
家賃1ヶ月無料！礼金・更新料なし！バストイレ別１Ｋ！高崎駅徒歩18分！

E-mail: sankou-west@san-kou.net

保証会社加入条件あり、駐車場空き確認要、フリーレント1ヶ月

媒介

設備

保証料詳細 契約時保証料：月額家賃等の50％、月額保証料：月額家賃等
の1.5％、更新時保証料：月額家賃等の30％

給湯（ガス）/プロパンガス/ＣＡＴＶ/シャワー/Ｂ・Ｔ別室/バルコニー
/収納スペース/洗濯機置場/トイレ/エアコン/ガスコンロ可/モニタ付イ
ンターホン/温水洗浄便座/フローリング/照明器具/光ファイバー

〒TEL

33,000円 群馬県高崎市上中居町154-8

更新料 0円

火災保険料 20,000円

鉄骨造

1987年03月

構造

完成年月

％客付 100

借主0027-310-1033 手数料の負担割合 ％

物件コード 94_201

株式会社三幸高崎西口店

※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。

FAX賃貸住宅管理業　国土交通大臣（2）第4383号
0 媒介元付

20.00

貸主

管理コード

手数料の配分割合

100

入居可能日

1

2022年10月15日

％

情報公開日

地上  2  階/地下    階    所在階  2  階

㎡

西

即可

％

410001_94_7

家賃1ヶ月無料！礼金・更新料なし！バストイレ別１Ｋ！高崎駅
徒歩18分！

群馬県高崎市あら町2番地2

交通

種別

建
物

開口部向き

アパート

駐車可能台数

370-0831027-310-1031
取引態様

ＪＲ高崎線 高崎駅 徒歩 18分　ＪＲ上越線「高崎問屋
町」駅から車14分（3600ｍ）　所要時間　0分

専有面積

階数

宅地建物取引業　群馬県知事（12）第2367号

更新事務手数料 16,500円（税込）礼金

▼月々費用 ▼新規時費用 ▼更新時費用［予定］

家賃 33,000円 敷金 33,000円

共益費

駐車料 3,000 円 仲介手数料 36,300円(税込)

町内会費 200円 賃貸保証料 要加入火災保険料 20,000円

三幸サポート24 990円(税込) 賃貸保証料 要加入

鍵交換代 16,500円(税込)

ヴィラ上中居201号室

消臭除菌代 11,000円(税込)

K

洋室

3帖

6帖



積水ハウス施工！礼金なし！駐車場１台無料！ウォシュレット付。

E-mail: sankou-west@san-kou.net

保証会社加入条件あり

媒介

設備

保証料詳細 契約時保証料：月額家賃等の50％、月額保証料：月額家賃等
の1.5％、更新時保証料：月額家賃等の30％

室内洗濯機置場/給湯（ガス）/追焚機能/プロパンガス/ＢＳ端子/シャ
ワー/Ｂ・Ｔ別室/バルコニー/収納スペース/トイレ/エアコン/ガスコン
ロ可/モニタ付インターホン/洗面台/温水洗浄便座/シャッター雨戸/洗面
所独立/クローゼット/シューズボックス

〒TEL

47,000円 群馬県高崎市上中居町364-9

更新料 47,000円

火災保険料 20,000円

軽量鉄骨造

2007年01月

構造

完成年月

％客付 100

借主0027-310-1033 手数料の負担割合 ％

物件コード 967_102

株式会社三幸高崎西口店

※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。

FAX賃貸住宅管理業　国土交通大臣（2）第4383号
0 媒介元付

27.27

貸主

管理コード

手数料の配分割合

100

入居可能日

1

2022年10月15日

％

情報公開日

地上  2  階/地下    階    所在階  1  階

㎡

南

即可

％

410001_967_2

積水ハウス施工！礼金なし！駐車場１台無料！ウォシュレット
付。

群馬県高崎市あら町2番地2

交通

種別

建
物

開口部向き

アパート

駐車可能台数

370-0831027-310-1031
取引態様

ＪＲ高崎線 高崎駅 徒歩 22分　ＪＲ高崎線「倉賀野」
駅から車8分（3100ｍ）　所要時間　0分

専有面積

階数

宅地建物取引業　群馬県知事（12）第2367号

3,000円 更新事務手数料 16,500円（税込）礼金

▼月々費用 ▼新規時費用 ▼更新時費用［予定］

家賃 47,000円 敷金 47,000円

共益費

駐車料 込 仲介手数料 51,700円(税込)

