
フリーレント物件のご案内 

 

 

 

≪フリーレント物件とは≫ 

○家賃が一定期間不要となるキャンペーン物件です。フリーレントの適用には諸条件がございます。詳細はお問い合わせください。 
 

 

 

 

≪対象物件≫ 

◎一般賃貸住宅 

●申込期間  平成28年1月4日(月)～平成28年4月5日(火) 

●フリーレント期間 契約始期日から1ヶ月間、家賃が不要となります。 

●対象物件  下表のとおり 
 

種 別 地 区 物 件 名 

一般賃貸 

住 宅 

横 浜 
・戸塚深谷 ・上郷西ケ谷 ・横浜若葉台 

・ヒルズ千草台 ・レジエ戸塚深谷  

川 崎 ・川崎下麻生   

湘 南 ・藤沢西部 ・浦賀  

厚 木 ・緑ヶ丘 ・綾瀬寺尾本町 ・春日台 

相模原 ・相武台 ・下九沢 ・相模原田名 

伊勢原 ・伊勢原   

西 湘 ・小田原橘 ・二宮 ・平塚田村 

湯河原 ・湯河原第3   
 

・お客様に修繕済みの状況をご覧いただくためのモデルルームとして使用していた住宅にお申込みいただく場合、フリーレント期間が更に延長されます。 

 

◎特定優良賃貸住宅 

●申込期間  平成28年4月1日(金)～平成28年6月30日(木) 

●フリーレント期間 契約始期日から1～3ヶ月間、家賃が不要となります。なお、下表の物件名の末尾の月数がフリーレント月数で

す。 

●対象物件  下表のとおり 
 

※募集状況により期間前に終了する場合もあります。契約の開始時期によってはフリーレントが適用できないことがあります。 
 

種 別 地 区 物 件 名 

 

特定優良 

賃貸住宅 

横 浜 ・イースト ヴィレッジ(2ヶ月) ・りんでんばうむ上郷(3ヶ月)  

川 崎 ・クレセントメゾンドール(3ヶ月) ・ノーブ･ウイング(3ヶ月) ・萬家第三ビル(2ヶ月) 

湘 南 ・アラク六会(2ヶ月) ・澤田ビル(2ヶ月)  

厚 木 ・アルモニーア本厚木(2ヶ月) ・プルミエールさがみ野(2ヶ月) ・メゾン・デ・ヴィレ(2ヶ月) 

相模原 ・サンモール相模(3ヶ月)   

伊勢原 ・サンハイム石上(1ヶ月) ・ネスト伊勢原(1ヶ月)  

 

≪ご利用にあたっての注意≫ 

○ フリーレント期間中においても、共益費はお支払いいただきます。 

○ フリーレントは、1 年以上入居される方が対象となります。理由の如何を問わず、契約始期日から1 年未満に退去された場合は、フ

リーレント期間中の本来家賃を全額お支払いいただきます。契約始期日から 1 年未満に退去される予定の方はご利用できませんので

ご注意ください。 
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一般賃貸住宅 修繕済住戸におけるキャンペーンについて 

下記住戸はこれまでお客様に修繕済みの状況を確認いただくために使っていた住宅です。これらの住宅は修繕が終了してから日数

がたっていることから、修繕完了からの経過期間等に応じてフリーレント(家賃不要)とさせていただきます。 

キャンペーンは平成28年6月30日（木）までにお申込みいただいた方が対象です。すべてのお部屋が先着順による受付のため、

お申込み済みの場合はご容赦ください。 

 

■対象住戸一覧   

 
                              <更新日：平成28年3月31日> 

 

地区 団地名 棟 住戸番号 間取り 月額家賃（円） 
月額共益費

（円） 

フリーレント 

適用月数 

横浜 

横浜若葉台 3-7 1306 2LDK-E1 76,600 5,000 2ヶ月 

レジエ戸塚深谷 1 201 4DK-D5 81,300 4,350 1ヶ月 

ヒルズ千草台 1 216 3DK-A2 75,500 3,000 2ヶ月 

ヒルズ千草台 3 206 3DK-B2 80,700 3,000 1ヶ月 

フロール山田町第2  304 3DK-D2 128,400 4,400 1ヶ月 

フロール山田町第3  404 3LDK-I 179,800 5,200 1ヶ月 

川崎 川崎下麻生 5 543 2DK-A 50,500 2,800 1ヶ月 

厚木 
綾瀬寺尾本町 1 1307 3LDK 64,000 3,200 2ヶ月 

綾瀬寺尾本町 1 1407 3LDK 61,400 3,200 1ヶ月 

相模原 
相模原田名 4 4058 3K-B 43,000 3,400 1ヶ月 

相模原高根 2 2302 2DK 53,500 2,500 1ヶ月 

西湘 

小田原橘 3 345 2DK 33,500 2,950 2ヶ月 

小田原橘 1 126 2DK 35,200 2,950 2ヶ月 

小田原橘 3 325 2DK 35,200 2,950 1ヶ月 

二宮第8 25 2527 2DK-A 31,300 4,000 2ヶ月 

伊勢原第3 8 836 2DK-B 38,900 2,600 2ヶ月 

コンセール小田原東町  306 3LDK 70,300 3,500 1ヶ月 

  

 

≪ご利用にあたっての注意≫ 

●フリーレント期間中においても、共益費はお支払いいただきます。 

●フリーレントは、1年以上入居される方が対象となります。理由の如何を問わず、ご契約から1年未満に退去された場合は、フリーレント期間中の家賃を全

額お支払いいただきます。契約から1年未満に退去される予定の方はご利用できませんのでご注意ください。 

●お部屋の状況によって再修繕･清掃を行う場合もございますが、原則として、現状での引渡しとなります。 

●本キャンペーンは予告なく終了することがございます。 
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