
☆ ワンルーム〜4LDKの賃貸物件 ☆

賃 料 50,000円
建物名 サンライトフィールド ２０２

間取り/専有⾯積 ワンルーム 29.81㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 3,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：神奈川県横浜市⼾塚区名瀬町 ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建/2階部分■築年⽉:1992年02⽉■備考:消毒代１４３０
０円（⼊居時）クリーニング代５１７００円（⼊居時）保証会社利⽤必須■ＣＡＴＶ：880円/⽉ Ｎサポート：770円/⽉■保険
等:要■賃貸保証:加⼊要 初回保証料：請求⽉額の１ヶ⽉分・継続保証料１万円／年■鍵交換代等:有 18,700円〜■契約期間:2年
■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:媒介■⼊居条件:⼆⼈⼊居可■駐⾞場有(8,800円/⽉)■主要採光⾯:南
向き■特徴:最上階■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,洗⾯台,ガスコンロ可,収納スペース,シューズボックス,室内洗濯機置場,室内
物⼲し,給湯,都市ガス,都市ガス給湯,エアコン,ＣＡＴＶ,インターネット対応,光ファイバー,モニタ付インターホン,シャッター⾬
⼾,⽕災警報器（報知機）,バルコニー

相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩9分

物件番号：10472829018

賃 料 62,000円
建物名 アルプリーマ緑園 ２０２

間取り/専有⾯積 ワンルーム 27.70㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：神奈川県横浜市泉区岡津町 ■建物構造:軽量鉄⾻造■階建/階:2階建/2階部分■築年⽉:2006年01⽉■備考:★☆インターネット無料設備導⼊（
最⼤１Ｇ ｂｐｓ・ｗｉｆｉ付・埋込式アクセスポイント仕様・ギガプライズ）☆★／２０２１年５⽉に外壁塗装⼯事を⾏■室内清掃費⽤：44,000円
■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 【個⼈契約】契約事務⼿数料：２２，０００円（税込）、保証料：賃料等の１％■鍵交換代等:有 22,000円〜■契約期
間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:媒介■駐⾞場有(13,200円/⽉)■主要採光⾯:南向き■特徴:最上階■設備:Ｂ・Ｔ別,シャ
ワー,追焚機能,温⽔洗浄便座,シャワー付洗⾯化粧台,ガスコンロ付,２⼝コンロ,ウォークインクローゼット,室内洗濯機置場,給湯,フローリング,エアコン,
ＣＡＴＶ,インターネット対応,インターネット使⽤料無料,ダブルロックドア,モニタ付インターホン,防犯⽤ガラス,シャッター⾬⼾,電動シャッター,バル
コニー,宅配ＢＯＸ

相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩6分

物件番号：10821203044

賃 料 74,000円
建物名 サンライトヒル １０２

間取り/専有⾯積 3LDK 61.56㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉

■所在地：神奈川県横浜市泉区緑園５丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:3階建/1階部分■築年⽉:1988年03⽉■備考:解約時に室内クリーニング費⽤（５７
，０００円＋消費税）がかかります。 北側洋室２部屋に、室外機を置くタイプのエアコンは設置できません。 畳に関しまして、原状のまま⼊居頂く
場合は解約時に畳表替え費⽤は かかりませんが、畳表替えを希望される場合は解約時に畳表替え費⽤として ３１，８００円＋消費税がかかります。
■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:利⽤可 （新⽇本信⽤保証）初回保証委託料：⽉額賃料等合計額の６５％■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊
居⽇:即時■現況:空家■取引態様:媒介■⼊居条件:事務所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ＤＩＹ不可,ペット不可,ルームシェア不可■駐⾞場有(8,640円
/⽉)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南向き■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,洗⾯台,ガスコンロ可,収納スペース,室内洗濯機置場,給湯,都市ガス,エアコン

相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩8分

物件番号：69715117089

賃 料 75,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3DK 50.22㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉

■所在地：神奈川県横浜市泉区緑園６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建/2階部分■築年⽉:1988年03⽉■保
険等:要 2年17,000円■賃貸保証:加⼊要 賃料の８０％〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:相談■
現況:空家■取引態様:媒介■⼊居条件:事務所使⽤可,ペット不可■駐⾞場有(14,300円/⽉)■バイク置場有■駐輪
場空無(無料)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,洗⾯所,洗⾯台,ガスコンロ可,収納スペース,シュー
ズボックス,室内洗濯機置場,都市ガス給湯,エアコン,モニタ付インターホン,ディンプルキー,バルコニー