三幸サポート24 990円(税込) 賃貸保証料 要加入火災保険料 20,000円

賃貸保証料 要加入

鍵交換代 22,000円(税込)

アビタシオン102号室

消臭除菌代 11,000円(税込)

K

洋室 8.5帖



Ｗｉ－Ｆｉインターネット無料！２Ｆはロフト付き！礼金なし！２階角部屋！！近くにお店があって大変便利。

E-mail: sankou-west@san-kou.net

保証会社加入条件あり、駐車場空き確認要、無料Ｗｉ-Ｆｉをご利用の場
合は別途Ｊ：ＣＯＭとのご契約が必要です。

媒介

設備

保証料詳細 契約時保証料：月額家賃等の50％、月額保証料：月額家賃等
の1.5％、更新時保証料：月額家賃等の30％

室内洗濯機置場/給湯（ガス）/プロパンガス/ロフト/ＣＡＴＶ/シャワー
/Ｂ・Ｔ同室/バルコニー/収納スペース/トイレ/エアコン/ＩＨクッキン
グヒータ/モニタ付インターホン/フローリング/照明器具/コンロ一口/イ
ンターネット無料設備Wi-Fi付(J-COM)

〒TEL

29,000円 群馬県高崎市上中居町738

更新料 29,000円

火災保険料 20,000円

鉄骨造

1990年10月

構造

完成年月

％客付 100

借主0027-310-1033 手数料の負担割合 ％

物件コード 10_207

株式会社三幸高崎西口店

※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。

FAX賃貸住宅管理業　国土交通大臣（2）第4383号
0 媒介元付

20.00

貸主

管理コード

手数料の配分割合

100

入居可能日

1

2022年10月15日

％

情報公開日

地上  2  階/地下    階    所在階  2  階

㎡

南

即可

％

410001_10_5

Ｗｉ－Ｆｉインターネット無料！２Ｆはロフト付き！礼金な
し！２階角部屋！！近くにお店があって大変便利。

群馬県高崎市あら町2番地2

交通

種別

建
物

開口部向き

アパート

駐車可能台数

370-0831027-310-1031
取引態様

ＪＲ高崎線 高崎駅 徒歩 24分　ＪＲ高崎線「倉賀野」
駅から車9分（3000ｍ）　所要時間　0分

専有面積

階数

宅地建物取引業　群馬県知事（12）第2367号

2,000円 更新事務手数料 16,500円（税込）礼金

▼月々費用 ▼新規時費用 ▼更新時費用［予定］

家賃 29,000円 敷金 29,000円

共益費

駐車料 2,000 円 仲介手数料 31,900円(税込)

町内会費 250円 賃貸保証料 要加入火災保険料 20,000円

三幸サポート24 990円(税込) 賃貸保証料 要加入

鍵交換代 22,000円(税込)

シティーパレスカメリア　Ⅰ207号室

消臭除菌代 11,000円(税込)

K

洋室

ロフト

3帖

6帖

3帖



☆インターネット無料☆「三幸のゼロ賃貸」対象物件☆初期費用・更新料なし☆バストイレ別。

E-mail: sankou-west@san-kou.net

保証会社加入条件あり

媒介

設備

保証料詳細 契約時保証料：月額家賃等の50％、月額保証料：月額家賃等
の1.5％、更新時保証料：月額家賃等の30％

室内洗濯機置場/給湯（ガス）/プロパンガス/シャワー/Ｂ・Ｔ別室/バル
コニー/トイレ/エアコン/モニタ付インターホン/駐輪場/温水洗浄便座/
ガスコンロ付/インターネット利用料無料/コンロ一口

