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リニューアルオープン

鳥居崎海浜公園特集！

賃貸物件＆売買物件ご紹介！

設置店お得クーポン付♪



鳥居崎海浜公園に

行ってきました!

公園中央にある噴水広場では
光と水のコラボレーションが楽しめます♪

(※ライトアップは夕方以降)

ひょっこりと
きさぽんが
お出迎え！

“恋人の聖地”
として有名な

中の島大橋の麓には
可愛らしい

たぬきのカップルがいます

「パークベイプロジェクト」の一環で
2022年3月18日に
リニューアルオープンした
鳥居崎海浜公園！

“木更津の赤い橋”で有名な
「中の島大橋」や
一面に広がる東京湾、
天候に恵まれれば富士山も
見えますよ♪

夕方には海に沈む夕日！
日中とはまた違った景色を楽しめます。

レストランやカフェ、ホテル等の施設もあり、
たくさんの人が楽しめるオシャレで大きな公園に
パワーアップしておりました(*‘∀‘)



※契約時には掲載料金以外にその他費用がかかる場合がありますので、あらかじめご確認ください。※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。
※物件の空室状況は制作時のものの為、配布時には既に満室となっている場合があります。ご了承ください。

75,000円

●敷金 1ヶ月 礼金 1.5ヶ月
●共益費 3,500円
●駐車場 4,400円
●築年月 2008年9月
●普通借家契約

★JR木更津駅まで徒歩8分！
★人気の積水ハウス施工「シャーメゾン」♪

木更津市朝日1丁目【専任】
2LDK / 62.14㎡
アパート（軽量鉄骨造）

54,000円

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 3,000円
●駐車場 近隣5,000円(要空き確認)

●築年月 2020年8月
●定期借家契約

★JR木更津駅まで徒歩10分！
★嬉しいインターネット無料物件♪

木更津市中央3丁目【専任】
1K / 17.07㎡
アパート（木造）

鳥居崎海浜公園、
木更津駅周辺の
賃貸をお探しなら
ココがオススメ！







海にアウトレットパークにコストコ!
ますます注目が集まる金田東エリアの物件です♪

金田東エリア特集

71,000円

木更津市金田東6丁目【専任】

1LDK / 48.68㎡

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 4,500円
●駐車場 1台付
●築年月 2014年6月
●定期借家契約

アパート（軽量鉄骨造）

定番プレーンの他にも
チーズ、ブルーベリー、
チョコ、シナモンなど
種類豊富に揃っていて
選ぶのも楽しい♪

脂乗りの良い時期に漁獲！
鮮やかな縞模様が
新鮮な証です
まずはそのまま焼いて
食べてほしい隠れた逸品♪

どんなお料理でも相性◎
カナダ三元豚肩ロース

肉厚で脂乗りた～っぷり
塩加減も絶妙な鯖フィレ

BIGサイズのモチモチ生地
食べ応え抜群なベーグル

？コストコとは？
アメリカ生まれの

会員制・巨大倉庫型店舗です
広～い店内には日用品から食料品、

様々なお国の輸入品まで
リーズナブルな価格で揃っています

カナダから冷凍されずに
チルドで届くので、
加熱しても柔らか～
煮てよし焼いてよし
お肉の旨味溢れる
万能ポークです♪

店名：コストコホールセール木更津倉庫店 住所：千葉県木更津市瓜倉823番地金田西2街区1画地

56,000円
木更津市金田東6丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 4,000円
●駐車場 3,300円
●築年月 2020年9月
●定期借家契約

1R / 26.87㎡

アパート（軽量鉄骨造）

※契約時には掲載料金以外にその他費用がかかる場合がありますので、あらかじめご確認ください。※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。
※物件の空室状況は制作時のものの為、配布時には既に満室となっている場合があります。ご了承ください。



上下階の足音を気にせずに過ごせるという強み！
賃貸でも根強い人気のある戸建物件をご紹介します♪

戸建物件

57,000円

木更津市桜井新町5丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●管理費 なし
●駐車場 1台付
●築年月 1988年11月
●普通借家契約

