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「渋谷」駅「渋谷」駅 13分13分

大谷戸
小学校入口

新庄駅西側

新城駅南口

シーモス
武蔵新城

西友

JR南武線
JR南武線

川崎上新城
郵便局

CoCo
壱番屋

松屋

三菱
UFJ
銀行

上小田中西
公園

業務スーパー
大谷戸小学校ドミノ

ピザ

末長東
公園

南武沿線道路

南武沿線道路

中島耳鼻
咽頭科医院

北口川崎新城
郵便局 南口

新城パーク
歯科

クリニック

武蔵新城駅武蔵新城駅

「新宿」駅、「池袋」駅までも直通「新宿」駅、「池袋」駅までも直通

間取図は他にもございます。
お気軽にお問い合わせください。
すぐに資料を送らせていただきます。

間取図は他にもございます。
お気軽にお問い合わせください。
すぐに資料を送らせていただきます。

55,000円55,000円

※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

プライバシーに配慮した
共用部内廊下

来訪者を確認できる
インターホン

不審者の侵入を防ぐ
オートロックシステム

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

室内を快適に保つエアコンを
居室に設置 

プライバシーに配慮した
ダイヤル式のメールボックス
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
玄関には収納力の高い
シューズボックス

お掃除のしやすい
1口IHキッチン(収納付)
全居室、遮音性に優れた
フローリング仕上げ

インターネット利用可能
(NTTフレッツ光)※別途費用
外観は高級感あふれる
タイル貼り

自転車置場 12台  2,400円/年 (先着順)　
※諸条件含め空要確認

敷地内ゴミ置場

給水ホースが外れても自動で
水が止まる緊急止水弁内蔵の
洗濯用水栓(102,203除く)
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

全室バルコニー有り

24時間コールセンター

すぐに生活をスタートできる
居室照明付

室内洗濯機置場

二人入居可能

オートロック 内廊下仕様

宅配ボックス有り 床フローリング

バルコニー有り

【契約条件】普通賃貸借２年契約 ( 更新型)　
敷金 0 ヶ月 礼金 0 ヶ月　保証人不要システム利用必須
室内抗菌処理代：16,500 円　鍵交換代：19,800 円
24時間安心サポート料：22,000 円　事務手数料：5,500 円
当社指定賃貸入居者総合保険加入の事
賃料口座振替手数料有
※1 所要時間は日中平常時武蔵小杉駅利用のもので、待ち時間は
　　含まれておりません。また時間帯により異なります。
※2 キャンペーンは 3 月末日までのご成約者様対象。
　　フリーレントは共益費込みとなります。

【物件概要】名称／シーモス武蔵新城　
所在地／神奈川県川崎市中原区上新城 1-9-8　
構造／鉄筋コンクリート造　規模／地上 4 階　総戸数／46 戸　
築年月／ 1991 年 3 月 9 日　入居日／即入居可

洋室 7.0帖 賃料 55,000円～

新発表
限 定 5 部 屋  募 集 開 始

広々設計
シーモス武蔵新城

「武蔵新城」駅  徒歩5 分「武蔵新城」駅  徒歩5 分
JR 南武線

敷金 0ヶ月  礼金 0ヶ月
保証金 0ヶ月

初期費用を抑えられますキャンペーン実 施中！

※2

さらに！！ フリーレントも実施中！※2

1ヶ月間賃料無料

「武蔵小杉」駅  直通5 分「武蔵小杉」駅  直通5 分

JR 線・東急東横線・東急目黒線

安心のハイセキュリティ
プライバシーに配慮した
共用部内廊下仕様

敷地内
ゴミ置き場有り

安心の
オートロックシステム

不在時・非対面受取の可能な
宅配ボックス

初 め て の 一 人 暮らしの 方 にも、女 性 の 方 にもお す す め の 物 件 で す 。

ピッキング対策に優れた
ディンプルキー

N

BtypeBtype

 Studio 16.55㎡EntryEntry

BathBath

ShelfShelf

Shoe.Shoe.

WW

BalconyBalcony

Studio
約7.0J
Studio
約7.0J

No.102

57,000円57,000円
BtypeBtype No.203

57,000円57,000円
DtypeDtype No.211

58,000円58,000円
DtypeDtype No.409

58,000円58,000円
EtypeEtype No.312

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

■取引態様：代理

貸主 借主

元付 客付
100％

100％

手数料
負担の割合
手数料
配分の割合

客付会社様へ

入居者対応補助業務委託料
別途 2ヶ月

当社は即お支払い
(^ 0^ )審査少々あり

当社の物件は全て広告掲載可能です｡ ( 担当 : 及川 )　右記 QRコードより当物件の公式 HP がご覧いただけます｡ https://maedacom.jp

国土交通大臣（2）第8459号 株式会社前田 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2-19-6 スクエア渋谷

諸条件ある
お客様も
ご相談ください。

近隣には便利な業務スーパーやドラッグストア有り！
食品から日用品まで、お買い物にとても便利な立地です。

「業務スーパー」まで　徒歩 1 分 (87m)

「西友」まで　　　　　徒歩 5 分 (400m)

「ツルハドラッグ」まで　徒歩 5 分 (450m)

24時間コールセンター対応
困ったときにすぐに相談できる、24時間体制のコールセンター対応。
夜間や万が一の場合でも安心してご利用いただけます。ImageImage

二人入居可能！
ご家族・兄弟・ご友人

ImageImage

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 !

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 !! 
ウイルスや細菌、有害物質までも
半永久的に９９％ 解決致します。
除菌やニオイへのこだわりが大切♡

抗ウイルス除菌消臭

東芝RENECAT
ルネキャット（光触媒）

東芝RENECAT
ルネキャット（光触媒）

air
quality

ImageImage

武蔵小杉駅からダイレクトアクセス武蔵小杉駅からダイレクトアクセス※1

直
通
直
通