〒TEL

34,000円 群馬県高崎市上中居町562-2

更新料 34,000円

火災保険料 20,000円

鉄骨造

1985年04月

構造

完成年月

％客付 100

借主0027-310-1033 手数料の負担割合 ％

物件コード 16_201

株式会社三幸高崎西口店

※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。

FAX賃貸住宅管理業　国土交通大臣（2）第4383号
0 媒介元付

22.68

貸主

管理コード

手数料の配分割合

100

入居可能日

0

2022年10月15日

％

情報公開日

地上  3  階/地下    階    所在階  2  階

㎡

南

即可

％

410001_16_12

☆インターネット無料☆「三幸のゼロ賃貸」対象物件☆初期費
用・更新料なし☆バストイレ別。

群馬県高崎市あら町2番地2

交通

種別

建
物

開口部向き

アパート

駐車可能台数

370-0831027-310-1031
取引態様

ＪＲ高崎線 高崎駅 徒歩 28分　ＪＲ高崎線「倉賀野」
駅から車6分（2500ｍ）　所要時間　0分

専有面積

階数

宅地建物取引業　群馬県知事（12）第2367号

2,000円 更新事務手数料 16,500円（税込）礼金

▼月々費用 ▼新規時費用 ▼更新時費用［予定］

家賃 34,000円 敷金 34,000円

共益費

駐車料 仲介手数料 37,400円(税込)

三幸サポート24 990円(税込) 賃貸保証料 要加入火災保険料 20,000円

賃貸保証料 要加入

鍵交換代 16,500円(税込)

あさひレジデンス上中居201号室

消臭除菌代 11,000円(税込)

K

洋室 7.5帖



オートロックあり！礼金なし！洋室９帖と広めです！

E-mail: sankou-west@san-kou.net

○保証会社加入条件あり、駐車場空き確認要

媒介

設備

保証料詳細 契約時保証料：月額家賃等の50％、月額保証料：月額家賃等
の1.5％、更新時保証料：月額家賃等の30％

室内洗濯機置場/給湯（ガス）/追焚機能/プロパンガス/オートロック/Ｃ
ＡＴＶ/シャワー/Ｂ・Ｔ別室/バルコニー/収納スペース/トイレ/エアコ
ン/モニタ付インターホン/駐輪場/モニタ付オートロック/洗髪洗面化粧
台/洗面台/システムキッチン/温水洗浄便座/フローリング/洗面所独立/
クローゼット/ガスコンロ付/２口コンロ/シューズボックス

〒TEL

43,000円 群馬県高崎市上中居町1154-1

更新料 43,000円

火災保険料 20,000円

木造

2009年12月

構造

完成年月

％客付 100

借主0027-310-1033 手数料の負担割合 ％

物件コード 531_106

株式会社三幸高崎西口店

※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。

FAX賃貸住宅管理業　国土交通大臣（2）第4383号
0 媒介元付

28.18

貸主

管理コード

手数料の配分割合

100

入居可能日

1

2022年10月15日

％

情報公開日

地上  2  階/地下    階    所在階  1  階

㎡

南

即可

％

410001_531_2

オートロックあり！礼金なし！洋室９帖と広めです！

群馬県高崎市あら町2番地2

交通

種別

建
物

開口部向き

アパート

駐車可能台数

370-0831027-310-1031
取引態様

ＪＲ高崎線 高崎駅 徒歩 27分　ＪＲ高崎線「倉賀野」
駅から車10分（3100ｍ）　所要時間　0分

専有面積

階数

宅地建物取引業　群馬県知事（12）第2367号

2,000円 更新事務手数料 16,500円（税込）礼金

▼月々費用 ▼新規時費用 ▼更新時費用［予定］

家賃 43,000円 敷金 43,000円

共益費

駐車料 4,000 円 仲介手数料 47,300円(税込)

町内会費 200円 賃貸保証料 要加入火災保険料 20,000円

三幸サポート24 990円(税込) 賃貸保証料 要加入

鍵交換代 16,500円(税込)

グランドカメリアⅡ106号室

消臭除菌代 11,000円(税込)

