
京浜急行線

羽田空港から、世界へ。

泉岳寺・品川から東京湾の西側沿いを三浦半島の三崎口まで伸び
る路線。その名前の通り、京浜地区で生活を送る人々の暮らしを
支えている交通網です。最大の特色はそのスピード。関東の私鉄
のなかでも最速を誇り、ＪＲと競合する横浜～品川間では、快速特
急でわずか 17 分と、通勤時間の短縮に努めています。
その割には、家賃も安めと暮らしやすい環境が整っています。さ
らに都営浅草線、京成線、北総・公団線と相互乗り入れしており、
都心を横切りそのまま千葉方面へも行けてしまうなど、利便性の
高さも魅力です。そのアクセスの良さを利用した羽田～成田の両
空港を結ぶユニークな直通便もあります。

※　　 の数字は「品川駅」から、おおよその乗車時間を表しています。
※　乗り換え時間は含みません。
※　ラッシュ時は表記分数より時間がかかります。
※　駅・乗車時間のデータは 2021 年 10 月のものです。
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ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

品川

　家賃　～　6.0 万円　以内

北品川 新馬場 青物横丁 鮫洲 立会川

駅　　名：新馬場駅　徒歩 11分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1987 年 6月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　3階部分

専有面積： 16.00 ㎡

設　　備：エアコン・ＣＡＴＶ・光ファイバー・バルコニー

　　　　　 浴室乾燥機・エレベーター

備　　考：駐輪場・外観タイル張り・分譲賃貸マンション

           ＪＲ京浜東北線　大井町駅　徒歩 9分

　　　　　

ＪＲ京急本線

マンション 52,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：品川駅　徒歩 10分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1985 年 4月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 12階建　7階部分

専有面積： 10.92 ㎡

設　　備：エアコン・ＩＨクッキングヒーター・光ファイバー

　　　　　 フローリング・バルコニー

備　　考：駐輪場

　　　　　 

マンション 52,000円（管理費 6,000 円）

駅　　名：青物横丁駅　徒歩 7分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1969 年 3月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 201.06 ㎡

設　　備：エアコン・ＣＡＴＶ・フローリング・ガスコンロ

　　　　　 2口コンロ・収納・室内洗濯機置場

備　　考：駐輪場 （無料）・角部屋・二面採光

           ＪＲ京浜東北線　大井町駅　徒歩 6分

アパート 60,000 円（管理費 なし）

駅　　名：新馬場駅　徒歩 3分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1985 年 4月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 16.00 ㎡

設　　備：エアコン・フローリング・ガスコンロ可

　　　　　 室内洗濯機置場

アパート 60,000 円（管理費 なし）
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ロック

室内洗濯
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ロック

室内洗濯
機置場

室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

品川

　家賃　6.1 万円　～　7.0 万円　以内

北品川 新馬場 青物横丁 鮫洲 立会川

駅　　名：品川駅　徒歩 15分／北品川駅　徒歩 7分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1997 年 6月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 9階建　7階部分

専有面積： 17.01 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・ＩＨクッキングヒーター

　　　　　 光ファイバー・室内洗濯機置場・バルコニー・収納

備　　考：駐輪場・分譲賃貸マンション

           

　　　　　

ＪＲ京急本線

マンション 62,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：新馬場駅　徒歩 6分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1990 年 7月

構　　造：鉄骨造 3階建　2階部分

専有面積： 20.12 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・ガスキッチン

　　　　　 光ファイバー・フローリング・室内洗濯機置場

備　　考：駐輪場

　　　　　 

マンション 65,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：新馬場駅　徒歩 1分／北品川駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1994 年 9月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 6階建　2階部分

専有面積： 19.09 ㎡

設　　備：エアコン・ＩＨクッキングヒーター

　　　　　 室内洗濯機置場・クローゼット・シューズボックス

備　　考：駐輪場・バイク置場・日当たり良好

           ＪＲ京急本線　青物横丁駅　徒歩 10分

マンション 65,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：品川駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1994 年 2月