2LDK / 49.68㎡

戸建（木造）

68,000円
君津市人見【専任】

2LDK / 49.58㎡

●敷金 なし 礼金 なし
●管理費 なし
●駐車場 3台付
●築年月 1971年3月
●定期借家契約

戸建（木造）

50,000円
木更津市木更津2丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●管理費 なし
●駐車場 なし

(近隣でお探しください)
●築年月 1972年1月
●定期借家契約

2DK / 39.67㎡

戸建（木造）

110,000円
木更津市畑沢南6丁目【専任】

●敷金 1.5ヶ月 礼金 なし
●管理費 なし
●駐車場 2台付
●築年月 2004年9月
●定期借家契約

4SLDK / 154.43㎡

戸建（木造）

1F 2F

※契約時には掲載料金以外にその他費用がかかる場合がありますので、あらかじめご確認ください。※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。
※物件の空室状況は制作時のものの為、配布時には既に満室となっている場合があります。ご了承ください。



39,000円

2K / 29.75㎡

アパート（木造）

木更津市祇園4丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 2,000円
●駐車場 2,000円(軽自動車)

●築年月 1987年2月
●定期借家契約

インターネット無料♪

賃貸物件賃貸物件

★ひとり暮らしにおすすめの物件★
ちょっと広めの2Kもオススメです♪

43,000円～

1K / 24.79㎡

アパート（軽量鉄骨造）

木更津市請西3丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 2,000円
●駐車場 3,000円
●築年月 1994年9月
●普通借家契約

38,000円

1K / 28.98㎡

君津市中野5丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 2,000円
●駐車場 1台付
●築年月 1991年6月
●定期借家契約

アパート（軽量鉄骨造）

48,000円

2K / 33.38㎡

アパート（木造）

木更津市東太田3丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 なし
●駐車場 1台付
●築年月 1990年3月
●定期借家契約

木更津市は古くから海苔養殖が盛んな地域。
その美味しい海苔を使った 「のり天」 が
木更津市内のお店で販売されてます。
おやつ・お酒のつまみ・料理のトッピングなど
色々使える海苔風味たっぷりの一品です。
購入できるのは
〇道の駅 木更津うまくたの里
〇海ほたるPA
〇木更津市内の一部コンビニ など

順次、販売店は拡大中！
パッケージデザインは
木更津総合高等学校
美術部と書道部の生徒さんたちです。

見かけたらぜひ
召し上がってみてくださいね。

64,000円

1K / 36.02㎡

アパート（木造）

袖ケ浦市福王台2丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 なし
●駐車場 1台付
●築年月 2014年2月
●定期借家契約

※契約時には掲載料金以外にその他費用がかかる場合がありますので、あらかじめご確認ください。※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。
※物件の空室状況は制作時のものの為、配布時には既に満室となっている場合があります。ご了承ください。



42,000円

2DK / 40.58㎡

アパート（鉄骨造）

袖ケ浦市蔵波台1丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 2,000円
●駐車場 3,300円
●築年月 1992年9月
●定期借家契約

60,000円

2LDK / 60.88㎡

マンション（鉄筋コンクリート造）

木更津市清見台3丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 3,000円
●駐車場 1台付
●築年月 1978年5月
●普通借家契約

50,000円

3DK / 44.71㎡

富津市大堀2丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 2,000円
●駐車場 1台付
●築年月 1993年3月
●定期借家契約

アパート（軽量鉄骨造）

インターネット無料♪

賃貸物件賃貸物件

広々とした間取でひとり暮らしもOK★
カップルさん～ファミリーにオススメのお部屋です！

45,000円～

2DK / 43.06㎡

君津市外箕輪4丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 2,000円
●駐車場 1台付
●築年月 1985年10月
●定期借家契約

アパート（木造）

45,000円

3DK / 43.05㎡

メゾネット（木造）

木更津市岩根3丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 なし
●駐車場 なし
(近隣でお探しください)
●築年月 1984年7月
●定期借家契約