K

洋室

3.5帖

9帖



Ｗｉ－Ｆｉインターネット無料！オートロック！駐車場１台無料！ウォシュレット、ＴＶインターホン付き！

E-mail: sankou-west@san-kou.net

保証会社加入条件あり

媒介

設備

保証料詳細 契約時保証料：月額家賃等の50％、月額保証料：月額家賃等
の1.5％、更新時保証料：月額家賃等の30％

室内洗濯機置場/給湯（ガス）/プロパンガス/オートロック/ＣＡＴＶ/
シャワー/Ｂ・Ｔ別室/バルコニー/収納スペース/トイレ/エアコン/カウ
ンタキッチン/モニタ付インターホン/駐輪場/モニタ付オートロック/洗
髪洗面化粧台/洗面台/システムキッチン/温水洗浄便座/フローリング/照
明器具/ウォークインクローゼット/洗面所独立/ガスコンロ付/３口以上
コンロ/シューズボックス/インターネット無料設備Wi-Fi付(iのぞみ)

〒TEL

50,000円 群馬県高崎市上中居町863-1

更新料 50,000円

火災保険料 20,000円

鉄骨造

2006年03月

構造

完成年月

％客付 100

借主0027-310-1033 手数料の負担割合 ％

物件コード 207_102

株式会社三幸高崎西口店

※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。

FAX賃貸住宅管理業　国土交通大臣（2）第4383号
0 媒介元付

34.45

貸主

管理コード

手数料の配分割合

100

入居可能日

1

2022年10月15日

％

情報公開日

地上  3  階/地下    階    所在階  1  階

㎡

南

即可

％

410001_207_9

Ｗｉ－Ｆｉインターネット無料！オートロック！駐車場１台無
料！ウォシュレット、ＴＶインターホン付き！

群馬県高崎市あら町2番地2

交通

種別

建
物

開口部向き

マンション

駐車可能台数

370-0831027-310-1031
取引態様

ＪＲ高崎線 高崎駅 徒歩 30分　ＪＲ高崎線「倉賀野」
駅から車9分（2800ｍ）　所要時間　0分

専有面積

階数

宅地建物取引業　群馬県知事（12）第2367号

2,000円 更新事務手数料 16,500円（税込）礼金

▼月々費用 ▼新規時費用 ▼更新時費用［予定］

家賃 50,000円 敷金 50,000円

共益費 50,000円

駐車料 込 仲介手数料 55,000円(税込)

町内会費 250円 賃貸保証料 要加入火災保険料 20,000円

三幸サポート24 990円(税込) 賃貸保証料 要加入

鍵交換代 16,500円(税込)

マンション上中居102号室

消臭除菌代 11,000円(税込)

洋室 12.5帖



礼金なし！駐車場１台無料！洋室１０帖広々使える１ＤＫ！

E-mail: sankou-west@san-kou.net

保証会社加入条件あり

媒介

設備

保証料詳細 契約時保証料：月額家賃等の50％、月額保証料：月額家賃等
の1.5％、更新時保証料：月額家賃等の30％

室内洗濯機置場/給湯（ガス）/追焚機能/プロパンガス/ＣＡＴＶ/シャ
ワー/Ｂ・Ｔ別室/バルコニー/収納スペース/トイレ/エアコン/ガスコン
ロ可/モニタ付インターホン/駐輪場/洗面台/温水洗浄便座/出窓/フロー
リング/洗面所独立/光ファイバー/シューズボックス

〒TEL

41,000円 群馬県高崎市下中居町445-1

更新料 41,000円

火災保険料 20,000円

鉄骨造

1992年12月

構造

完成年月

％客付 100

借主0027-310-1033 手数料の負担割合 ％

物件コード 102_101

株式会社三幸高崎西口店

※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。

FAX賃貸住宅管理業　国土交通大臣（2）第4383号
0 媒介元付

33.12

貸主

管理コード

手数料の配分割合

100

入居可能日

1

2022年10月15日

％

情報公開日

地上  2  階/地下    階    所在階  1  階

㎡

南

即可

％

410001_102_2

礼金なし！駐車場１台無料！洋室１０帖広々使える１ＤＫ！

群馬県高崎市あら町2番地2

交通

種別

建
物

開口部向き

アパート

駐車可能台数

370-0831027-310-1031
取引態様

ＪＲ高崎線 倉賀野駅 徒歩 28分　ＪＲ高崎線「高崎」
駅から車10分（2900ｍ）　所要時間　0分

専有面積

階数

宅地建物取引業　群馬県知事（12）第2367号

2,000円 更新事務手数料 16,500円（税込）礼金

▼月々費用 ▼新規時費用 ▼更新時費用［予定］

家賃 41,000円 敷金 41,000円

共益費

駐車料 込 仲介手数料 45,100円(税込)