構　　造：鉄骨造 3階建　1階部分

専有面積： 20.85 ㎡

設　　備：エアコン・ＩＨクッキングヒーター・ＣＡＴＶ

　　　　　 室内洗濯機置場・フローリング・シューズボックス

備　　考：日当たり良好

           都営浅草線　高輪台駅　徒歩 4分

マンション 67,000 円（管理費 3,000 円）
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2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

品川

　家賃　7.1 万円　～　8.0 万円　以内

北品川 新馬場 青物横丁 鮫洲 立会川

駅　　名：青物横丁駅　徒歩 2分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1990 年 9月

構　　造：鉄骨造 4階建　3階部分

専有面積： 21.71 ㎡

設　　備：エアコン・電気コンロ・フローリング・ＢＳ

　　　　　 ＣＡＴＶ・モニター付インターホン

備　　考：日当たり良好・角部屋・二面採光

           ＪＲ京浜東北線　大井町駅　徒歩 9分

　　　　　

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

ＪＲ京急本線

マンション 70,000 円（管理費 2,000 円）

駅　　名：新馬場駅　徒歩 4分／北品川駅　徒歩 5分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2012 年 3月

構　　造：鉄筋コンクリート造 9階建　2階部分

専有面積： 20.25 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・独立洗面台・ＣＳ・ＢＳ

　　　　　 浴室乾燥機・ウォシュレット・宅配ボックス・収納

備　　考：駐輪場・ペット可・分譲賃貸マンション

　　　　　 ＪＲ埼京線　大崎駅　徒歩 15分

マンション 72,000 円（管理費 8,000 円）

駅　　名：北品川駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1995 年 12月

構　　造：鉄筋コンクリート造 4階建　2階部分

専有面積： 20.00 ㎡

設　　備：エアコン・光ファイバー・シューズボックス

　　　　　 室内洗濯機置場・バルコニー・クッションフロア

備　　考：駐輪場・日当たり良好・二面採光

           ＪＲ山手線　品川駅　徒歩 15分

マンション 75,000 円（管理費 なし）

駅　　名：青物横丁駅　徒歩 3分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2010 年 3月

構　　造：軽量鉄骨造 3階建　2階部分

専有面積： 18.63 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・システムキッチン

　　　　　 浴室乾燥機・室内洗濯機置場・光ファイバー

　　　　　 ＴＶモニター付インターホン ・フローリング

備　　考：駐輪場

           駅

アパート 77,000 円（管理費 3,000 円）

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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鮫洲

　家賃　～　6.0 万円　以内

立会川 大森海岸 平和島 大森町 梅屋敷

駅　　名：平和島駅　徒歩 2分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1991 年 4月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　4階部分

専有面積： 16.00 ㎡

設　　備：エアコン・クローゼット・電気コンロ・バルコニー

　　　　　 収納

　　　　　

ＪＲ京急本線

マンション 55,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：平和島駅　徒歩 4分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1988 年 9月

構　　造：ＡＬＣ造 6階建　3階部分

専有面積： 23.69 ㎡

設　　備：エアコン・フローリング・バルコニー・収納

　　　　　 室内洗濯機置場・エレベーター

備　　考：駐輪場・閑静な住宅街

　　　　　 

マンション 56,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：平和島駅　徒歩 7分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1990 年 2月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 18.22 ㎡

設　　備：エアコン・室内洗濯機置場・ガスキッチン

　　　　　 光ファイバー・フローリング・収納・バルコニー

備　　考：駐輪場・角部屋・三面採光

           

アパート 58,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：大森本町駅　徒歩 3分／平和島駅　徒歩 12分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1993 年 6月

構　　造：鉄筋コンクリート造 3階建　3階部分

専有面積： 15.00 ㎡

設　　備：エアコン・オール電化・ＩＨクッキングヒーター

　　　　　 フローリング・ロフト・ＣＡＴＶ・光ファイバー

備　　考：日当たり良好・オール電化・最上階

           駅

マンション 59,000円（管理費 なし）

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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鮫洲

　家賃　6.1 万円　～　7.0 万円　以内

立会川 大森海岸 平和島 大森町 梅屋敷

駅　　名：大森町駅　徒歩 4分／平和島駅　徒歩 7分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1993 年 3月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 14階建　2階部分

