
店 賃貸物件詳細情報
※この物件は、物件情報を掲載している不動産会社以外でも仲介できます。

物件名称：ジォリメゾンＥ棟 （所沢市小手指町２丁目の賃貸住宅／2DK）

２０１０年５月外装リフォーム済！

物件写真 /  外観写真 [ 3枚 ]  ・  内観写真 [ 0枚 ] 

賃貸-TOP 埼玉県 所沢市 物件詳細（No.A0-3606-101）

当店の賃貸ブログ 当店の現場監督ブログ 仲介店のご紹介 ホームメイトイメージソング

角部屋 礼金無し 連帯保証人不要

ジォリメゾンＥ棟 

外観写真

外観写真
 

 

〒359-1141 所沢市小手指町２丁目
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建築構造 木造 取引態様 仲介（専任）
総戸数 ２階建 12戸 情報掲載日 2015年07月09日

入居可能日 2015年07月下旬次回更新予定2015年07月24日
契約形態 一般賃貸借/2ヵ年
周辺の 

保育園・幼稚園
小手指幼稚園（0.4km）・わかば保育園（0.5km） 

学校（学区） 所沢市立北中小学校・所沢市立北野中学校 

外観ビデオ

内観ビデオ

 

前回検索した条件

検索履歴はありません。

カップルにおすすめです♪

賃料 5.8万円 共益費 2,000円 駐車場 7,560円
間取り 2DK（和6、洋6、DK7） 専有面積 40m²  

（12.1坪）
礼金 0円 敷金 (保証金) 58,000円 敷引 (償却) 無し

連帯保証人 不要物件 方位 東
居室階数 1階／2階建完成年月1991年05月

その他費用 損害保険料 15,000円/2ヵ年、駐車場契約は任意となります。
その他サービス 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント  

環境・設
備 

一覧

 

キッチン

ガスコンロ 
設置可

給 湯

セキュリティ

24時間 
緊急対応

建物設備・環境

角部屋 駐車場 ベランダ

バス・トイレ

バス・ 
トイレ別

浴室シャワー

室内設備

下足箱
室 内 

洗濯機置場
洗面化粧台

おすすめ物件

4.9万円 
アパート 
2DK／37.26m² 
西武池袋線 
小手指駅 周辺 

5.7万円 
マンション 
2DK／38.53m² 
JR武蔵野線 
東所沢駅 徒歩30分 

5.6万円 
マンション 
2DK／38m² 
JR武蔵野線 
東所沢駅 徒歩7分 

8.4万円 
アパート 
2LDK／56.76m² 
西武新宿線 
航空公園駅 徒歩9分 

最近閲覧した物件

5.8万円 
アパート 
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ホームメイト店 宅地建物取引業／国土交通大臣免許（9）3058号

下記の手段により､当物件にアクセスできます。 

※道路距離（経路に則した実際の距離）を表示しております。

 

 

 

 

ホームメイト物件No.A0-3606-101

東建コーポレーション所沢支店

最近の2件

所沢市の賃貸物件一覧
へ

周辺の市区町村から探す

入間市

川越市

狭山市

新座市

入間郡三芳町

清瀬市

東村山市

東大和市

武蔵村山市

西多摩郡瑞穂町

電車・鉄道でお越しの方

西武池袋線 「小手指駅」 徒歩9分

西武新宿線 「新所沢駅」 徒歩27分

当物件から全国への交通アクセスへ

2DK／40m² 
西武池袋線 
小手指駅 徒歩9
分 
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04-2994-7068
AM10:00～PM6:30

水曜日（祝祭日は営業）

〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台3丁目1-2 中村ビル

1Ｆ

吉良  

所沢支店に異動してまいりました。

よろしくお願い致します。

  

[ 5枚 ]

 

[ 20／260枚 ]
 

FAX

営業時間

定休日

住所
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登録する 

[ 3／44点 ]
 

閲覧する 

├ 全国の上場企業 ├ 全国の小売業／上場企業

├所沢市のショッピング施設 ├ 埼玉県の生活施設検索

├ 全国の電車・鉄道駅 ├ 全国の高速道路（インターチェンジ）

├ 全国のレンタカー会社 └ 全国の空港・飛行場

└ 全国の旅行会社

「メディカルホームくらら八事」周辺エリアの観光情報をご紹介します。

埼玉県観光連盟 所沢市観光協会

近隣の観光施設（旅行）

物件近隣の観光施設検索 

「半径3km」

近隣のホテル･旅館

物件近隣のホテル・旅館検索 

「半径3km」

├ 所沢市の観光施設（旅行） ├ 所沢市のホテル・旅館（宿泊施設）

├ 所沢市のテーマパーク ├ 埼玉県の温泉

├ 所沢市のスパ施設 └ 所沢市の旅行会社

└ 名古屋市の引越し会社 └ 名古屋市千種区の引越し会社

 