町内会費 300円 賃貸保証料 要加入火災保険料 20,000円

三幸サポート24 990円(税込) 賃貸保証料 要加入

鍵交換代 16,500円(税込)

三山ハイツ　Ⅲ101号室

消臭除菌代 11,000円(税込)

DK

洋室

6帖

10帖



インターネット無料Ｗｉ－Ｆｉ設備！宅配BOXあり！バストイレ別！

E-mail: sankou-west@san-kou.net

○保証会社加入条件あり、駐車場空き確認要

媒介

設備

保証料詳細 契約時保証料：月額家賃等の50％、月額保証料：月額家賃等
の1.5％、更新時保証料：月額家賃等の30％

室内洗濯機置場/給湯（ガス）/プロパンガス/オートロック/ＣＡＴＶ/
シャワー/Ｂ・Ｔ別室/バルコニー/収納スペース/トイレ/エアコン/ＩＨ
クッキングヒータ/宅配ＢＯＸ/駐輪場/温水洗浄便座/フローリング/照明
器具/シューズボックス/コンロ一口/インターネット無料設備Wi-Fi付(i
のぞみ)

〒TEL

38,000円 群馬県高崎市中居町４丁目
17-20

更新料 38,000円

火災保険料 20,000円

ＲＣ

1995年11月

構造

完成年月

％客付 100

借主0027-310-1033 手数料の負担割合 ％

物件コード 546_304

株式会社三幸高崎西口店

※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。

FAX賃貸住宅管理業　国土交通大臣（2）第4383号
0 媒介元付

22.50

貸主

管理コード

手数料の配分割合

100

入居可能日

1

2022年10月15日

％

情報公開日

地上  3  階/地下    階    所在階  3  階

㎡

南

即可

％

410001_546_20

インターネット無料Ｗｉ－Ｆｉ設備！宅配BOXあり！バストイレ
別！

群馬県高崎市あら町2番地2

交通

種別

建
物

開口部向き

マンション

駐車可能台数

370-0831027-310-1031
取引態様

ＪＲ高崎線 倉賀野駅 徒歩 24分　ＪＲ高崎線「高崎」
駅から車10分（3000ｍ）　所要時間　0分

専有面積

階数

宅地建物取引業　群馬県知事（12）第2367号

2,000円 更新事務手数料 16,500円（税込）礼金

▼月々費用 ▼新規時費用 ▼更新時費用［予定］

家賃 38,000円 敷金 38,000円

共益費

駐車料 3,000 円 仲介手数料 41,800円(税込)

町内会費 250円 賃貸保証料 要加入火災保険料 20,000円

三幸サポート24 990円(税込) 賃貸保証料 要加入

鍵交換代 16,500円(税込)

ガーデンプレイス中居町304号室

消臭除菌代 11,000円(税込)

K

洋室

2.4帖

7.4帖



オートロックのワンルーム！礼金なし！駐車場１台無料！ウォシュレット、シャンプードレッサー付き。

E-mail: sankou-west@san-kou.net

保証会社加入条件あり

媒介

設備

保証料詳細 契約時保証料：月額家賃等の50％、月額保証料：月額家賃等
の1.5％、更新時保証料：月額家賃等の30％

室内洗濯機置場/給湯（ガス）/プロパンガス/オートロック/ＣＡＴＶ/
シャワー/Ｂ・Ｔ別室/バルコニー/収納スペース/トイレ/エアコン/カウ
ンタキッチン/駐輪場/洗髪洗面化粧台/洗面台/システムキッチン/温水洗
浄便座/フローリング/照明器具/ウォークインクローゼット/洗面所独立/
ガスコンロ付/２口コンロ/シューズボックス/室内物干し/インターホン

