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だんだん秋らしくなってまいりましたが、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。
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───────────────────────────────────
◆◇　1．JTIニュース
───────────────────────────────────
◆◇◆　別冊宝島に掲載されました　◆◇◆
「50歳からはじめる年金、保険、ローンの教科書」

＊住み替えで負担減
持ち家を売る？貸す？
「住み替え」で老後の負担を軽くする

掲載誌：別冊宝島

◆◇◆　朝日新聞に掲載されました　◆◇◆
＊マイホームの住み替え
手放すのが不安なら
賃貸で、収入を得ることも

新聞名：朝日新聞（9月21日付　朝刊）
テーマ：人生充実Reライフ上手に住み替えたい

◆◇◆　賃貸住宅情報　◆◇◆
所在地 賃料 建物 間取り 駐車場 詳細

兵庫県　神戸市
北区幸陽町

７２，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

大阪府　高槻市
八幡町

１０６，０００円 戸建 ４ＤＫ １台 詳細

滋賀県　大津市
仰木の里

６９，０００円 マンション ３ＬＤＫ １台 詳細

栃木県　宇都宮
市上戸祭町

９４，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

滋賀県　草津市
若草５丁目

６５，０００円 一戸建て ３ＬＤＫ １台 詳細

栃木県　鹿沼市
東町3丁目

７２，０００円 戸建 ５ＬＤＫ １台 詳細

埼玉県　越谷市
大沢4丁目

９９，０００円 マンション ３ＬＤＫ 詳細

岐阜県　多治見
市脇之島町6丁
目

７８，０００円 戸建 ３ＬＤＫ ２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
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埼玉県　草加市
旭町5丁目

１０８，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

神奈川県　綾瀬
市寺尾釜田３丁
目

８３，０００円 一戸建て ５ＤＫ １台 詳細

埼玉県　鶴ヶ島
市藤金

７６，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

東京都　足立区
綾瀬５丁目　グ
リーンパーク第
１０綾瀬

９０，０００円 マンション ３ＤＫ 詳細

愛知県　名古屋
市東区矢田南1

丁目
１２７，０００円 マンション ３ＬＤＫ １台付 詳細

神奈川県　横須
賀市桜が丘1丁
目

１１７，０００円 戸建 ４ＳＬＤＫ １台 詳細

茨城県　牛久市
さくら台3丁目

８４，０００円 戸建 ６ＳＬＤＫ ２台 詳細

岡山県　倉敷市
藤戸町藤戸

８１，０００円 戸建
３ＬＤＫ＋
２Ｓ

２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

三重県　四日市
市桜花台1丁目

８５，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

宮城県　仙台市
青葉区愛子東4

丁目
８１，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

愛知県　津島市
立込町４丁目

６８，０００円 戸建 ６ＤＫ １台 詳細

北海道　札幌市
中央区北４条西
１２丁目

４３，０００円 マンション ２ＤＫ 空無し 詳細

岐阜県　土岐市
泉島田町1丁目

１２０，０００円 戸建
５ＬＤＫ＋

Ｓ
３台 詳細

岡山県　岡山市
中区原尾島

８５，０００円 マンション ３ＬＤＫ １台 詳細

愛知県　小牧市
光ヶ丘４丁目

８３，０００円 戸建 ５ＬＤＫ ２台 詳細

岡山県　岡山市
南区妹尾

８１，０００円 戸建 ４ＳＬＤＫ ２台 詳細
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埼玉県　幸手市
香日向2丁目

７６，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

兵庫県　加古川
市野口町野口

６０，０００円 戸建 ３ＬＤＫ １台 詳細

大阪府　四條畷
市田原台８丁目

８８，０００円 戸建 ５ＬＤＫ 詳細

神奈川県　横須
賀市ハイランド4

丁目
１１４，０００円 戸建 ４ＳＬＤＫ １台 詳細

※掲載物件情報について

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。

※物件の問い合わせについて

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。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
■ 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
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