1F2F

55,000円

2DK / 47.34㎡

マンション（鉄筋コンクリート造）

木更津市文京6丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 3,000円
●駐車場 1台付
●築年月 1980年3月
●定期借家契約

ペット可(小型犬・猫)

※契約時には掲載料金以外にその他費用がかかる場合がありますので、あらかじめご確認ください。※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。
※物件の空室状況は制作時のものの為、配布時には既に満室となっている場合があります。ご了承ください。



一般

※契約時には掲載料金以外にその他費用がかかる場合がございますので、あらかじめご確認ください。※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。
※物件は制作時のものの為、配布時にすでに契約済みとなっている場合がございます。ご了承ください。

■所 在 地 木更津市東太田三丁目
■交 通 JR久留里線上総清川駅より約2.1km
■地 目 宅地
■築 年 月 令和4年5月
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第一種低層住居専用地域
■建 蔽 率 50％ ■容 積 率 100％
■供給設備 公営水道・公共下水・都市ガス
■学 区 清見台小学校・太田中学校
■その他制限 景観法
■間取り 4LDK

新築戸建

近隣に商業施設が多く生活しやすいエリア！

１F 2F

東太田3丁目
清見台小学校まで、約1.5ｋm

3,598～3,798万円

土地 153.14～157.16㎡

建物 114.26～114.27㎡

面
積

■所 在 地 木更津市中里
■交 通 JR内房線木更津駅より約1.4km
■地 目 宅地
■築 年 月 令和2年8月
■都市計画 市街化調整区域
■用途地域 －
■建 蔽 率 60％ ■容 積 率 200％
■供給設備 公営水道・プロパンガス・浄化槽
■学 区 木更津第一小学校・木更津第一中学校
■その他制限 景観法
■間取り 4LDK

中古戸建 中里
木更津第一小学校まで、約1.1ｋｍ 2,860万円

土地 174.68㎡
建物 108.88㎡

面
積

金田方面へのアクセス良好♪駅まで徒歩18分！

１F 2F

■所 在 地 木更津市祇園四丁目
■交 通 JR久留里線祇園駅より約1.1km
■地 目 宅地
■築 年 月 平成29年3月
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第一種低層住居専用地域
■建 蔽 率 50％ ■容 積 率 100％
■供給設備 公営水道・都市ガス・本下水
■学 区 祇園小学校・木更津第三中学校
■その他制限 景観法・宅造法・高さ制限
■間取り 5SLDK

中古戸建 祇園4丁目
祇園小学校まで、約550m 3,200万円

土地 227.54㎡
建物 127.11㎡

面
積

１F

こだわりの注文住宅！小学校が近くて安心！

■所 在 地 君津市山滝野
■交 通 JR久留里線平山駅より約4.0km
■地 目 宅地
■築 年 月 平成3年12月
■都市計画 区域外
■用途地域 －
■建 蔽 率 －％ ■容 積 率 －％
■供給設備 公営水道・プロパンガス・浄化槽
■学 区 上総小学校・上総小櫃中学校
■その他制限 景観法
■間取り 4K

中古戸建 山滝野
上総小学校まで、約5.5ｋｍ 980万円

土地 223.11㎡
建物 105.99㎡

面
積

緑に囲まれたスローライフを送りたい方に・・・！

１F



専任

代宿
長浦小学校まで、約2.5ｋm 250万円

162.80㎡
（49.24坪）

面
積

■所 在 地 袖ケ浦市代宿
■交 通 JR内房線長浦駅より約3.3km
■地 目 宅地
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第一種低層住居専用地域
■建 蔽 率 50％ ■容 積 率 100％
■供給設備 公営水道・都市ガス・公共下水
■学 区 長浦小学校・長浦中学校
■その他制限 景観法・絶対高さ10ｍ・地区計画

■備考 現況有姿・契約不適合責任免責

都市ガス対応！閑静な住宅街です(^^)

