
住みかえ通信
トランスハウジング

寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
まだ雪の日もありそうですね。

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．110<2016.2.8>
───────────────────────────────────
◆◇　1．JTIニュース
───────────────────────────────────
◆◇◆　フェアのご案内　◆◇◆
12県が合同で移住フェアを開催し、地方での暮らしの魅力を紹介します。
「マイホーム借上げ制度」ご相談ブースも設置されます。

【いいね！地方の暮らしフェア】
日時：2016年2月14日（日）午前10時00分～午後5時00分
場所：池袋サンシャインシティ文化会館（4階、5階）
参加費：無料
いいね！地方の暮らしフェア

◆◇◆　セミナーのご案内　◆◇◆
佐久市へ移住をお考えの方向けに、移住相談会が開催されます。
「マイホーム借上げ制度」相談ブースも設置されます。

【佐久ライフセミナー＆移住定住相談会】
日時：2016年2月19日（金）午後6時30分～8時00分（午後5時30分　受付開始）
場所：東京交通会館5階（ふるさと回帰支援センター内）
参加費：無料（事前申込）
定員：30名様
申込方法：下記よりご確認ください。

お申込みはコチラ↓
佐久ライフセミナー＆移住定住相談会

◆◇◆　セミナーのご案内　◆◇◆
長野県へ移住された方の体験も聞くことのできるセミナーです。
「マイホーム借上げ制度」ご相談ブースも設置されます。

【楽園信州移住セミナー（東京会場）】
日時：2016年2月20日（土）午後5時30分～午後8時30分
場所：東京交通会館6階（ふるさと回帰支援センター内）
参加費：無料（事前申込）
楽園信州移住セミナー　参加申込書

http://www.iine-locallife.com/
http://www.rakuen-shinsyu.jp/sumai/8791
http://www.pref.nagano.lg.jp/shinko/sangyo/iju/seminar/documents/20160220chirashi.pdf


───────────────────────────────────
◆◇　2．JTI賃貸住宅情報
───────────────────────────────────

物件所在地 賃料 建物 間取り 駐車場 詳細

群馬県　前橋市
紅雲町1丁目

１００，０００円 戸建 ３ＤＫ １台 詳細

栃木県　宇都宮
市上戸祭町

８９，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

東京都　練馬区
春日町2丁目

１０８，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

茨城県　守谷市
松ヶ丘２丁目

８０，０００円 戸建 ５ＬＤＫ １台 詳細

神奈川県　横浜
市都筑区東山田
2丁目

１９８，０００円 戸建
４ＬＤＫ＋２

Ｋ
２台 詳細

埼玉県　蓮田市
西新宿5丁目

７６，０００円 戸建 ３ＬＤＫ ２台 詳細

神奈川県　平塚
市平塚3丁目

７６，０００円 戸建 １ＳＬＤＫ １台 詳細

東京都　武蔵村
山市岸1丁目

８３，０００円 戸建 ４ＤＫ １台 詳細

千葉県　白井市
桜台2丁目

８３，０００円 マンション ４ＬＤＫ 詳細

埼玉県　加須市
愛宕2丁目

７２，０００円 戸建 ５ＬＤＫ ２台 詳細

東京都　八王子
市みつい台1丁
目

９５，０００円 戸建 ４ＳＬＤＫ １台 詳細

神奈川県　藤沢
市本町1丁目

１４８，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

埼玉県　蓮田市
大字閏戸

６４，０００円 戸建 ５ＤＫ 詳細

神奈川県　横浜
市磯子区坂下町

１１９，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

神奈川県　平塚
市花水台

９９，０００円 戸建 ３ＳＬＤＫ 有り 詳細

群馬県　伊勢崎
市田部井町2丁
目

４９，０００円 戸建 １ＬＤＫ ２台 詳細

千葉県　松戸市
稔台３丁目

１１５，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

東京都　八王子
市城山手

９０，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

栃木県　宇都宮
市宝木町1丁目

８５，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/10_00858.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/09_00857.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/13_00854.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/08_00320.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/14_00850.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00849.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/14_00844.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/13_00687.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00837.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00834.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/13_00833.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/14_00826.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00823.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/14_00821.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/14_00819.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/10_00811.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00346.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/13_00208.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/09_00627.html


東京都　品川区
八潮5丁目

１３８，０００円 マンション ３ＬＤＫ 無し 詳細

千葉県　千葉市
緑区土気町

６５，０００円 マンション ３ＬＤＫ １台 詳細

千葉県　茂原市
緑ヶ丘1丁目

６２，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

埼玉県　上尾市
瓦葺

６４，０００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

千葉県　千葉市
緑区おゆみ野中
央8丁目

９７，０００円 戸建 ４ＳＬＤＫ
１台５，００
０円

詳細

千葉県　茂原市
粟生野

４５，０００円 戸建 ２ＤＫ ２台 詳細

埼玉県　草加市
清門町

８２，０００円 戸建 ３ＤＫ＋Ｓ １台 詳細

千葉県　千葉市
緑区あすみが丘
9丁目

１１０，０００円 戸建 ５ＳＬＤＫ １台 詳細

山梨県　韮崎市
龍岡町下条南割

７５，０００円 戸建 ３ＬＤＫ ３台 詳細

千葉県　東金市
北之幸谷

５４，０００円 戸建 ３ＬＤＫ １台 詳細

◆◇◆　この他のエリアも物件を紹介しています！　◆◇◆
＊JTI賃貸住宅情報
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/

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/13_00451.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/12_00777.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00762.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00148.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00438.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/19_00534.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00742.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/index.html
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

mailto:sumikae@jt-i.jp
mailto:sumikael@jt-i.jp