専有面積： 23.01 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・室内洗濯機置場

　　　　　 バルコニー・収納

備　　考：駐輪場

           

　　　　　

ＪＲ京急本線

マンション 60,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：大森町駅　徒歩 3分／梅屋敷駅　徒歩 7分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1998 年 10月

構　　造：鉄筋コンクリート造 7階建　6階部分

専有面積： 18.29 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・宅配ボックス

　　　　　 光ファイバー・室内洗濯機置場・フローリング

備　　考：駐輪場・分譲賃貸マンション

　　　　　 駅

マンション 64,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：平和島駅　徒歩 5分／大森町駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1997 年 8月

構　　造：鉄骨造 3階建　2階部分

専有面積： 21.54 ㎡

設　　備：エアコン・システムキッチン・ＣＡＴＶ・ＢＳ

　　　　　 室内洗濯機置場・光ファイバー・フローリング

備　　考：駐輪場

           

マンション 66,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：平和島駅　徒歩 5分／大森町駅　徒歩 5分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2006 年 7月

構　　造：鉄骨造 2階建　1階部分

専有面積： 21.57 ㎡

設　　備：エアコン・ＢＳ・ＣＡＴＶ・システムキッチン

　　　　　 浴室乾燥機・クローゼット・室内洗濯機置場

備　　考：駐輪場

           

マンション 67,000円（管理費 3,000 円）

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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鮫洲

　家賃　7.1 万円　～　8.0 万円　以内

立会川 大森海岸 平和島 大森町 梅屋敷

駅　　名：平和島駅　徒歩 1分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 2ヶ月

築 年 月： 1985 年 2月

構　　造：鉄筋コンクリート造 4階建　4階部分

専有面積： 20.25 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・宅配ボックス・収納

　　　　　 ウォシュレット・ＩＨクッキングヒーター

　　　　　 光ファイバー・フローリング・室内洗濯機置場

備　　考：駐輪場

           

　　　　　

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上

ＪＲ京急本線

マンション 64,000円（管理費 6,100 円）

駅　　名：平和島駅　徒歩 4分／大森町駅　徒歩 13分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2009 年 6月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　3階部分

専有面積： 20.41 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・宅配ボックス・ＣＡＴＶ

　　　　　 浴室乾燥機・ウォシュレット・システムキッチン

　　　　　 ＢＳ・ＣＳ・光ファイバー・室内洗濯機置場

備　　考：駐輪場

　　　　　 

マンション 69,000円（管理費 10,000 円）

駅　　名：立会川駅　徒歩 2分／鮫洲駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2007 年 4月

構　　造：鉄骨造 4階建　2階部分

専有面積： 20.00 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・独立洗面台・ＣＡＴＶ

　　　　　 浴室乾燥機・ウォシュレット・クローゼット

備　　考：駐輪場

           ＪＲ京浜東北線　大井町駅　徒歩 14分

マンション 76,000円（管理費 4,000 円）

駅　　名：大森町駅　徒歩 4分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2004 年 11月

構　　造：ＡＬＣ造 2階建　2階部分

専有面積： 25.89 ㎡

設　　備：エアコン・独立洗面台・光ファイバー・ＣＡＴＶ

　　　　　 ＢＳ・フローリング・システムキッチン

備　　考：駐輪場・日当たり良好・二面採光

           

マンション 77,000円（管理費 3,000 円）

オート
ロック

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上オート
ロック

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上オート
ロック

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上オート
ロック



ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

大森町

　家賃　～　6.0 万円　以内

梅屋敷 京急蒲田 雑色 六郷土手 京急川崎

駅　　名：京急蒲田駅　徒歩 2分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1989 年 1月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 12.70 ㎡

設　　備：エアコン・ガスキッチン・光ファイバー・収納

　　　　　 室内洗濯機置場・フローリング

備　　考：駐輪場

           

　　　　　

オート
ロック

室内洗濯
機置場

ＪＲ京急本線

アパート 43,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：京急蒲田駅　徒歩 12分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1988 年 10月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　2階部分