土地

鋸南町下佐久間
鋸南小学校まで、約650m 400万円

147.33㎡
（44.56坪）

面
積

■所 在 地 安房郡鋸南町下佐久間
■交 通 JR内房線安房勝山駅より約500ｍ
■地 目 宅地
■都市計画 区域外
■用途地域 －
■建 蔽 率 70％ ■容 積 率 400％
■供給設備 公営水道・プロパンガス・浄化槽
■学 区 鋸南小学校・鋸南中学校
■その他制限 建築基準法第6条・22条指定区域

■備考 現況有姿・告知事項あり

日当たり良好な平坦地です！

土地

土地

■所 在 地 木更津市矢那
■交 通 JR内房線木更津駅より約6.5km
■地 目 宅地
■都市計画 市街化調整区域
■用途地域 －
■建 蔽 率 60％ ■容 積 率 200％
■供給設備 公営水道・プロパンガス・浄化槽
■学 区 鎌足小学校・鎌足中学校
■その他制限 景観法・宅造法

■備考 現況有姿・建物建築可能(要申請)

矢那
鎌足小学校まで、約1.8ｋm 250万円

147.06㎡
（44.48坪）

面
積

静かな環境です♪畑や菜園にもおすすめ！

■所 在 地 袖ケ浦市永吉
■交 通 JR久留里線東横田駅より約3.0km
■地 目 山林
■都市計画 市街化調整区域
■用途地域 －
■建 蔽 率 －％ ■容 積 率 －％
■供給設備 公営水道・プロパンガス・浄化槽
■学 区 平岡小学校・平川中学校
■その他制限 景観法

■備考 原則、建物の建築は不可・接道無し

土地
永吉

平岡小学校まで、約700m 150万円
292.00㎡
（88.33坪）

面
積

資材置き場やキャンプに最適！

※契約時には掲載料金以外にその他費用がかかる場合がございますので、あらかじめご確認ください。※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。
※物件は制作時のものの為、配布時にすでに契約済みとなっている場合がございます。ご了承ください。



専任

一般

■所 在 地 袖ケ浦市蔵波台二丁目
■交 通 JR内房線長浦駅より約1.6km
■地 目 畑
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第一種住居地域
■建 蔽 率 60％ ■容 積 率 200％
■供給設備 公営水道・都市ガス・本下水
■学 区 蔵波小学校・蔵波中学校
■その他制限 景観法・第一種高度地区・農地法

■備考 現況有姿・建築条件無し

蔵波台2丁目
蔵波小学校まで、約1.1ｋm 880万円

166㎡
（50.21坪）

面
積

住宅街にある角地の物件。近隣には商業施設が多く便利！

土地
真舟5丁目

真舟小学校まで、約750m

■所 在 地 木更津市真舟五丁目
■交 通 JR内房線木更津駅より約2.8km
■地 目 宅地
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第一種低層住居専用地域
■建 蔽 率 50％ ■容 積 率 100％
■供給設備 公営水道・都市ガス・浄化槽
■学 区 真舟小学校・木更津第二中学校
■その他制限 景観法・宅造法・ガケ条例

■備考 現況有姿・建築条件無し

高台にある広い土地で、お庭づくりが楽しめます！

700万円
1201.86㎡
（363.56坪）

面
積

古家付
土地

横田
中川小学校まで、約650m 850万円

809.91㎡
（244.99坪）

面
積

■所 在 地 袖ケ浦市横田
■交 通 JR久留里線横田駅より約1.1ｋｍ
■地 目 宅地
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第一種住居地域
■建 蔽 率 60％ ■容 積 率 200％
■供給設備 公営水道・プロパンガス・本下水
■学 区 中川小学校・平川中学校
■その他制限 景観法・第二種高度地区・埋蔵文化財保護法

■備考 現況有姿・セットバック必要

田舎でのスローライフにおすすめの物件です☆

古家付
土地

■所 在 地 木更津市清見台東三丁目
■交 通 JR久留里線上総清川駅より約1.1km
■地 目 宅地
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第一種低層住居専用地域
■建 蔽 率 50％ ■容 積 率 100％
■供給設備 公営水道・都市ガス・本下水
■学 区 祇園小学校・木更津第三中学校
■その他制限 景観法・宅造法・ガケ条例