全国のご当地あれこれ
全国の市場調査データ
こだわり賃貸物件検索

全国相場家賃検索
全国の地域・沿線・駅別 人気ランキング

全国こだわり設備 人気ランキング
マーケティングリサーチとは

小手指駅 ローソン所沢北中2丁目店 三井住友銀行小手指支店
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地域情報

埼玉県の人口： 7,194,556 人 所沢市の人口： 341,924 人

周辺の生活情報（タウン情報）
物件周辺の情報収集や、引越し・出張・旅行をされる場合の 

参考資料にご利用下さい。
所沢市の「こだわり賃貸物件」を見る 所沢市の「相場家賃」を見る

この地域の「人気設備」を見る

 

 
所沢市の 

ご当地あれこれ

 
所沢市の 

市場調査データ
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所沢市の 

生活施設検索
「ジォリメゾンＥ棟」の周辺施設情報（半径1km以内）

所沢市の「ジォリメゾンＥ棟」周辺（半径1km以内）の施設情報です。 
ご入居をお考えの方は参考情報としてご利用下さい。

賃貸物件
不動産会社

高齢者
アクセス

学校
専門学校

病院
接骨院
ペット

観光施設
ホテル

スポーツ
ショッピング

飲食店
銀行

その他
一覧で見る

この地域の主な施設

 
所沢市の上場企業
所沢市の市役所
所沢市の警察署
所沢市の消防署

所沢市のハローワーク
所沢市の公園

 

ホームメイト店

東建コーポレーション所沢支店

  

当店の賃貸ブログ 当店の現場監督ブログ

SNS公式アカウント
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右のQRコードを読み取ることで、 

ケータイ・スマートフォンからも 

物件情報をご覧頂けます。

   

このページを友達に教える 

ご投稿頂いた内容は、弊社のSNS公式アカウントに掲載することができます。

 

 

施設からお部屋を探す／お部屋から施設を探す 

 施設への
口コミや写真・動画の投稿で商品ポイントがゲットでき、貯めた商品ポイントは、 

ハートマークショップでのお買物に使えます！ 

 

 施設写真／動画をエ
ントリーして商品ポイントをゲットしよう！ 

 皆様からのエントリー
作品がご覧頂けます。 

また「いいねする」ボタンをクリックして「人気投票」することができます。 

 自慢のペットの写真
を募集する「ペット写真コンテスト」を実施中！ 

ホームメイト・リサーチ 

SNS公式アカウントのご紹介

いいね！
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 インテリア商
品から家具・家電・雑貨まで、より良い品をお届けする 

家具・家電・生活雑貨の通販サイト 

トトちゃんのお部屋を借りよう

お部屋を借りるときに必要な情報をトトちゃん

がナビゲート！

安心契約とらくらく引越し

お部屋の賃貸契約や引越しに必要な物、手

続きをまとめました。

24時間賃貸ハウスケア

住まいの修理やお手入れ方法などの情報が

満載です。

住まいの用語辞典

住まいに関する用語、ことわざを調べるため

の便利ツールです。

  

 ガーデニングに関する情報が満載！ 

 ペットの飼い方などをご紹介！ 

 

賃貸 不動産 一人暮らし マンション 部屋探し アパート 賃貸情報 アパート探し 賃貸マンション 物件探し 住宅情報 賃貸住宅

賃貸物件 ペット可 賃貸 マンション 賃貸 賃貸アパート 不動産 賃貸 アパート 賃貸 高級賃貸 不動産情報 賃貸住宅情報

一戸建て 賃貸

情報の誤りを連絡する
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、 

不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。

   

所沢市でお部屋を探すなら、

賃貸・不動産のホームメイト

で検索！ホームメイトでは、

所沢市の賃貸アパートや賃

貸マンション、賃貸一戸建

て、賃貸事業用物件など、

様々なタイプの賃貸物件情

報をたくさん掲載しておりま

す。所沢市で２ＤＫの賃貸物

件をお探しなら、ジォリメゾン

Ｅ棟がオススメ！２０１０年５

月外装リフォーム済！

注目ワード

賃貸のホームメイトTOP 賃貸サイトマップ 当サイトへのリンクについて 会社概要 お問合せ 支店情報 個人情報保護に関する基本方針 ソーシャルメディアポリシー

[制作･運営]東建コーポレーション株式会社/社長室企画部・Web制作部  株式会社東通エィジェンシー

Copyright ⓒ 土地活用の東建コーポレーション All rights reserved.

 
「投稿ユーザー」様の投稿方法と、商品ポイントの 

獲得・利用方法についてご紹介します。 

口コミ／写真／動画／ 投稿対象施設一覧

 豪
華プレゼント賞品や、商品ポイントがもらえるキャンペーンを随時実施中！ 

Page 9 of 10ホームメイト｜ジォリメゾンＥ棟｜所沢市小手指町２丁目（No.101）

2015/07/15http://www.homemate.co.jp/rent/dtl/128602641101/
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