（過去 6年、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

 都道府県築年別 TVI推移（過去 3年、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

・～築 5年 

・築 6年～10年 

・築 11年～15年 

・築 16年～20年 

・築 21年～25年 

・築 26年～30年 

・築 31年以降 

 都道府県部屋タイプ別 TVI推移（過去 3年、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

・ワンルーム 

・1K 

・1DK 

・1LDK 

・2K 

・2DK 

・2LDK 

・3DK 

・3LDK 

 都道府県面積別 TVI推移（過去 3年間、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

・～20㎡ 

・21㎡～40㎡ 

・41㎡～60㎡ 

・61㎡以上 

 

 都道府県構造別 TVI推移（過去 3年間、月次） 

・木造・軽量鉄骨造（アパート系） 

・鉄骨造・RC造・SRC造（マンション系） 

 

都道府県 賃料指数インデック

スレポート 

 

料金：3,240円／件 

 

サービス対象エリア 

 東京都、神奈川県、埼玉県、 

 千葉県、大阪府、京都府、 

 兵庫県、愛知県、静岡県 

 福岡県 

 都道府県部屋タイプ別賃料指数推移（過去 6年、四半期毎、2004年第 1四半期＝100） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：筑波大学 不動産・空間計量研究室） 

・ワンルーム 

・1K 

・1DK 

・1LDK 

・2K 

・2DK 

・2LDK 

・3DK 

・3LDK 

 



賃貸住宅市場レポート 提供レポート内容    2 

※本サービスを利用するには「TAS-MAP」の会員登録（初期費用 32,400円、月額基本料金 10,800円/ID当たり）が必要です。 

レポート種類 内容 

都道府県 募集期間インデック

スレポート 

 

料金：3,240円／件 

 

サービス対象エリア 

 東京都、神奈川県、埼玉県、 

 千葉県、大阪府、京都府、 

 兵庫県、愛知県、静岡県 

 福岡県 

 都道府県募集期間推移（現状は 2005年 1月～、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

 都道府県築年別募集期間推移（過去 3年、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

・～築 5年 

・築 6年～10年 

・築 11年～15年 

・築 16年～20年 

・築 21年～25年 

・築 26年～30年 

・築 31年以降 

 都道府県部屋タイプ別募集期間推移（過去 3年、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

・ワンルーム 

・1K 

・1DK 

・1LDK 

・2K 

・2DK 

・2LDK 

・3DK 

・3LDK 

 都道府県面積別募集期間推移（過去 3年間、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

・～20㎡ 

・21㎡～40㎡ 

・41㎡～60㎡ 

・61㎡以上 

 

 都道府県構造別募集期間推移（過去 3年間、月次） 

・木造・軽量鉄骨造（アパート系） 

・鉄骨造・RC造・SRC造（マンション系） 

 



賃貸住宅市場レポート 提供レポート内容    3 

※本サービスを利用するには「TAS-MAP」の会員登録（初期費用 32,400円、月額基本料金 10,800円/ID当たり）が必要です。 

レポート種類 内容 

都道府県 更新確率・中途解約確

率インデックスレポート 

 

料金：3,240円／件 

 

サービス対象エリア 

 東京都、神奈川県、埼玉県、 

 千葉県、大阪府、京都府、 

 兵庫県、愛知県、静岡県 

 福岡県 

 都道府県更新確率・中途解約確率推移（現状は 2007年 4月～、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

 都道府県築年別更新確率推移（過去 3年、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

・～築 5年 

・築 6年～10年 

・築 11年～15年 

・築 16年～20年 

・築 21年～25年 

・築 26年～30年 

・築 31年以降 

 都道府県部屋タイプ別更新確率推移（過去 3年、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

・ワンルーム、1K 

・1DK、1LDK 

・2K、2DK、2LDK 

・3DK、3LDK 

 都道府県面積別更新確率推移（過去 3年間、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

・～20㎡ 

・21㎡～40㎡ 

・41㎡～60㎡ 

・61㎡以上 

 都道府県構造別更新確率推移（過去 3年間、月次） 

・木造・軽量鉄骨造（アパート系） 

・鉄骨造・RC造・SRC造（マンション系） 

東京 23 区 各区、政令指定都市

インデックスレポート 

料金：3,240円／件 

サービス対象エリア 

 東京 23区 

  千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、 

台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、 

大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、 

豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、 

  足立区、葛飾区、江戸川区 

 神奈川県 

   川崎市、横浜市 

 埼玉県 

   さいたま市 

 千葉県 

   千葉市 

 大阪府 

   大阪市、堺市 

 京都府 

   京都市 

 兵庫県 

   神戸市 

 愛知県 

   名古屋市 

 静岡県 

   静岡市、浜松市 

 福岡県 

   福岡市、北九州市 

 東京 23区 各区または政令指定都市 TVI推移（過去 5年、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

 東京 23区 各区または政令指定都市構造別 TVI推移（過去 3年、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

・木造・軽量鉄骨造（アパート系） 

・鉄骨造・RC造・SRC造（マンション系） 

・アパート系、マンション系比率 

 東京 23区 各区または政令指定都市募集期間推移（過去 5年、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

 東京 23区 各区または政令指定都市更新確率・中途解約確率推移（過去 3年、月次） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

 東京 23区 各区または政令指定都市賃料指数 

（過去 6年、四半期毎、2004年第 1四半期＝100） 

（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 



賃貸住宅市場レポート 提供レポート内容    4 

※本サービスを利用するには「TAS-MAP」の会員登録（初期費用 32,400円、月額基本料金 10,800円/ID当たり）が必要です。 

レポート種類 内容 

賃料査定レポート 

 

料金：3,240円／件 

 

サービス対象エリア 

 東京都、神奈川県、埼玉県、 

 千葉県、大阪府、 

京都府（一部対象外の地域有）、 

 兵庫県（一部対象外の地域有） 

 愛知県（一部対象外の地域有） 

 静岡県（一部対象外の地域有） 

 福岡県 

 OVERVIEW 

・部屋タイプ別市場賃料査定結果 

・周辺事務所賃料、店舗賃料、駐車場料金 

・市場 OUTLOOK 

 周辺賃貸住宅賃料水準（過去 2年）（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

・ワンルーム、１K賃料（円/㎡月）分布 

・1DK、１LDK賃料（円/㎡月）分布 

・2K、2DK、2LDK賃料（円/㎡月）分布 

・3DK、3LDK賃料（円/㎡月）分布 

 周辺賃貸住宅マーケット分析（過去 2年）（データ元：アットホーム賃料データ、分析：

タス） 

・周辺戸当たり賃料（円/月）分布 

・平均賃料（円/㎡月）推移 

・周辺部屋タイプ別共益費（円/㎡月）分布 

・周辺部屋タイプ別敷金・礼金（ヶ月）分布 

 周辺事務所・店舗・駐車場マーケット分析（過去 2年）（データ元：アットホーム賃料

データ、分析：タス） 

・周辺駐車場料金（円/台）分布 

・周辺事務所・店舗賃料（円/㎡月）分布 

・周辺事務所・店舗共益費・管理費（円/㎡月）分布 

・周辺事務所・店舗敷金・礼金（ヶ月）分布 

 TVI・更新確率・基本統計量（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

・TVI（タス空室インデックス）の築年推移 

・更新確率の推移 

・周辺賃貸住宅賃料水準、周辺事務所・店舗・駐車場賃料水準（過去 2年）の 

 基本統計量 

 賃貸履歴、周辺地図（データ元：アットホーム賃料データ、分析：タス） 

 

※周辺にデータが存在しない場合は、グラフ・表が空欄になる場合もあります。 

 

 