専有面積： 15.82 ㎡

設　　備：エアコン・フローリング・光ファイバー・収納

　　　　　 室内洗濯機置場・電気コンロ・バルコニー

備　　考：駐輪場・分譲賃貸マンション

　　　　　 

マンション 48,000円（管理費 5,600 円）

駅　　名：京急蒲田駅　徒歩 8分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1992 年 12月

構　　造：鉄骨造 3階建　2階部分

専有面積： 17.16 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・フローリング・収納

　　　　　 室内洗濯機置場・カードキー

備　　考：駐輪場・オール電化

           ＪＲ京浜東北線　蒲田駅　徒歩 11分

マンション 55,000 円（管理費 4,000 円）

駅　　名：大森町駅　徒歩 13分／梅屋敷駅　徒歩 19分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1991 年 2月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 20.65 ㎡

設　　備：エアコン・バルコニー・ウォシュレット・収納

　　　　　 クッションフロア・ガスコンロ・洗濯機置場

備　　考：日当たり良好

           

アパート 57,000 円（管理費 なし）

バス
トイレ別

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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機置場



ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

大森町

　家賃　6.1 万円　～　7.0 万円　以内

梅屋敷 京急蒲田 雑色 六郷土手 京急川崎

駅　　名：京急蒲田駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2007 年 1月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　1階部分

専有面積： 20.70 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・フローリング・収納

　　　　　 システムキッチン・オートロック・光ファイバー

　　　　　

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上

ＪＲ京急本線

マンション 64,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：梅屋敷駅　徒歩 5分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2001 年 3月

構　　造：鉄骨造 4階建　4階部分

専有面積： 19.14 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・室内洗濯機置場・収納

　　　　　 クローゼット・モニター付インターホン

　　　　　 ガスコンロ・フローリング

マンション 65,000 円（管理費 4,000 円）

駅　　名：京急蒲田駅　徒歩 15分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2001 年 3月

構　　造：鉄筋コンクリート造 6階建　4階部分

専有面積： 22.34 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・宅配ボックス・ＣＡＴＶ

　　　　　 浴室乾燥機・光ファイバー・クローゼット

備　　考：駐輪場・日当たり良好・閑静な住宅街

           

マンション 65,000 円（管理費 4,000 円）

駅　　名：大森町駅　徒歩 8分／平和島駅　徒歩 10分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2004 年 3月

構　　造：ＡＬＣ造 2階建　2階部分

専有面積： 21.27 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・独立洗面台・ガスコンロ

　　　　　 光ファイバー・ＢＳ・室内干し・クローゼット

備　　考：駐輪場 （無料）・日当たり良好・閑静な住宅街

           

マンション 67,000 円（管理費 3,000 円）

室内洗濯
機置場

2 階以上 オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

オート
ロック

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上
オート
ロック

バス
トイレ別

オート
ロック

バス
トイレ別



ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

大森町

　家賃　7.1 万円　～　8.0 万円　以内

梅屋敷 京急蒲田 雑色 六郷土手 京急川崎

駅　　名：京急蒲田駅　徒歩 3分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2012 年 9月

構　　造：鉄筋コンクリート造 8階建　2階部分

専有面積： 20.30 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・ＣＳ・ＢＳ・浴室乾燥機

　　　　　 宅配ボックス・ウォシュレット・システムキッチン

　　　　 　防犯カメラ・光ファイバー・クローゼット

備　　考：駐輪場 （無料）・デザイナーズ・分譲タイプ

           

　　　　　

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上

ＪＲ京急本線

マンション 71,000 円（管理費 8,000 円）

駅　　名：大森町駅　徒歩 15分／梅屋敷駅　徒歩 16分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2013 年 12月

構　　造：木造 3階建　2階部分

専有面積： 36.49 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・独立洗面台・ＢＳ・ＣＳ

　　　　　 浴室乾燥機・光ファイバー・ガスコンロ可・収納

備　　考：駐輪場・二面採光・角部屋・二面採光

　　　　　 

