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編集する

友人の最新日記
八重歯の京都人
（京都記念予想）S
PAらしい一日の…
(11)

先週、居住用ワンルーム・マンションをＧｅｔするため、京都に行ってきましたが、その結果
は、前回の日記に書きましたように、芳しいものではありませんでした。
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仙ちゃん
みんな気を使ってく
れてます。 (6)
2014年02月16日01:24

もっと見る
自分の日記

しかし、京都より帰ってから、あるマイミクさんのコメントで、今まで「住居＝不動産屋」でしか
考えていなかったところ、「ルームシェア」を再認識することになりました。
ルームシェアとは、ひとつの住居を他人同士で共有することで、いろいろな形態があります
が、基本的に相対取引で不動産屋さんが介在しないので、仲介手数料はナシ。敷金、礼金、
保証人（替わりに身分証明書提示も多い）は、取ったり取らなかったり（取らないほうがやや
多い）で、下記のルームシェア・サイト（http://www.rmcafe.jp/index.html）などで「貸したい
人が物件を」「借りたい人が条件を」それぞれ掲示板に掲載し、相手を見つける仕組みになっ
ています。最近、日本でも普及が進んできているようです。

甲午 如月（きさらぎ）二
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京日記 第二十四段 甲午
２月５日
2014年02月05日18:44

京日記 第二十三段 甲午
２月４日

ところで、関東以外で放送されているのか知りませんが、毎週木曜日、テレビ朝日で「新・京
都迷宮案内」という京都を舞台としたミステリー・ドラマを時々やっています（今はやっていま
せん）。
このドラマでは、主人公である東京人「橋爪功」扮する京都日報記者「杉浦恭介」と、「北村総
一朗」扮する京都府警「大洞」が、京都人「市田ひろみ」扮する女将の経営する下宿「田舎
亭」の２階廊下向かい合わせの１室づつを借りて住んでいる設定になっています。
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私は、京都のアチコチが出てくるこのドラマが好きでよく見ていたのですが、調べてみると、
ルームシェアの中には、これとよく似た物件がいくつかあるのです（ただし、下宿屋ではない
ので食事、いわゆる「賄い」は付かない）。
「杉浦恭介」的暮らしにも憧れていたので、さっそく、右京区の庭が広く古い和風建築の物件
（家賃は安い）の大家さんに打診（問合せメール）してみました（まだ返信なし）。

おすすめ情報
一歩先行く体臭ケア？

その他、おもしろそうな物件が、たくさんあります。

体臭の原因物質を洗い
流す石鹸が登場！
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※ 新京都迷宮案内：動画↓
http://jp.search.pandora.tv/?query=%E6%96%B0%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%BF%B7%E5%
AE%AE%E6%A1%88
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←← 今すぐ確認！
コメント
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サラリーマン投資家

八重歯の京都人

みぃ。。

ひろえんぴつ

のつのつ

コメント
たか 2013年10月11日 13:52

テイスティ高橋さんの近況

お、いよいよですね。この前にあった時にシェアハウスのこと言おうかと思いましたが、
何だか確かに借りることに夢中だったみたいだったから、あえて触れませんでした(；´
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甲午 如月（きさらぎ）二
困ったときには
ヘルプトップ
利用上の注意

まれびと 2013年10月11日 14:11

規約違反の通報
テイスティさん

発想がめちゃくちゃ柔軟ですよね〜凄いですw

観たことあります、ドラマ→あんな下宿に憧れます私も
京町屋は、小さなもの作りのショップとして貸し出されているのがありますね…西陣か
いわいにもあったような…
その広がりナイスです
コメント

まれびと 2013年10月11日 14:19
おまけ
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ルームシェアは、アメリカやカナダに留学した日本人学生も使う手段ですね。全く知らな
い韓国人と、貼り紙をみただけでシェアした友人は、上手く暮らしていましたよ！相手を
選ぶのは大切でしょーが、ドライさがあればいいのかな。
コメント

のつのつ 2013年10月11日 17:41
そういえば京都移住だったか忘れてしまいましたが、mixiの中でも同居募集を呼びかけ
るコミュがあったような気がします。私も京都と付く名のドラマほとんどかかさず見てま
すよ。大家さんから良いお返事がくるといいですね。
コメント

ひろえんぴつ 2013年10月11日 17:49
目からウロコでした。このような方法もあるのですね。サイトを拝見しましたが、京都も
いくつか物件がありますね
良かったですね〜☆
キッチンやWCは共同ですよね^^;
共同生活が苦にならないのなら、こういう物を利用するといいかもしれませんね！
地域、条件など気に入った住まいが見つかるといいですね。慎重にお選びくださいませ
ませ☆彡

コメント

テイスティ高橋 2013年10月11日 18:28
> たかさん
わかります！
あの時「契約期間（１年間）中の家賃を一括前払いしてもよい」とまで言っても、不動産
屋が「それでも保証人、保証会社を付けてくれ」とグズグズ言わなければ、あの時、あ
の物件で決まりだったと思います。
あの時は、いろいろ付き合っていただき、ご足労かけました！
テイスティ高橋 2013年10月11日 18:29
> まれびとさん
元はと言えば、まれびとさんの言葉がヒントとなったワケですから、感謝しております。
正直、このシステムは、まだ始まって日も浅いのでヤリ方が「千差万別」、そして「玉石
混交」といったところですが、そこが、ギャクにオモシロさを感じますね！
テイスティ高橋 2013年10月11日 18:29
> のつのつさん
「三人寄れば文殊の知恵」と言いますが、マイミクの皆様のお陰で、いろいろな方法が
浮かび上がってくるし、相談にも乗ってもらえます。ありがたいことです。
テイスティ高橋 2013年10月11日 18:30
> ひろえんぴつさん
私も見落としていました。「シェアルーム」「シェアハウス」については、少しは知ってい
たのですがチャン調べていませんでした。世の中というのは、知らない間に少しづつ進
むのですね。
>キッチンやWCは共同ですよね^^;
いろいろな方式があるようで、このへんはマダ、草創期といった感じで、ある意味オモシ
ロイですね。
まゆら 2013年10月11日 21:46
ルームシェアって楽しそうですね。ひとり菜にかと大変だけど。
この市田ひろみのドラマ、数年前に京都駅でロケしてるの見ましたよ！
コメント

テイスティ高橋 2013年10月12日 08:47
> まゆらさん 炊事、掃除、みんなで分担するところから、アパートみたいなところまで、
なんかいろいろなヤリ方があるみたいです。市田ひろみって、最も成功した京都人のひ
とりだと思います。
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http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1913743674&owner_id=59902448&org_id=1913335... 2014/02/16

[mixi] 京都に住まう Ⅶ

3/3 ページ

日記を書く
テイスティ高橋の日記一覧へ
このページの上部へ

運営者からのお知らせ

利用規約

mixiプレミアム

サービス一覧

スマホアプリ一覧

機能要望

スマホからの利用

お問い合わせ

運営会社 プライバシーポリシー 健全化の取り組み 広告掲載 開発者向け情報 公式ブログ 人材募集 転職サイト

Copyright (C) 1999-2014 mixi, Inc. All rights reserved.

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1913743674&owner_id=59902448&org_id=1913335... 2014/02/16

