
- will 鴨宮 b棟 -
賃貸ファミリーマンション

不在時の荷物の受取に便利
24時間利用可能な宅配ボックス
不在時の荷物の受取に便利
24時間利用可能な宅配ボックス

大切なワードローブを美しいまま
収納できる中型クローゼット
大切なワードローブを美しいまま
収納できる中型クローゼット

プライバシーに配慮した
ダイヤル式メールボックス
プライバシーに配慮した
ダイヤル式メールボックス

防犯窓のついた
エレベーター
防犯窓のついた
エレベーター

玄関には収納力の高い
トール型シューズボックス
玄関には収納力の高い
トール型シューズボックス

お湯張り機能付
バス
お湯張り機能付
バス

浴室換気乾燥機付き浴室換気乾燥機付き

キッチン、洗面に使いやすい
シングルレバー混合水栓
キッチン、洗面に使いやすい
シングルレバー混合水栓

室内を快適に保つエアコンを
リビングに設置 
室内を快適に保つエアコンを
リビングに設置 

レンジフード・グリル付の
3口ガスシステムキッチン
レンジフード・グリル付の
3口ガスシステムキッチン

光インターネット使い放題
(セントラルテレコム)
※最大速度1Gbps

光インターネット使い放題
(セントラルテレコム)
※最大速度1Gbps

光インターネット使い放題
(セントラルテレコム)
※最大速度1Gbps

全居室、遮音性に優れた
フローリング仕上げ
(一部畳部屋あり)

全居室、遮音性に優れた
フローリング仕上げ
(一部畳部屋あり)

清潔感溢れるスタイリッシュな
デザインの洗面化粧台
清潔感溢れるスタイリッシュな
デザインの洗面化粧台

バスルーム・トイレの
独立設計で快適な毎日
バスルーム・トイレの
独立設計で快適な毎日

振動を軽減し漏水事故を防ぐ
洗濯機防水パンを室内に設置
振動を軽減し漏水事故を防ぐ
洗濯機防水パンを室内に設置

住人の安心な暮らしを守る
24時間マンションセキュリティ 
住人の安心な暮らしを守る
24時間マンションセキュリティ 

玄関扉にはキーチェーンより
防犯性の高いドアガード 
玄関扉にはキーチェーンより
防犯性の高いドアガード 

来訪者を確認できる
カラーTVモニター付インターホン
来訪者を確認できる
カラーTVモニター付インターホン

玄関にはピッキング対策に優れた
ディンプルキーを採用
玄関にはピッキング対策に優れた
ディンプルキーを採用

多彩な番組を楽しめるＢＳ対応
※別途費用等が必要となります。
多彩な番組を楽しめるＢＳ対応
※別途費用等が必要となります。

ＣＡＴＶ受信可
((株)ジェイコム小田原）
※ 別途費用

ＣＡＴＶ受信可
((株)ジェイコム小田原）
※ 別途費用

自転車置場あり（無料)
自転車・50ccバイクまで
自転車置場あり（無料)
自転車・50ccバイクまで

ペット飼育可能
小型犬 or 猫 2 匹または中型犬１匹まで
( 別途敷金 1ヶ月追加 )

災害時に強く C O 2 排出量が少ないクリーンなエネルギーの L P ガス仕様
火力も強い調理が出来、有害な CO( 一酸化炭素 ) を含まず、環境負担が相対的に小さいクリーンエネルギーとして震災以降復旧も早いことから見直されています。

姉妹・兄弟
友人同士の
ご入居も可 !

姉妹・兄弟
友人同士の
ご入居も可 !

諸条件ある
お客様も
ご相談ください。

諸条件ある
お客様も
ご相談ください。

JR 東海道本線

鴨宮駅
徒歩10分
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鴨宮ステーションホテル
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下府中集会施設入口 鴨宮駅北口入口

畝田ガード下
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ヤマオサ

ゆたか歯科医院

wi l l鴨宮 a棟

wi l l鴨宮 b棟

鴨宮ステーションホテル

鴨宮駅鴨宮駅

トヨタレンタリース横浜トヨタレンタリース横浜

セントラルテレコム ※最大速度1Gbps

２４時間マンションセキュリティ
『セコム』があなたの生活を見守ります

imageimage imageimage

駐車場 月額5,500円
敷地内平置き(要確認)
駐車場 月額5,500円
敷地内平置き(要確認)