アパート 72,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：京急蒲田駅　徒歩 4分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2006 年 8月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 7階建　3階部分

専有面積： 22.27 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・独立洗面台・ＢＳ・ＣＳ

　　　　　 浴室乾燥機・ウォシュレット・宅配ボックス

備　　考：駐輪場・分譲賃貸マンション

          

マンション 72,000 円（管理費 8,000 円）

駅　　名：京急蒲田駅　徒歩 11分／梅屋敷駅　徒歩 11分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2000 年 8月

構　　造：鉄骨造 3階建　1階部分

専有面積： 30.31 ㎡

設　　備：エアコン・独立洗面台・ＣＡＴＶ・ＢＳ・収納

　　　　　 浴室乾燥機・ウォシュレット

備　　考：駐輪場

           

マンション 77,000 円（管理費 3,000 円）

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

オート
ロック

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

雑色

　家賃　～　6.0 万円　以内

六郷土手 京急川崎 八丁畷 鶴見市場 花月園前

駅　　名：雑色駅　徒歩 9分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1989 年 6月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 11.50 ㎡

設　　備：エアコン・ロフト・フローリング・光ファイバー

　　　　　 ガスキッチン・収納

備　　考：駐輪場・角部屋・二面採光

           

　　　　　

ＪＲ京急本線

アパート 49,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：京急川崎駅　徒歩 8分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1993 年 9月

構　　造：鉄筋コンクリート造 11階建　7階部分

専有面積： 16.69 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・光ファイバー・ＢＳ

　　　　　 室内洗濯機置場・電気コンロ・収納

備　　考：駐輪場・分譲賃貸マンション・オール電化

　　　　　 ＪＲ京浜東北駅　川崎駅　徒歩 10分

マンション 54,000円（管理費 5,000 円）

駅　　名：雑色駅　徒歩 5分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1998 年 3月

構　　造：軽量鉄骨造 2階建　1階部分

専有面積： 20.25 ㎡

設　　備：エアコン・クローゼット・フローリング・ＣＡＴＶ

　　　　　 室内洗濯機置場・光ファイバー・収納・電気コンロ

備　　考：駐輪場・日当たり良好・閑静な住宅街

           ＪＲ京浜東北線　蒲田駅　徒歩 17分

マンション 58,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：京急川崎駅　徒歩 7分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1989 年 7月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 24.80 ㎡

設　　備：エアコン・フローリング・モニター付インターホン

　　　　　 クローゼット・室内洗濯機置場・ガスコンロ可

備　　考：駐輪場

           

アパート 59,000円（管理費 1,000 円）

オート
ロック

室内洗濯
機置場

オート
ロック

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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バス
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2 階以上



ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

雑色

　家賃　6.1 万円　～　7.0 万円　以内

六郷土手 京急川崎 八丁畷 鶴見市場 花月園前

駅　　名：雑色駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2009 年 6月

構　　造：木造 2階建　2階部分

専有面積： 17.49 ㎡

設　　備：エアコン・ガスコンロ・フローリング・ロフト

　　　　　 オートロック・モニター付インターホン

           

　　　　　

バス
トイレ別

オート
ロック

2 階以上

ＪＲ京急本線

アパート 59,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：六郷土手駅　徒歩 3分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1993 年 4月

構　　造：鉄筋コンクリート造 6階建　6階部分

専有面積： 19.88 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・ＩＨクッキングヒーター

　　　　　 クローゼット・バルコニー・室内洗濯機置場

備　　考：駐輪場・分譲賃貸マンション

　　　　　 

マンション 60,000円（管理費 4,000 円）

駅　　名：雑色駅　徒歩 7分／六郷土手駅　徒歩 4分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2003 年 10月

構　　造：鉄筋コンクリート造 6階建　3階部分

専有面積： 20.16 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・独立洗面台・ＣＡＴＶ

　　　　　 ＢＳ・宅配ボックス・光ファイバー・フローリング

備　　考：駐輪場・常時ゴミ出し可能

           

