＜アパート・マンション・事務所・店舗・土地・建物売買・仲介管理＞
女性スタッフがていねいに、ご説明させていただきます。
どうぞご安心して、ご来店ください。まずは、お電話、もしくは E-MAIL で。
その他物件も、お問い合わせください。

ごきげんいかがですか？

アパート/マンション等の賃貸情報は、

✉

space@itsumi.info

こちらから ⇒ http://www.itsumi.info

☎ ０２７−３２２−７０７７ （代）

中古マンション 3LDK

高崎市上中居町１６８７−５

営業時間 ☆ 11/8（土）10：00〜18：00 11/9 日）10：00〜15：30

中古住宅 3LDK

中古住宅 4SLDK

中古住宅 6LDK

新築住宅 4LDK

No.1167

No.1140

No.1154

No.700

No.1147 高崎市上中居町 2,380 万円道路：北 4ｍ

高崎市双葉町

高崎市寺尾町

高崎市井野町

高崎市根小屋町

土地： 35.28 坪 建物： 33.81 坪 築年：H20.12

1,580 万円

1,300 万円

2,800 万円

2,230 万円

新築中、中居小、佐野中校区、JR 高崎駅約 1600

建物：24.32 坪、

土地：74.46 坪

土地：53.2 坪

土地：245.47 坪

築年：Ｈ10.11、

建物：22.79 坪

建物：39.2 坪

建物：64.38 坪

商業地域

築年：Ｈ12.1

築年：H14.5

築年：S50 築

三方バルコニー、

第一種中高層

調整地域

高崎駅南方 650ｍ

道路：東 12.8ｍ

道路：北 4ｍ公道

第一種低層住居専用

居住中、築浅、

広々高級住宅、

14 階建て 3Ｆ部分

道路：東 3.5ｍ、北 4ｍ

駐車場 3 台、

根小屋駅徒歩 1 分、

道路：西幅員約 21.7ｍ、県道に接面

空家、寺尾中校区、駐車場 3 台可

JR 井野駅約 960ｍ

詳細応談

ｍ

売土地
No.5114 高崎市綿貫町

売土地
No.5129 高崎市栗崎町

売土地
No.454 高崎市井野町

売土地
No.372 高崎市上佐野町

No.498 高崎市下佐野町
1,070 万円 土地 86.14 坪

売土地
No.456 高崎市飯塚町

907 万円 土地 75.62 坪

1,000 万円 土地 140.49 坪

1,035 万円 土地 34.51 坪

道路：北東

道路：北

道路：南 4.2m・東 6m（公） 道路：北 2ｍ道路（二項道路） 道路：東 4.65ｍ

道路：北 8m（公）

岩鼻小、高南中校区、

一
押
し
建ぺい率 70％、 一
一押
押し
し

1,035.3 万円、

セットバック有、佐野小、佐

佐野小.倉賀野中校区..

塚沢小.塚沢中校区

西側 89.76 坪有り、

容積率 200％

中川小.中尾中校区

野中校区、

上水道.下水の取出し要、

敷地内古家有り、更地渡し

上下水道敷地内取込済、

アピタまで 600ｍ

上水道引込売主負担

他 1 区画有

開発許可、農転申請要

日当たり良好

下水道引込予定

売土地

1,060 万円 土地 56.54 坪

売土地

1,139 万円 土地 75.91 坪

〜ちょっと一息！〜
秋の深まりを感じるこの季節、ホッと一
息つく時に熱いお茶が欲しくなりますね。
緑茶の旨味成分テアニンは、リラックス効
果もあります。
お茶請けに黒糖はいかがでしょう。スポ
ーツの秋、芸術、読書の秋、疲労回復に役
立つ黒糖は、カリウム、カルシウム、鉄分
が含まれ、抗酸化作用のあるポリフェノー
ルや美白効果が期待できるアルブチンなど

売土地

売土地

売土地

売土地

売土地

No.5122 高崎市中居町

No.5120 高崎市上大類町

No.5116 高崎市上中居町

No.489 高崎市下中居町

No.5016 高崎市飯玉町

No.5009 高崎市江木町

1,299 万円 土地 49.96 坪

1,300 万円 土地 50.28 坪

1,490 万円 土地 55.2 坪

1,600 万円 土地 52.56 坪

1,683 万円 土地 70.15 坪

1,950 万円 土地 54 坪

道路：北 5ｍ市道、間口

道路：南 6ｍ

道路：北

道路：南 6ｍ

道路：東 4ｍ

道路：北

思いを馳せてみては？

も含まれています。原料であるサトウキビ
を精製しない為、これらの成分がそのまま
残ります。
一息つきながら、南国のサトウキビ畑に

<m(̲̲)m>

12.7m

日当り良好、上水前面道路有、 ＪＲ高崎駅約１４００ｍ、

中居小校区

塚沢小、中校区、

城東小、塚沢中校区、

*************************************

水道 公営、下水 本下水

下水引込要する

残り 1 区画のみ

上下水道敷地内引込済

公園約 130ｍ

買いたい！売りたい！

他２区画有

というお客様、是非ご連絡ください。

矢中小校区 アピタ 850ｍ

売土地

売土地

売土地

売土地

売土地

売土地

*************************************
オーナー様におかれましては、貸したい、

No.5049 高崎市貝沢町

No.5121 高崎市上中居町

No.499 高崎市上中居町

No.5128 高崎市東貝沢町

No.5126 高崎市元島名町

No.5117 高崎市高関町

売りたい、ご相談をお待ちしております。

1,980 万円 土地 60.37 坪

1,640 万円 土地 41.04 坪

2,460 万円 土地 88 坪

4,540 万円 土地 227.2 坪

5,000 万円 土地 480.77

5,196 万円 土地 182.32

貸駐車場、貸事務所、貸店舗をお探しの方

道路：南 5ｍ、西 20ｍ

道路：西

道路：西 4m

道路：西公道 13ｍに面す、

坪

坪

東部環状線沿い、

佐野小、中校区、

佐野中学校南約 100m、

東公道 4ｍに面す

道路：南側 4ｍ公道

道路：北 16ｍ、東 6ｍ

事務所、店舗向き

ＪＲ高崎駅約 2400ｍ、

更地、93．47 坪で 2800

高崎問屋町駅徒歩 20 分、

公営水道、本下水、プロパン

国道面す、角地、区画整理内

生活便利

万可

電気、上下水道、都市ガス

ガス

も、募集中です。

（株）イツミ社員一同
群馬県知事（３）第５７６１号