■備考 現況有姿・建築条件無し・実測販売
敷地内に電柱1・支線2・支柱1有り

土地
清見台東3丁目

祇園小学校まで、約650m 980万円
約177.32㎡
（約53.63坪）

面
積

高台にある日当たり良好の土地♪

※契約時には掲載料金以外にその他費用がかかる場合がございますので、あらかじめご確認ください。※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。
※物件は制作時のものの為、配布時にすでに契約済みとなっている場合がございます。ご了承ください。



専任 専任
古家付
土地

富士見1丁目
木更津第一小学校まで、約600m

1,050万円
200.15㎡
（60.54坪）

面
積

駅から近くて便利！建築条件なしです！■所 在 地 木更津市富士見一丁目
■交 通 JR内房線木更津駅より約300m
■地 目 宅地
■都市計画 市街化区域
■用途地域 商業地域
■建 蔽 率 80％ ■容 積 率 400％
■供給設備 公営水道・都市ガス・本下水
■学 区 木更津第一小学校・木更津第一中学校
■その他制限 景観法・駐車場整備地区・準防火地域

■備考 現況有姿・建築条件無し・要セットバック

眺めの良い高台に立地♪人気の請西エリアです。
■所 在 地 木更津市請西東三丁目
■交 通 JR内房線木更津駅より約3.2km
■地 目 雑種地
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第一種低層住居専用地域
■建 蔽 率 50％ ■容 積 率 100％
■供給設備 公営水道・都市ガス・本下水
■学 区 請西小学校・太田中学校

■その他制限 景観法・宅造法・高さ制限有り・地区計画

■備考 現況有姿・➀区画のみ井戸有り

土地
請西東3丁目

請西小学校まで、約1.0ｋｍ

➀1,630万円
②1,420万円
③1,410万円

➀314㎡（94.98坪）
②274㎡(82.88坪) 
③272㎡(82.28坪)

面
積

■所 在 地 木更津市請西東七丁目
■交 通 JR内房線 木更津駅より約3.6km
■地 目 雑種地
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第一種低層住居専用地域
■建 蔽 率 60％ ■容 積 率 200％
■供給設備 公営水道・都市ガス・本下水
■学 区 真舟小学校・太田中学校
■その他制限 景観法・宅造法・高度地区・高さ制限有り・地区計画

■備考 現況有姿販売・建築条件無し

土地
請西東7丁目

真舟小学校まで、約1280m
1,980万円

400.50㎡
（121.15坪）

面
積

2区画販売中！一括でのご購入も可能！

A・B各 Ａ・Ｂ各

土地
高柳1丁目

高柳小学校まで、約650m 1,450万円
329㎡

（99.52坪）
面
積

■所 在 地 木更津市高柳一丁目
■交 通 JR内房線巌根駅より約1.4km
■地 目 宅地
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第一種低層住居専用地域
■建 蔽 率 60％ ■容 積 率 150％
■供給設備 公営水道・都市ガス・浄化槽
■学 区 高柳小学校・巌根中学校
■その他制限 景観法

■備考 現況有姿・建築条件無し

小学校が近くて安心！建築条件ございません！

※契約時には掲載料金以外にその他費用がかかる場合がございますので、あらかじめご確認ください。※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。
※物件は制作時のものの為、配布時にすでに契約済みとなっている場合がございます。ご了承ください。



専任 専任

■所 在 地 木更津市太田二丁目
■交 通 JR内房線木更津駅より約1.2km
■地 目 宅地・山林・雑種地
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第二種住居地域・近隣商業地域
■建 蔽 率 60・80％ ■容 積 率 200％
■供給設備 公営水道・プロパンガス・浄化槽
■学 区 清見台小学校・太田中学校
■その他制限 景観法・宅造法・駐車場整備地区

