＜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）

新築住宅 4LDK
No.1255 高崎市江木町
土地： 48.75 坪

高崎市上中居町１６８７−５

営業時間 ☆

中古住宅 3SLDK

2,240 万円

No.1270 高崎市上中居町

建物： 30.8 坪

土地：47 坪

築年：H21.7 頃、第一種住居、道路：北公道

2,080 万円

建物：32.38 坪、リフォーム済美築

第一種住居、道路：北、中居小、大類中校区、

中古住宅 4DK
No.1249 高崎市上中居町
土地： 45.57 坪

新築住宅 4LDK

1,550 万円

建物： 22.04 坪

築年：H5.8 一種住居

道路：北、西

新築、分譲、敷地延長あり

売土地

売土地

売土地

売土地

中古住宅 3LDKW

No.1147

No.1092

高崎市上中居町

高崎市高関町

2,380 万円

2,780 万円

土地： 35.28 坪

土地： 40.58 坪

建物： 33.81 坪

建物： 27.67 坪

築年：H20.12

築年：H18.1

第一種住居

第一種住居

道路：北 4ｍ

道路：西

新築、

空家、城東小校区、

中居小、佐野中校区、

ウォークイン

JR 高崎駅約 1600ｍ

クローゼット有

売土地

売土地

〜ちょっと一息！〜

No.5178 高崎市下佐野町

No.340 高崎市飯塚町

No.5183 高崎市下滝町

No.472 高崎市柴崎町

No.5149 高崎市筑縄町

No.5122 高崎市中居町

850 万円 土地 56.71 坪

923 万円 土地 48.55 坪

1,070 万円 土地 106.73 坪

1,280 万円 土地 93.97 坪

1,288 万円 土地 47.72 坪

1,300 万円 土地 49.96 坪

道路：北 4.5ｍ

道路：北

道路：東

道路：北

道路：西 6ｍ公道

道路：北 5ｍ市道、

既存宅地、団地内、本下水有

生活便利、

滝川小校区、開発申請費用買

矢中小、矢中中校区、

上下水道、プロパン、

間口 12.7ｍ

スーパーバリュー300ｍ

主負担、計 6 区画

県道より直接３台、

矢中小校区、水道 公営、

も世間は暗い話が多いですね。しかしなが

建物敷地へは階段利用

下水 本下水

ら、昨年お取引させていただいたお客様と

売土地

売土地

売土地

売土地

売土地

売土地

昨年は大変お世話になりました。こうして
今年第 1 号をお届けすることができて、本
当に幸せです。TV をみても、街を歩いて

お話すると、
「 なかなか荷物がかたずかなく

No.5216 高崎市高関町

No.43 高崎市矢中町

No.489 高崎市下中居町

No.5188 高崎市柴崎町

No.5051 高崎市上中居町

No.358 高崎市下大類町

て（笑）ねえ。
」とか「マンションと違って、

1,390 万円 土地 52.53 坪

1,600 万円 土地 77 坪

1,600 万円 土地 52.56 坪

1,600 万円 土地 75.62 坪

1,728 万円 土地 74 坪

1,780 万円 土地 92.41 坪

戸建はちょっと寒いけど、ご近所の方は皆

道路：北 4.15ｍ

道路：西南 6ｍ

道路：南 6ｍ

道路：東

道路：南

道路：西、北

城東小、佐野中校区、閑静な

上天神児童公園そば

中居小校区

大類小、中校区、

佐野小、中校区

JR 高崎駅約 4.8ｋｍ、

住宅街、整形地

開発許可申請買主負担

大類小、高南中校区

良い方ばかりよ。
」といった、楽しいお話が
お聴きできて、お役にたてたかな？とホッ
とします。

売土地

売土地

売土地

売土地

売土地

売土地

今年はこんな小さな幸せを 1 つ１つ積み上

No.5215 高崎市上中居町

No.5193 高崎市中居町

No.2 高崎市下中居町

No.5121 高崎市上中居町

No.5143 高崎市上中居町

No.499 高崎市上中居町

げる年にしたいと思います。どうぞ、宜し

1,793 万円 土地 66.42 坪

1,880 万円 土地 53.17 坪

1,980 万円 土地 71.08 坪

1,780 万円 土地 50.38 坪

2,200 万円 土地 65.06 坪

2,460 万円 土地 88 坪

くお願いいたします。

道路：北側 4ｍ

道路：東公道

道路：東 9ｍ

道路：西

道路：東 4ｍ

道路：西 4m

佐野小、中校区、北側道路本

公営上下水道、

中居小、佐野中校区、

佐野小、中校区、

佐野中学校約 90ｍ、

佐野中学校南約 100m、

下水管引込予定 6 月.北側道

古家あり取壊し予定

区画整理地内、

ＪＲ高崎駅約 2400ｍ、

スーパー約 260ｍ

更地、

公園まで約 20m

生活便利

路舗装工事予定 7−8 月頃

93.47 坪で 2800 万可

*

（株）イツミ社員一同
群馬県知事（３）第５７６１号