相鉄いずみ野線 南万騎が原 徒歩8分

物件番号：69707552049

ピタットハウス緑園都市店／株式会社ゼフィール
〒245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園２丁⽬１−６ 緑園アムニスビル１０２
TEL:045-813-7300 FAX:045-813-7330 定休⽇：⽔曜⽇

神奈川県知事免許（４）第２４３１５号

この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

貸アパート 貸アパート

貸マンション 貸マンション



賃 料 75,000円
建物名 グリーンフィールズ ２０６

間取り/専有⾯積 3DK 56.16㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：神奈川県横浜市泉区緑園２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建 地下1階/2階部分■築年⽉:1988年11⽉■備考:消毒代１６５００円（⼊居時
）クリーニング代６６０００円（⼊居時）⼦供可保証会社利⽤必須■Ｎサポート：990円/⽉■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 保証料：請求⽉額の１ヶ⽉
分（最低保証料２万円）継続保証料１万円／年■鍵交換代等:有 18,700円〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様
:媒介■⼊居条件:⼆⼈⼊居可■駐⾞場有(14,300円/⽉)■フリーレント:1ヶ⽉(Ｒ３年６⽉末までの成約に限る（法⼈・短期契約対象外）)■主要採光⾯:南
向き■特徴:外観タイル張り,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,収納スペース,シューズボックス,室内洗濯
機置場,給湯,都市ガス,都市ガス給湯,ＣＡＴＶ,インターネット対応,光ファイバー,モニタ付インターホン,⽕災警報器（報知機）,バルコニー

相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩4分

物件番号：40677386001

賃 料 77,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3DK 56.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 3,000円/⽉

■所在地：神奈川県横浜市⼾塚区名瀬町 ■建物構造:ＲＣ■階建/階:3階建/2階部分■築年⽉:1996年11⽉■保険
等:要■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:媒介■駐⾞場近有(10,000円/⽉)■バイク置場有(無料
)■駐輪場有(無料)■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,収納スペース,シューズボックス
,室内洗濯機置場,給湯,プロパンガス,フローリング,ＣＡＴＶ,光ファイバー,⽕災警報器（報知機）,バルコニー,専
⽤庭

相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩8分

物件番号：69593208001

賃 料 88,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2LDK 60.90㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 6,800円/⽉

■所在地：神奈川県横浜市泉区緑園１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:6階建 地下1階/2階部分■築年⽉:1998年01⽉■保険等:要 
2年18,000円■賃貸保証:加⼊要 賃料の８０〜１００％■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:相談■現況:空家■取引態
様:媒介■駐⾞場有(15,120円/⽉)■駐輪場有■主要採光⾯:⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,シャワー,追焚機能,ガスコンロ可,
収納スペース,全居室収納,クローゼット,室内洗濯機置場,フローリング,全居室フローリング,都市ガス給湯,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,イ
ンターネット対応,ダブルロックドア,オートロック,⽕災警報器（報知機）,バルコニー,エレベーター

相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩2分

物件番号：69668586051

賃 料 90,000円
建物名 緑園パークサイドヴィレッジＩＩ １０４

間取り/専有⾯積 2LDK 62.50㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし 雑費なし

■所在地：神奈川県横浜市泉区新橋町 ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建■築年⽉:2003年03⽉■修繕費：90,000円 24時間サポート：16,500円 鍵交換＋消
毒代：41,800円■決済サービス料：600円/⽉■保険等:要 2年22,000円■賃貸保証:加⼊要 年、決済サービス料６００円／⽉／賃貸保証サポート／７０％
／初回総賃料の７０％更新１０，０００円＋税■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:2021年7⽉中旬予定■現況:居住中■取引態様:媒介■⼊居
条件:保証⼈不要■駐⾞場有(5,000円/⽉)■バイク置場有■駐輪場有■クレジットカード決済:初期費⽤可■主要採光⾯:⻄向き■特徴:デザイナーズ,最上
階,振分,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,洗⾯台,シャワー付洗⾯化粧台,洗⾯所独⽴,２⼝コンロ,独⽴型キッチ
ン,システムキッチン,全居室収納,クローゼット,シューズボックス,床下収納,室内洗濯機置場,給湯,プロパンガス,ロフト,フローリング,全居室フローリン
グ,床暖房,ＣＡＴＶ,ダブルロックドア,モニタ付オートロック,モニタ付インターホン,⽕災警報器（報知機）,バルコニー,テラス

相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩10分

物件番号：10944901060

ピタットハウス緑園都市店／株式会社ゼフィール
〒245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園２丁⽬１−６ 緑園アムニスビル１０２
TEL:045-813-7300 FAX:045-813-7330 定休⽇：⽔曜⽇

