
住みかえ通信
トランスハウジング 

早いもので、今年もあとわずかとなりました。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.119<2016.12.14>
───────────────────────────────────
◆◇　1．JTIニュース
───────────────────────────────────
◆◇◆　かせるストック（定額型）とは　◆◇◆

2016年4月より本格的にスタートした「かせるストック（定額型）」。
新築の建物の場合お引渡から50年間、「マイホーム借上げ制度」ご利用時のお家賃が
定額で保証される制度です。

これから新築をお考えの方は、制度の詳細等こちらからご覧ください。↓

https://www.jt-i.jp/stock/index.html
【上記ページ内左側のバナー「かせるストック（定額型）」よりご覧ください】

───────────────────────────────────
◆◇　2．年末年始の営業について 
───────────────────────────────────
年末年始の営業は下記とさせていただきます。

年末の営業日：2016年12月26日まで
年始の営業日：2017年1月6日から

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

https://www.jt-i.jp/stock/index.html


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

物件所在地 賃料 建物 間取り 駐車場 詳細
栃木県　鹿沼市
東町3丁目

７２，０００円 戸建 ５ＬＤＫ １台 詳細

千葉県　八街市
みどり台

６５，０００円 戸建 ５ＬＤＫ ２台 詳細

埼玉県　北葛飾
郡松伏町ゆめ

７２，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

千葉県　市原市
泉台4丁目

７２，０００円 戸建 ５ＬＤＫ １台 詳細

千葉県　君津市
中富

６８，０００円 戸建て ４ＳＬＤＫ ２台 詳細

神奈川県　横須
賀市浜見台1丁

９７，０００円 マンション ３ＬＤＫ 詳細

埼玉県　熊谷市
弥藤吾

５４，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

千葉県　柏市柏 １０６，０００円 戸建 ５ＬＤＫ １台 詳細

東京都　八王子
市川口町

６７，０００円 戸建 ３ＬＤＫ １台 詳細

東京都　中野区
中央4丁目

２４３，０００円 戸建 ３ＬＤＫ １台 詳細

千葉県　我孫子
市柴崎台3丁目

８０，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

埼玉県　さいた
ま市南区文蔵

８８，０００円 戸建 ５ＤＫ＋Ｓ １台 詳細

埼玉県　川口市
元郷1丁目

９４，０００円 マンション ３ＬＤＫ 詳細

群馬県　太田市
成塚町

７３，０００円 戸建 ４ＤＫ ２台 詳細

東京都　八王子
市川町

７９，０００円 戸建 ３ＳＬＤＫ １台 詳細

埼玉県　さいた
ま市見沼区南

１１８，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

神奈川県　藤沢
市城南4丁目

１３９，０００円 マンション ３ＬＤＫ 詳細

千葉県　千葉市
緑区おゆみ野

１００，０００円 戸建
６ＬＤＫ＋
納戸

１台 詳細

埼玉県　北葛飾
郡松伏町ゆめ

８８，０００円
木造ス
レート葺

４ＬＤＫ １台 詳細

埼玉県　川口市
芝1丁目

１３８，０００円 戸建 ４ＬＤＫＳ １台付 詳細

栃木県　宇都宮
市豊郷台2丁目

１１０，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

千葉県　柏市
緑ヶ丘

８５，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

栃木県　宇都宮
市西川田町

６８，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

群馬県　前橋市
日吉町1丁目

６８，０００円 戸建 ３ＬＤＫ １台 詳細

茨城県　水戸市
元吉田町

９９，０００円 戸建 ４ＬＤＫ 有り 詳細

栃木県　宇都宮
市上戸祭町

７９，０００円 戸建 ４ＬＤＫ 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

埼玉県　上尾市
瓦葺

６２，０００円 戸建 ４ＤＫ １台 詳細

山梨県　韮崎市
龍岡町下条南

７２，０００円 戸建 ３ＬＤＫ ３台 詳細

http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/09_00631.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00946.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00744.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00945.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00278.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/14_00944.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00943.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00535.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/13_00126.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/13_00384.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00583.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00149.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00618.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/10_00928.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/13_00927.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00861.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/14_00788.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00579.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00228.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00560.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/09_00908.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/12_00322.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/09_00899.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/10_00483.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/08_00475.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/09_00857.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00849.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/11_00251.html
http://www.jt-i.jp/rent/bukken/detail/19_00534.html


◆◇◆　この他のエリアも物件を紹介しています！　◆◇◆
＊下記のJTI賃貸住宅情報ページをクリックしてご覧ください！

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/index.html
http://www.joqr.co.jp/otona/
mailto:sumikae@jt-i.jp
mailto:sumikae@jt-i.jp