■備考 現況有姿・建築条件無し
土砂災害警戒区域内

古家付
土地

太田2丁目
清見台小学校まで、約1.9ｋm 7,180万円

2333.16㎡
（705.78坪）

面
積

駅まで徒歩15分♪近隣に商業施設が多くて便利！

■所 在 地 木更津市ほたる野一丁目
■交 通 JR内房線木更津駅より約3.6km
■地 目 宅地
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第二種住居地域
■建 蔽 率 60％ ■容 積 率 200％
■供給設備 公営水道・都市ガス・本下水
■学 区 南清小学校・清川中学校
■その他制限 景観法・第一種高度地区・地区計画

■備考 現況有姿・建築条件無し
角地緩和による建ぺい率+10％可能性有
敷地の一部に急傾斜地崩壊危険箇所有

土地
ほたる野1丁目
南清小学校まで、約1.1ｋm 4,300万円

473.48㎡
（143.22坪）

面
積

事業用地としてもオススメ！建築条件ございません。

土地
羽鳥野1丁目

八幡台小学校まで、約1.2ｋm 2,480万円
349.24㎡
（105.64坪）

面
積

■所 在 地 木更津市羽鳥野一丁目
■交 通 JR内房線木更津駅より約4.8km
■地 目 宅地
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第一種住居地域
■建 蔽 率 60％ ■容 積 率 200％
■供給設備 公営水道・都市ガス・本下水
■学 区 八幡台小学校・波岡中学校
■その他制限 景観法・宅造法・ガケ条例・地区計画

■備考 現況有姿・建築条件無し
角地緩和による建ぺい率+10％可能性有
敷地の一部に急傾斜地崩壊危険箇所有

閑静な住宅街にある角地です♪

■所 在 地 木更津市請西東二丁目
■交 通 JR内房線木更津駅より約2.7km
■地 目 畑
■都市計画 市街化区域
■用途地域 第一種低層住居専用地域
■建 蔽 率 50％ ■容 積 率 100％
■供給設備 公営水道・都市ガス・本下水
■学 区 請西小学校・太田中学校
■その他制限 景観法・宅造法・農地法・高さ制限・がけ条例・地区計画
■備考 現況有姿・建築条件無し

土地
請西東2丁目

請西小学校まで、約700m 3,680万円
647㎡

（195.71坪）
面
積

公園の隣に位置する閑静な住宅街の土地！

※契約時には掲載料金以外にその他費用がかかる場合がございますので、あらかじめご確認ください。※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。
※物件は制作時のものの為、配布時にすでに契約済みとなっている場合がございます。ご了承ください。



〒292-0043 千葉県木更津市東太田4-3-7 《不動産事業部直通》

TEL：0438-97-6306
FAX：0438-98-6310（一社）千葉県宅地建物取引業協会会員 千葉県知事免許（5）第14272号

（公社）全国宅地建物取引業保証協会 （公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

売却物件
募集中

土地・建物・マンション・アパート

現在、都市部からの移住・定住希望者増加に伴い、

売却物件が不足しています！！

無料査定・秘密厳守・迅速対応

※空地・空家の売却

※住替えによる売却

※相続不動産の売却 など

ご連絡は、お電話または本紙裏面をFAXにて！
右記QRコードからもお問合せ可能です！

epm不動産にご相談ください！



💛 炭火 牛たん 一心亭
住所：木更津市請西1-18-9
TEL：070-7488-3990

ソフトドリンク1杯サービス
(牛たんと自家栽培野菜を使った美味な料理です)
有効期限：2022年10月末日 ※他券・他サービス併用不可

💛 かりんとうまんじゅうの長崎堂
住所：木更津市清見台東2-8-12
TEL：0438-98-1705

ポイントカード ポイント3倍
有効期限：2022年10月末日 ※他券・他サービス併用不可

設置店様ご紹介ページ

💛 ラスペランザ木更津店
住所：木更津市ほたる野4-2-48 アピタ木更津店1F
TEL：0438-97-3370

ソフトドリンク1杯サービス
有効期限：2022年10月末日
※他券・他サービス併用不可 ※お1人様1枚までご利用可

💛 ラスペランザ姉ヶ崎店
住所：市原市姉崎東2-6-9
TEL：0436-26-6555

100円 OFF
有効期限：2022年10月末日
※他券・他サービス併用不可 ※お1人様1枚までご利用可

e-style お得な割引・クーポン付

※クーポンのご利用にあたっては、使用条件をご利用店にご確認の上ご利用ください。
※お店によっては、来店前に予約が必要な場合があります。
※掲載店で初めてお手にされたe-styleのクーポンを、その場ですぐご利用いただくのはご遠慮ください。
※「要予約」と記載があるお店はご予約が必要です。ご予約時に「e-styleを見た！」とお伝えください。