神奈川県知事免許（４）第２４３１５号

この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

貸マンション 貸マンション

貸マンション 貸テラスハウス



賃 料 99,000円
建物名 ビーバレー緑園 ２０３

間取り/専有⾯積 3DK 61.20㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：神奈川県横浜市泉区岡津町 ■建物構造:軽量鉄⾻造■階建/階:2階建/2階部分■築年⽉:2001年10⽉■備考:積⽔ハウス
施⼯の賃貸住宅（シャーメゾン） ！相鉄いずみ野線「緑園都市」駅まで徒歩７分（５２０ｍ）で、駅まで平坦な道のりです！
／全世帯南向き☆ま■室内清掃費⽤：73,700円■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 【個⼈契約】契約事務⼿数料：２２，０００円（
税込）、保証料：賃料等の１％■鍵交換代等:有 17,600円〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:2021年9⽉上旬予
定■現況:居住中■取引態様:媒介■駐⾞場有(無料)■主要採光⾯:南向き■特徴:最上階■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,温⽔洗
浄便座,室内洗濯機置場,給湯,フローリング,エアコン,ＣＡＴＶ,インターネット対応,インターネット使⽤料無料,モニタ付インタ
ーホン,バルコニー,宅配ＢＯＸ

相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩7分

物件番号：10814021044

賃 料 107,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3LDK 65.10㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 6,800円/⽉

■所在地：神奈川県横浜市泉区緑園１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:6階建 地下1階/2階部分■築年⽉:1998年01⽉■保険等:要 
2年18,000円■賃貸保証:加⼊要 総賃料の８０％〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:相談■現況:空家■取引態様:媒
介■⼊居条件:楽器不可,ペット不可,⾼齢者相談■駐⾞場有(15,400円/⽉)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南向き■設備:Ｂ・Ｔ別,
オートバス,シャワー,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,カウンターキッチン,全居室収納,クローゼット,室内洗濯機置場,都市ガス,都市ガ
ス給湯,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,ＣＡＴＶインターネット,ダブルロックドア,オートロック,防犯カメラ,⽕災警報器（報知機）,バルコ
ニー,エレベーター

相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩2分

物件番号：69703705040

賃 料 155,000円
建物名 緑園６丁⽬⼾建

間取り/専有⾯積 4LDK 103.26㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし 雑費なし

■所在地：神奈川県横浜市泉区緑園６丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建■築年⽉:1990年12⽉■備考:■保証会社利⽤必須（
エポス初回に⽉額賃貸借費⽤４０％、２年⽬以降１．４万円）■町内会費・鍵交換費⽤負担有（任意）■退去時清掃費⽤借主負
担特約：１３６，３０３円（税込） ■ホームセキュリティー、ＴＶ視聴料、ネット別途契約、費⽤負担■保険等:要 1年12,70
0円■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:相談■現況:空家■取引態様:媒介■⼊居条件:楽器相談■駐⾞場有(無料)■主
要採光⾯:南向き■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,トイレ,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,システムキッチン,床下収納,室内洗
濯機置場,給湯,フローリング,エアコン,モニタ付インターホン,バルコニー

相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩6分

物件番号：10231015054

賃 料 160,000円
建物名 ディアス チェリー １０２

間取り/専有⾯積 3LDK 86.00㎡
礼 ⾦ 0.5ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 4,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：神奈川県横浜市泉区緑園５丁⽬ ■建物構造:軽量鉄⾻造■階建/階:2階建■築年⽉:2008年03⽉■備考:積⽔ハウス施⼯
の賃貸アパート☆【シャーメ ゾン】です！１棟２世帯のテラスハウスタイプ☆相鉄いずみ野線「緑園都市」駅より徒分９分（
７００ｍ）、分■室内清掃費⽤：90,860円■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 【個⼈契約】契約事務⼿数料：２２，０００円（税込
）、保証料：賃料等の１％■鍵交換代等:有 22,000円〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引
態様:媒介■駐⾞場有(無料)■主要採光⾯:南向き■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,温⽔洗浄便座,シャワー付洗⾯化粧台,ウォー
クインクローゼット,室内洗濯機置場,給湯,エアコン,ＣＡＴＶ,モニタ付インターホン,防犯⽤ガラス,シャッター⾬⼾,電動シャッ
ター,バルコニー

相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩9分

物件番号：10246520037

ピタットハウス緑園都市店／株式会社ゼフィール
〒245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園２丁⽬１−６ 緑園アムニスビル１０２
TEL:045-813-7300 FAX:045-813-7330 定休⽇：⽔曜⽇

神奈川県知事免許（４）第２４３１５号

この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

貸アパート 貸マンション

貸⼾建住宅 貸テラスハウス


