
住みかえ通信
トランスハウジング

すっかり秋めいてきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
移住・住みかえ支援機構より、今月のメルマガをお届けします。

Vol．106<2015.10.14>
───────────────────────────────────
◆◇　1．JTIニュース
───────────────────────────────────
◆◇◆　移住フェアのお知らせ　◆◇◆
祝・北陸新幹線開業！
長野・新潟・富山・石川　4県合同移住フェア開催

各自治体の担当者が、移住に関するご相談に応じます。
また実際の移住者の体験談を聞くコーナーも。

JTIのブースも設置される予定ですので、皆様ふるってご参加ください。

日時：平成27年10月25日（日）11：00～16：00（受付10：30～）
会場：東京交通会館12階カトレアＡ
住所：東京都千代田区有楽町2-10-1（有楽町駅　徒歩1分）
参加費：無料

参加ご希望の方は、下記からお申し込みください。

http://www.furusatokaiki.net/event/42652/

◆◇◆　雑誌「おとなスタイル」に掲載されました　◆◇◆
損をしないためのお金術
～どうする？親の家とお金の守り方～

読者アンケートによると、老後の資金について親と話し合っている人は
かなり少ないとの結果が。
親子ともに有益で安心な方法を紹介している記事の中で、
おすすめの制度として「マイホーム借上げ制度」が紹介されました。

掲載誌：おとなスタイル（2015年秋号）
発売日：2015年8月25日

2015年　秋号

◆◇◆　賃貸住宅情報　◆◇◆
所在地 賃料 建物 間取り 駐車場 詳細

千葉県　松戸市
稔台３丁目

１１５，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

大阪府　交野市
幾野1丁目

６４，０００円 マンション ３ＬＤＫ+Ｆ 無し 詳細

兵庫県　三田市
志手原

７０，０００円 戸建 ５ＤＫ ２台 詳細

千葉県　白井市
木

８３，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

東京都　八王子
市城山手

８５，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

岡山県　赤磐市
奥吉原

５４，０００円 戸建 ６ＬＤＫ ３台 詳細

http://www.furusatokaiki.net/event/42652/
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00346.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/27_00803.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/28_00802.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00248.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/13_00208.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/33_00801.html


神奈川県　横浜
市西区境之谷　2
Ｆ

１０５，０００円 戸建（2F） ４ＬＤＫ
１台（軽・
小型車限
定）

詳細

愛知県　名古屋
市中村区岩塚町

１２７，０００円 戸建 ４ＳＬＤＫ ２台 詳細

愛知県　名古屋
市東区矢田4丁
目

９０，０００円 マンション ３ＬＤＫ １台 詳細

神奈川県　川崎
市麻生区百合丘
2丁目

２０５，０００円 戸建 ４ＳＬＤＫ ２台 詳細

千葉県　流山市
平和台2丁目

８８，０００円 戸建 ４ＳＤＫ １台 詳細

岡山県　岡山市
東区城東台西３
丁目

７６，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

栃木県　宇都宮
市宝木町1丁目

９０，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

兵庫県　西宮市
大谷町

１５５，０００円 戸建 ３ＳＬＤＫ １台 詳細

神奈川県　川崎
市川崎区小田1
丁目

１３９，０００円 戸建 ３ＬＤＫ １台付 詳細

東京都　品川区
八潮5丁目

１３８，０００円 マンション ３ＬＤＫ 無し 詳細

東京都　練馬区
上石神井南町

１４８，０００円 戸建 ３ＬＤＫ １台 詳細

埼玉県　北葛飾
郡松伏町ゆめみ
野5丁目

７２，０００円 戸建 ４ＬＤＫ 詳細

茨城県　取手市
井野台４丁目

７８，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

千葉県　四街道
市千代田１丁目

６６，６００円 戸建 ３ＬＤＫ １台 詳細

滋賀県　大津市
雄琴6丁目

７６，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

千葉県　千葉市
緑区土気町

７１，０００円 マンション ３ＬＤＫ １台 詳細

千葉県　茂原市
緑ヶ丘1丁目

６５，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

埼玉県　上尾市
瓦葺

６７，０００円 戸建 ４ＤＫ １台 詳細

埼玉県　白岡市
白岡

７６，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

茨城県　神栖市
知手中央8丁目

７２，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

福井県　福井市
寺前町1丁目

７０，０００円 戸建 ４ＬＤＫ
２台（縦
列）

詳細

http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/14_00101.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/23_00800.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/23_00799.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/14_00798.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00797.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/33_00308.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/09_00627.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/28_00796.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/14_00795.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/13_00451.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/13_00794.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00744.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/08_00191.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00257.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/25_00793.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00791.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00790.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00251.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00789.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/08_00786.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/18_00782.html


京都府　京都市
南区吉祥院蒔絵
町

７２，０００円 マンション ３ＬＤＫ なし 詳細

大阪府　四條畷
市田原台８丁目

８６，０００円 戸建 ５ＬＤＫ 詳細

千葉県　千葉市
緑区おゆみ野中
央8丁目

１０２，０００円 戸建 ４ＳＬＤＫ
１台５，００

０円
詳細

※この他にも物件をご紹介しております！！
詳しくはJTIホームページをご覧ください→http://www.jt-i.jp/rent/bukken/index.html

※掲載物件情報について

※物件の問い合わせについて

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
■ ラジオ番組のご案内
　￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　代表理事・大垣とクラブ・ウィルビー代表の残間里江子さんによる
ラジオ番組、毎週放送中！

文化放送【AM1134】「大垣尚司・残間里江子の大人ファンクラブ」
（放送日）：毎週日曜日　　（時間）：午前9時30分～9時55分
　http://www.joqr.co.jp/otona/

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
■       一般社団法人　移住・住みかえ支援機構(JTI)
■■     〒102-0093　東京都千代田区平河町1-7-20　平河町辻田ビル6F
■■◆   TEL: 03-5211-0757 FAX: 03-5211-3207
■■■■メール：sumikae@jt-i.jp
■■■■ホームページ：http://www.jt-i.jp <http://www.jt-i.jp/>
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
このメールは移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）に会員登録された方と、
ハウジングライフ（住生活）プランナーにお送りしています。

メールアドレス変更・お問い合わせ・このメールの配信停止をご希望される方は、
お手数ですが下記のメールアドレスに「お名前」と「内容」をご入力の上
ご返信ください。
メール：　sumikae@jt-i.jp

これらの物件は、情報を発信する時点では申込みは入っておりませんが、お問い合わせの時点で成約している可能性もあります。
その際はご容赦ください。

物件情報に「問い合わせ先」として掲載されている不動産業者へお問い合わせくださいますようお願いします。JTIは宅地建物取引
業者ではないため、お客様を直接、物件へご案内することはできません。ご了承ください。

http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/26_00779.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/27_00379.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00777.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/index.html
http://www.joqr.co.jp/otona/
mailto:sumikae@jt-i.jp
mailto:sumikael@jt-i.jp