カラーTVモニターインターホン、防犯窓付きエレベーター、宅配 BOX 設置等充実の設備で快適生活

75,000円
3LDK
LDK約11.0帖、洋 約6.0帖、
洋 約5.0帖、和 約6.0帖

75,000円
3LDK
LDK約11.0帖、洋 約6.0帖、
洋 約5.0帖、和 約6.0帖

敷金0ヶ月・礼金0ヶ月・保証金0ヶ月

TEL 042-748-3020
※つながりにくい場合は本社へご連絡ください。  TEL：03-3770-3000

FAX 042-748-3040
https://maedacom.jp

国土交通大臣（2）第 8459 号 株式会社前田 町田営業所 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野8-2-2
サンシティビル201 ■取引態様：代理

AD100

当社の物件は全て広告掲載可能 ★ ホームページ「物件素材」より室内写真や間取図を無料でダウンロード！！

当社は即お支払い!

モデルルーム家具プレゼント！！モデルルーム家具プレゼント！！
※2020年7月末日までのご成約者様対象※2020年7月末日までのご成約者様対象

ローテーブルローテーブルソファソファ テーブルセットテーブルセット シーリングライトシーリングライト

医療健康サービス
看護師が 24 時間 365 日ご相談に応じます。

時間安心サポート
設備のトラブルに 24 時間 365 日の受付体制



汚れやすい
水回りに !

プロのお掃除サーヒス
この物件は入居時はもちろん、更新時も無料でトイレ、バスルーム、
エアコン、キッチン等「プロのお掃除サービス」が付いています !

【物件概要】
名称／Will 鴨宮 b　所在地／神奈川県小田原市飯泉 220-3
構造／鉄筋コンクリート造　規模／地上 8階建　総戸数／29戸　築年月／1997年 8月

【物件概要】
名称／Will 鴨宮 b　所在地／神奈川県小田原市飯泉 220-3
構造／鉄筋コンクリート造　規模／地上 8階建　総戸数／29戸　築年月／1997年 8月

※共益費：5,000 円／月　※図面と現況が異なる場合、現況優先とさせて頂きます。※共益費：5,000 円／月　※図面と現況が異なる場合、現況優先とさせて頂きます。

- will 鴨宮 b棟 -

セントラルテレコム ※最大速度1Gbps

２４時間マンションセキュリティ
『セコム』があなたの生活を見守ります

【契約条件】
普通賃貸借２年契約 ( 更新可 )　敷金 0ヶ月・礼金 0ヶ月・保証金 0ヶ月
保証システム利用料 : 家賃総額の50％( 税別 )
当社指定賃貸入居者総合保険加入（別途費用） 　賃料口座振替手数料 550 円 /月
24 時間安心サポート料11,000 円　LPガス仕様 ( 開栓時担保金１万円 )

【契約条件】
普通賃貸借２年契約 ( 更新可 )　敷金 0ヶ月・礼金 0ヶ月・保証金 0ヶ月
保証システム利用料 : 家賃総額の50％( 税別 )
当社指定賃貸入居者総合保険加入（別途費用） 　賃料口座振替手数料 550 円 /月
24 時間安心サポート料11,000 円　LPガス仕様 ( 開栓時担保金１万円 )

お洒落なアクセントクロス仕様

姉妹・兄弟
友人同士の
ご入居も可 !

姉妹・兄弟
友人同士の
ご入居も可 !

諸条件ある
お客様も

ご相談ください。

諸条件ある
お客様も

ご相談ください。

東芝RENECAT
ルネキャット（光触媒）

air
quality

この物件は空気からこだわります!

お部屋のイヤなニオイを素早く消臭 !! ウィルスや細菌、有害物質までも
半永久的に９９％ 解決致します。人生はニオイへのこだわりが大切ですね♡

消臭 抗ウイルス除菌 ペット臭

No.105 75,000 円No.105 75,000 円

3LDKtype  専有面積 61.43㎡
LDK約11.0帖、洋 約6.0帖、洋 約5.0帖、和 約6.0帖

3LDKtype  専有面積 61.43㎡
LDK約11.0帖、洋 約6.0帖、洋 約5.0帖、和 約6.0帖

即入居可即入居可
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敷金0ヶ月・礼金0ヶ月・保証金0ヶ月

医療健康サービス
看護師が 24 時間 365 日ご相談に応じます。

時間安心サポート
設備のトラブルに 24 時間 365 日の受付体制


