＜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？

2010 年

9 月 3 日号

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）

高崎市上中居町１６８７−５

定休日 ☆ 毎週水曜日

中古マンション 3LDK

中古住宅 3LDK

未入居住宅 4ＬDK

未入居住宅 3ＬDK

新築住宅 4ＬDK

No.1421 高崎市末広町

No.545

No.1147 高崎市上中居町

No.1399

No.1296

650 万円

2,000 万円

2,180 万円

高崎市下之城町

高崎市倉賀野町

建物：21.56 坪

土地：57 坪、建物：27 坪

土地：35.28 坪、

2,250 万円

2,480 万円

築年：H3.

築年：H17.

建物：33.81 坪

土地： 42.35 坪

土地：51.71 坪,

商業地域、道路：南

第一種中高層

築年：H20.12

建物： 30.8 坪

建物：35.81 坪

北小、第一中校区、

道路：北、東、二方道路

第一種住居、道路：北 4ｍ

築年：H21.7

フラット 35S 対応、

東南向き、管理人常駐、

全室洋間、

中居小、佐野中校区、

道路：北 4.15ｍ

管理費 14300 円、

全室漆喰壁

JR 高崎駅約 1600ｍ

佐野小、中校区、

車 3 台 OK！

環状線、17 号にも近い

修繕積立金 1430 円、

高崎市倉賀野町

木の温もりを
感じられるお家！

駐車場近隣確保

リフォーム済
売土地

売土地

売土地

オール電化
全室ペアガラス
ベタ基礎
南道路

LDK・和室は漆喰壁
日当り良好！

売土地

売土地

売土地

〜車椅子対応リフォーム！〜

No.330 高崎市下佐野町

No.5448 前橋市力丸町

No.5438 高崎市台新田町

No.5333 高崎市綿貫町

No.5385 高崎市芝塚町

No.5371 高崎市貝沢町

700 万円 土地 54.75 坪

Ａ：1030 万円 約 103 坪

1,050 万円 土地 65.03 坪

1,100 万円 土地 93.17 坪

1,100 万円 土地 44.72 坪

1,340 万円 土地 78.9 坪

道路：北

Ｂ：850 万円

道路：西

道路：敷き延、東道路

道路：北側 1.5ｍ

道路：北 4.2ｍ

ォームをされた方のお仕事をさせていただ

岩鼻小、

岩鼻小、高南中校区、農転要、 上物有（現状渡し）
、

更地、東部小 200ｍ、

きました。日常生活では気が付かない段差

JR 高崎駅より約 2.8km、

約 85 坪

今夏、中古住宅を購入し車椅子対応のリフ

コンビニまで 80m、

要開発許可、

群馬の森近く、

本下水道負担金有り、埋蔵文

塚沢小、中校区、

現状渡し、

や、ドアの間口の広さなど、健康な人には

佐野小、佐野中校区

上水道、浄化槽

面積増減可

化財包蔵地

スーパー約 550ｍ、

敷地内上下水道

当たり前のことが、お年寄りなどにはそう

売土地

売土地

売土地

売土地

売土地

売土地

でなかったりしますので、あらゆる角度か
らの検討が必要です。また、費用を抑える

No.5358 高崎市下中居町

No.5378 高崎市石原町

No.5394 高崎市新保町

No.5193 高崎市中居町

No.5419 高崎市上中居町

No.5277 高崎市矢中町

1,485 万円 土地 53 坪

1,600 万円 土地 321.55 坪

Ａ−1,623 万円

1,700 万円 土地 53.17 坪

1,850 万円 土地 54.45 坪

1,913 万円 土地 76.53 坪

ためにケアマネージャーさんとも良く相談

道路：西 4ｍ公道

道路：南４〜4.5ｍ、北西 3

108 坪

道路：東公道

道路：南

道路：北 5.3、西 6ｍ

し、レンタルで安く済ませることができる

中居小、

〜4.5ｍ

古家有更地渡し可、

中居小約 800ｍ

矢中小約 510ｍ、

場合もありますし、補助金などが出る場合

佐野中校区、

宅地造成規制地区、

都市ガス

佐野中約 600ｍ、

矢中中校区

もあります。住宅のリフォームをお考えで

都市ガス

風致地区

公営上下水道

整形地

本下水、整形地

あれば、車椅子にも対応できるようにでき

Ｂ−1,787 万円
119 坪
東部小、大類中校区、フレッ
セイ 590ｍ、面積・形状応談

売土地

ますので、ぜひご相談下さい。

売土地

No.5359 高崎市下中居町

No.5450 高崎市矢中町

1,996 万円 71.29 坪

売土地 （店舗に最適）

〜売りたい方！〜

No.5444 高崎市倉賀野町

No.5436 高崎市中居町

No.5449 高崎市上中居町

建物・土地を売りたい方、ご連絡下さい。

1： 2,250 万円 100 坪

2,407 万円 土地 120.35 坪

2,980 万円 土地 120.09 坪

6,600 万円 土地 220.22 坪

まずは、無料査定させていただきます。

1,700 万円 74.22 坪

3： 2,025 万円

道路：南、西、東 三方道路

道路：北東約 20ｍ公道に約

道路：東 25.1ｍ、南 4.6ｍ

中居小、

4： 3,465 万円 154 坪

都市ガス

14ｍ接道

城東小、佐野中校区

佐野中校区

矢中小・矢中中校区、

未登記倉庫、事務所有

矢中小約 500ｍ、矢中中校

都市ガス（全面道路）

上下水東側道路に配管有

90 坪

道路：東 6.0ｍ北 5.0ｍ

売土地

区、整形地、更地渡し、

（株）イツミ社員一同
群馬県知事（３）第５７６１号