〒TEL

50,000円 群馬県高崎市中居町４丁目
17-8

更新料 50,000円

火災保険料 20,000円

鉄骨造

2002年11月

構造

完成年月

％客付 100

借主0027-310-1033 手数料の負担割合 ％

物件コード 1052_303

株式会社三幸高崎西口店

※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。

FAX賃貸住宅管理業　国土交通大臣（2）第4383号
0 貸主元付

35.00

貸主

管理コード

手数料の配分割合

100

入居可能日

1

2022年10月15日

％

情報公開日

地上  3  階/地下    階    所在階  3  階

㎡

南

即可

％

410001_1052_3

オートロックのワンルーム！礼金なし！駐車場１台無料！ウォ
シュレット、シャンプードレッサー付き。

群馬県高崎市あら町2番地2

交通

種別

建
物

開口部向き

マンション

駐車可能台数

370-0831027-310-1031
取引態様

ＪＲ高崎線 倉賀野駅 徒歩 24分　ＪＲ高崎線「高崎」
駅から車10分（3100m）　所要時間　0分

専有面積

階数

宅地建物取引業　群馬県知事（12）第2367号

2,000円 更新事務手数料礼金

▼月々費用 ▼新規時費用 ▼更新時費用［予定］

家賃 50,000円 敷金 50,000円

共益費

駐車料 込 仲介手数料

町内会費 250円 賃貸保証料 要加入火災保険料 20,000円

三幸サポート24 990円(税込) 賃貸保証料 要加入

鍵交換代 16,500円(税込)

コア・シティ　Ⅲ303号室

消臭除菌代 11,000円(税込)

DK

洋室

納戸

3帖

9帖

1.5帖



礼金なし！バストイレ別！独立洗面台あり！高崎健康福祉大学まで1.9ｋｍ！

E-mail: sankou-west@san-kou.net

保証会社加入条件あり、駐車場空き確認要

媒介

設備

保証料詳細 契約時保証料：月額家賃等の50％、月額保証料：月額家賃等
の1.5％、更新時保証料：月額家賃等の30％

室内洗濯機置場/給湯（ガス）/追焚機能/プロパンガス/ＣＡＴＶ/シャ
ワー/Ｂ・Ｔ別室/バルコニー/収納スペース/トイレ/エアコン/ガスコン
ロ可/モニタ付インターホン/駐輪場/洗髪洗面化粧台/洗面台/温水洗浄便
座/フローリング/ウォークインクローゼット/シャッター雨戸/洗面所独
立/シューズボックス

〒TEL

44,000円 群馬県高崎市中居町１丁目
17-4

更新料 44,000円

火災保険料 20,000円

軽量鉄骨造

2008年01月

構造

完成年月

％客付 100

借主0027-310-1033 手数料の負担割合 ％

物件コード 124_102

株式会社三幸高崎西口店

※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。

FAX賃貸住宅管理業　国土交通大臣（2）第4383号
0 媒介元付

26.25

貸主

管理コード

手数料の配分割合

100

入居可能日

1

2022年10月15日

％

情報公開日

地上  2  階/地下    階    所在階  1  階

㎡

南

即可

％

410001_124_3

礼金なし！バストイレ別！独立洗面台あり！高崎健康福祉大学
まで1.9ｋｍ！

群馬県高崎市あら町2番地2

交通

種別

建
物

開口部向き

アパート

駐車可能台数

370-0831027-310-1031
取引態様

ＪＲ高崎線 高崎駅 徒歩 34分　ＪＲ高崎線「高崎」駅
から車7分（2700ｍ）　所要時間　0分

専有面積

階数

宅地建物取引業　群馬県知事（12）第2367号

2,000円 更新事務手数料 16,500円（税込）礼金

▼月々費用 ▼新規時費用 ▼更新時費用［予定］

家賃 44,000円 敷金 44,000円

共益費

駐車料 2,000 円 仲介手数料 48,400円(税込)

町内会費 100円 賃貸保証料 要加入火災保険料 20,000円

三幸サポート24 990円(税込) 賃貸保証料 要加入

鍵交換代 22,000円(税込)

エスポワールⅣ102号室

消臭除菌代 11,000円(税込)