マンション 62,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：雑色駅　徒歩 10分

敷　　金： 0.5 ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2008 年 6月

構　　造：軽量鉄骨造 2階建　2階部分

専有面積： 21.39 ㎡

設　　備：エアコン・モニター付インターホン・フローリング

　　　　　 浴室乾燥機・床下収納・複層ガラス・

　　　　　 ウォシュレット・システムキッチン

備　　考：駐輪場・女性限定・日当たり良好

           

アパート 70,000円（管理費 なし）

室内洗濯
機置場

2 階以上バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上オート
ロック

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

室内洗濯
機置場

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック



ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

雑色

　家賃　7.1 万円　～　8.0 万円　以内

六郷土手 京急川崎 八丁畷 鶴見市場 花月園前

駅　　名：京急川崎駅　徒歩 4分

敷　　金： 2ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1999 年 7月

構　　造：鉄筋コンクリート造 6階建　2階部分

専有面積： 20.47 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・光ファイバー・収納

　　　　　 ガスコンロ・室内洗濯機置場・フローリング

備　　考：駐輪場・角部屋・二面採光

           

　　　　　

ＪＲ京急本線

マンション 71,000 円（管理費 なし）

駅　　名：雑色駅　徒歩 6分／六郷土手駅　徒歩 13分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2010 年 1月

構　　造：鉄骨造 3階建　1階部分

専有面積： 25.72 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・独立洗面台・ＣＡＴＶ

　　　　　 浴室乾燥機・ウォシュレット・システムキッチン

　　　　　 ウォークインクローゼット ・グリル・光ファイバー

備　　考：駐輪場

　　　　　 

マンション 72,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：京急川崎駅　徒歩 8分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 2006 年 2月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　5階部分

専有面積： 23.04 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・独立洗面台・ＣＡＴＶ

　　　　　 フローリング・クローゼット・室内洗濯機置場

　　　　　 ガスコンロ２口・エレベーター

備　　考：駐輪場・日当たり良好・最上階・角部屋

           

マンション 73,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：六郷土手駅　徒歩 5分／六郷土手駅　徒歩 18分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2004 年 3月

構　　造：鉄筋コンクリート造 5階建　2階部分

専有面積： 25.92 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・独立洗面台・ＣＡＴＶ

　　　　　 浴室乾燥機・ウォシュレット・システムキッチン

　　　　　 宅配ボックス・光ファイバー・フローリング

備　　考：駐輪場 (無料）・日当り良好・防犯カメラ

           

マンション 73,000 円（管理費 5,000 円）

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

八丁畷

　家賃　～　5.0 万円　以内

鶴見市場 京急鶴見 花月園前 生麦 京急新子安

駅　　名：京急鶴見駅　徒歩 15分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1991 年 5月

構　　造：鉄筋コンクリート造 4階建　2階部分

専有面積： 16.24 ㎡

設　　備：エアコン・ＩＨクッキングヒーター

　　　　　 ＣＡＴＶ・ＢＳ・光ファイバー・バルコニー

備　　考：駐輪場・分譲賃貸マンション

           ＪＲ京浜東北線　鶴見駅　徒歩 15分

　　　　　

ＪＲ京急本線

マンション 37,500円（管理費 6,000 円）

駅　　名：鶴見市場駅　徒歩 8分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1990 年 10月

構　　造：鉄筋コンクリート造 2階建　2階部分

専有面積： 15.00 ㎡

設　　備：エアコン・冷蔵庫・室内洗濯機置場・ロフト

　　　　　 ＣＡＴＶ・出窓

備　　考：駐輪場・バイク置場

　　　　　 

アパート 44,000円（管理費 なし）

駅　　名：鶴見市場駅　徒歩 2分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1991 年 2月

構　　造：鉄筋コンクリート造 7階建　5階部分

専有面積： 16.77 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・ＩＨクッキングヒーター

　　　　　 ＢＳ・光ファイバー・バルコニー

備　　考：駐輪場・分譲賃貸マンション

           

マンション 46,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：鶴見市場駅　徒歩 5分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1987 年 2月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 19.83 ㎡