💛 Reverse Cafe
住所：木更津市東太田1-1-28
TEL：090-3549-0116

ケーキセットご注文の方に
アイスのトッピングサービス

有効期限：2022年10月末日 ※他券・他サービス併用不可

💛 tapshairdesign
住所：木更津市清見台2-26-15
TEL：0438-40-5525

全メニュー10％OFF
有効期限：2022年10月末日 ※他券・他サービス併用不可

💛 エステティックサロン エルビューティー
住所：木更津市永井作1-2-5
TEL：0120-972-230

痛まないロイヤルまつ毛カール
3,000円(税別)

有効期限：2022年10月末日 ※他券・他サービス併用不可

要予約

💛 ひかり整骨院
住所：君津市南子安6-21-6
TEL：0439-73-3510

腰～肩の筋肉活性化 無料治療券
有効期限：2022年10月末日 ※他券・他サービス併用不可

💛 のぞみ整骨院
住所：木更津市請西3-1-23
TEL：0438-36-7242

腰～肩の筋肉活性化 無料治療券
有効期限：2022年10月末日 ※他券・他サービス併用不可



千葉県木更津市東太田4-3-7

TEL：0438-98-9900
FAX：0438-38-4300

リフォーム・リノベーション、維持管理等 物件管理を
行っておりましたepｍアライアンス株式会社にこの度、
epm不動産で行っておりました賃貸管理業務の機能を
集約することになりました。

お部屋の修理、家賃管理、トラブル・ご要望への対応等
賃貸管理業務をepmアライアンスにて承ります。

今後ともお客様のご期待にお答えできるよう
日々精進してまいりますので、
何卒倍旧のご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

賃貸住宅オーナー様、
賃貸物件管理はepmアライアンスにお任せください。



📞コールセンターに繋がります。折り返し先をお伝え下さい。

無料見積りへGO!!
０４３８ｰ９８ｰ９９００

お家やアパートのこと何でもご相談下さい！
網戸1枚の張替工事からお受けしま～す



店舗案内

木更津・袖ケ浦周辺エリアの

貸したい・借りたい・売りたい・買いたい
すべてのニーズにお応えします！

まずは、epm不動産運営の専門サイトをご覧ください！

■貸したい
e管理倶楽部
https://www.epm-estate.com/e-management_club

■売りたい
epm不動産事業部
https://bit.ly/3k639w5

■借りたい
木更津賃貸ナビ
https://www.kisarazu-chintainavi.com/

■買いたい
住まいと暮らしのコンシェルジュ
http://kisarazu-concierge.com/

■相続支援を受けたい
千葉相続サポートセンターepm
https://chiba.z-souzoku.com/

（一社）千葉県宅地建物取引業協会会員 （公社）全国宅地建物取引業保証協会 （公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

千葉県知事免許（5）第14272号

資産運用・賃貸管理・建物管理等お気軽にご相談ください。

【epm不動産株式会社/epmアライアンス株式会社】
木更津本店・annex office：千葉県木更津市東太田4-3-7

TEL：0438-98-6300（代）/0438-97-6301（賃貸直通）
/0438-97-6306（売買直通）

TEL：0438-98-9900（epmアライアンス株式会社）

袖ケ浦店：千葉県袖ケ浦市福王台2-1-7
TEL：0438-63-9900

【LOGWAY BESS木更津】
建設事業部：千葉県木更津市金田東6-36-4

TEL：0438-42-1511

epm工事・管理部門