K

洋室

3帖

7帖



２ＤＫ→１ＤＫへリフォーム済み！駐車場１台無料！

E-mail: sankou-west@san-kou.net

保証会社加入条件あり

媒介

設備

保証料詳細 契約時保証料：月額家賃等の50％、月額保証料：月額家賃等
の1.5％、更新時保証料：月額家賃等の30％

室内洗濯機置場/給湯（ガス）/追焚機能/プロパンガス/ＣＡＴＶ/シャ
ワー/Ｂ・Ｔ別室/バルコニー/収納スペース/トイレ/エアコン/ガスコン
ロ可/洗髪洗面化粧台/洗面台/温水洗浄便座/フローリング/洗面所独立/
光ファイバー/シューズボックス

〒TEL

43,000円 群馬県高崎市中居町２丁目1-
35

更新料 43,000円

火災保険料 20,000円

軽量鉄骨造

1985年03月

構造

完成年月

％客付 100

借主0027-310-1033 手数料の負担割合 ％

物件コード 2353_201

株式会社三幸高崎西口店

※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。

FAX賃貸住宅管理業　国土交通大臣（2）第4383号
0 媒介元付

40.92

貸主

管理コード

手数料の配分割合

100

入居可能日

1

2022年10月15日

％

情報公開日

地上  2  階/地下    階    所在階  2  階

㎡

南

即可

％

410001_2353_2

２ＤＫ→１ＤＫへリフォーム済み！駐車場１台無料！

群馬県高崎市あら町2番地2

交通

種別

建
物

開口部向き

アパート

駐車可能台数

370-0831027-310-1031
取引態様

ＪＲ高崎線 高崎駅 徒歩 33分　ＪＲ高崎線「高崎」駅
から車7分（2600ｍ）　所要時間　0分

専有面積

階数

宅地建物取引業　群馬県知事（12）第2367号

更新事務手数料 16,500円（税込）礼金

▼月々費用 ▼新規時費用 ▼更新時費用［予定］

家賃 43,000円 敷金 43,000円

共益費

駐車料 込 仲介手数料 47,300円(税込)

町内会費 260円 賃貸保証料 要加入火災保険料 20,000円

三幸サポート24 990円(税込) 賃貸保証料 要加入

鍵交換代 16,500円(税込)

タウンハイツⅠ201号室

消臭除菌代 11,000円(税込)

DK

洋室

7帖

12帖



物  件  名  ☆ 部屋の間取り図 ☆

物件の所在地 AOSから貼り付け

１.　アパート・ハイツ

２.　マンション

１.　なし　　２.　あり（下記の通り） ①冷暖房設備

仲介手数料   　　４１，８００円 ②給湯設備

保険料　　　　　 １８，０００円 ③キッチン

  保証料・町会費　 ３０，９６０円 ④風呂  ☆ 本学までの地図 ☆　　 北

 合計　９０，７６０円　　 ⑤トイレ                     ↑
１.　女子のみ ⑥駐車場 グーグルマップ

２.　男子のみ       駐車場 １台無料 プリントスクリーン→

３.　どちらでもよい ⑦その他 貼り付け→

１.　学生のみ　（　    　名　） 図からトリミング

２.　学生･一般 （　　名/　　名）

３.　一般のみ　（　　　　名　）

アパマンショップ高崎店 大学までの通学
方法・所要時間

住　所　高崎市羅漢町３７ 大学までの距離

ＴＥＬ　０２７－３２３－００２１ 特 記 事 項

２０２３年 度　　学　生　用　ア　パ　ー　ト　登　録　票     Ｎｏ．29

（ あり ・ なし ）

（ あり ・ なし ）

（ 専用 ・ なし ）

（ 専用 ・ なし ）

（ 専用 ・ なし ）

（ あり ・ なし ）

形      態

間　取　り １Ｋ   　　１ 　 室

フローラ矢中

群馬県高崎市矢中町９６７－１０

全　室　数 全   ８ 　室

2023年４月以降入
居可能な室数

昭和・平成　　　１４　　　年建築

約　    3．5　 　km

 設　　備

高崎商科大学まで自転車で１５分
高崎商科大学まで車で8分

木　造　　　　　　２　　　階建て

無料インターネット導入予定

連　絡　先

●アピールポイント●

家賃(１ヶ月)

契 約 時 の
必 要 経 費

入 居 条 件

現在の入居者

４１，６００  円（管理費等必要経費含） 建築年及び構造
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