設　　備：エアコン・追焚機能・ガスコンロ・ＣＡＴＶ

　　　　　 収納・室内洗濯機置場

アパート 49,000円（管理費 なし）

2 階以上
オート
ロック

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上 バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上



ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

八丁畷

　家賃　5.1 万円　～　6.0 万円　以内

鶴見市場 京急鶴見 花月園前 生麦 京急新子安

駅　　名：京急鶴見駅　徒歩 7分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1991 年 9月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建　5階部分

専有面積： 17.46 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・ＩＨクッキングヒーター

　　　　　 冷蔵庫・エレベーター２基・バルコニー

備　　考：駐輪場・コインランドリー・フィットネス施設

　　　　　 分譲賃貸マンション

           

　　　　　

ＪＲ京急本線

マンション 49,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：鶴見市場駅　徒歩 13分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1989 年 9月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 19.87 ㎡

設　　備：エアコン・フローリング・ 2口コンロ・収納

　　　　　 室内洗濯機置場・フラワーボックス

アパート 51,000円（管理費 2,000 円）

駅　　名：京急鶴見駅　徒歩 9分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1988 年 4月

構　　造：鉄筋コンクリート造 4階建　3階部分

専有面積： 21.60 ㎡

設　　備：エアコン・ＣＡＴＶ・光ファイバー・フローリング

　　　　　 ガスコンロ・室内洗濯機置場・バルコニー

備　　考：駐輪場・バイク置場

           

マンション 55,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：八丁畷駅　徒歩 10分／京急川崎駅　徒歩 15分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 1990 年 7月

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建　3階部分

専有面積： 18.22 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・室内洗濯機置場

　　　　　 電気コンロ・バルコニー・クローゼット

備　　考：駐輪場

           

マンション 60,000 円（管理費 なし）

オート
ロック

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上 バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

オート
ロック

2 階以上
バス
トイレ別

室内洗濯
機置場



ヘヤギメ！学生サポート　©S-FIT CO.,LTD.

八丁畷

　家賃　6.1 万円　～　7.0 万円　以内

鶴見市場 京急鶴見 花月園前 生麦 京急新子安

駅　　名：鶴見市場駅　徒歩 6分

敷　　金： 0ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2015 年 4月

構　　造：木造 2階建　1階部分

専有面積： 16.14 ㎡

設　　備：エアコン・追焚機能・ＩＨクッキングヒーター

　　　　　 浴室乾燥機・オートバス・ロフト・室内物干し

　　　　　 ウォシュレット・シャッター雨戸・複層ガラス

備　　考：インターネット無料・角部屋・二面採光

           

　　　　　

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

ＪＲ京急本線

アパート 59,000円（管理費 3,000 円）

駅　　名：鶴見市場駅　徒歩 5分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 0ヶ月

築 年 月： 1998 年 12月

構　　造：鉄筋コンクリート造 4階建　1階部分

専有面積： 23.83 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・光ファイバー

　　　　　 ＩＨクッキングヒーター ・ＣＡＴＶ・フローリング

備　　考：駐輪場

　　　　　 

マンション 64,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：八丁畷駅　徒歩 6分

敷　　金： 0.5 ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2004 年 6月

構　　造：軽量鉄骨造 2階建　2階部分

専有面積： 21.74 ㎡

設　　備：エアコン・モニター付インターホン・フローリング

　　　　　 独立洗面台・ガスコンロ・フローリング

　　　　　 ウォークインクローゼット ・シャッター雨戸

備　　考：駐輪場

           

アパート 65,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：八丁畷駅　徒歩 8分

敷　　金： 1ヶ月　／　礼　　金： 1ヶ月

築 年 月： 2011 年 3月

構　　造：鉄骨造 3階建　3階部分

専有面積： 21.91 ㎡

設　　備：エアコン・オートロック・独立洗面台・ＢＳ

　　　　　 モニター付インターホン ・ＩＨクッキングヒーター

備　　考：最上階・角部屋・二面採光

           ＪＲ南武線　川崎新町駅　徒歩 4分

マンション 67,000 円（管理費 3,000 円）

2 階以上

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上 オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

オート
ロック

室内洗濯
機置場

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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