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TAKE FREE

木更津・君津・袖ケ浦・富津の不動産情報誌イースタイル

木更津←→東京・神奈川への行き来に便利な

高速バス停周辺物件特集！

賃貸物件＆売買物件ご紹介！

設置店お得クーポン付♪



実は木更津エリアって

高速バスがとっても便利なんです!
木更津市内には「金田バスターミナル」を始め、
高速バス乗り場が複数あり、
東京や神奈川方面への直行便が多くあります。
木更津→東京駅 まで約50分、
木更津→川崎駅 まで約55分、といったように
約1時間ほどで移動することができます！

毎日の通勤にはもちろん、
ちょっとしたお出かけなどにも便利ですよ♪

東京

品川

渋谷 新宿

川崎

横浜

羽田
空港

木更津駅・金田
バスターミナル

木更津金田バスターミナル



意外と知られていないのですが、
木更津市内にはたくさんの高速バス停があります。
駅やバスターミナルから離れていても、高速バスに乗ることができるので
気軽に利用することが可能です。
遠かった対岸のエリアまであっという間に移動できる高速バス。
どんどん有効活用したいですね！

駅やバスターミナルだけじゃない！
木更津市内には高速バス乗り場が複数あります♪

epm不動産では
駅やバスターミナル、市内高速バス停に近い
賃貸物件も取り扱っております！
お部屋探しをご検討の方は次のページへGO!!!



33,000円~

1K / 20.28㎡

マンション（鉄骨造）

木更津市桜井新町5丁目【専任】

50,000円

2DK / 39.67㎡

戸建（木造）

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

51,000円

3K / 44.34㎡

木更津市東太田4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 1991年11月
●定期借家契約

アパート（鉄筋コンクリート造）

高速バス停近隣物件

東京方面へと行き来しやすい便利な高速バス！
そんな高速バス停に近い物件をご紹介いたします♪

40,000円

1K / 22.61㎡～

木更津市東太田4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 1995年2月
●普通借家契約

アパート（軽量鉄骨造）

60,000円~

1LDK / 32.50㎡

アパート（木造）

木更津市新田1丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 3,000円
●駐車場 3,000円
●築年月 2019年8月
●定期借家契約

49,000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 4,000円
●駐車場 1台付
●築年月 1980年3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。

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 4,000円
●駐車場 1台付
●築年月 1996年3月
●普通借家契約

潮見高速バス停まで徒歩10分！

木更津総合高校前
高速バス停まで徒歩5分！

木更津駅高速バス停まで徒歩12分！ 木更津駅高速バス停まで徒歩11分！

木更津駅高速バス停まで徒歩7分！
木更津総合高校前

高速バス停まで徒歩7分！



海やアクアライン、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

57,000円~

木更津市金田東6丁目【専任】

1K / 29.17㎡

●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）

58,000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 2,200円
(軽自動車区画)
●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。

洋菓子工房 青い鳥

昭和に流行った絶滅危惧種？の
『たぬきケーキ』がずらり！
素材の旨味を引き出した
純生ロールも絶品です♪
地元民に愛される地域密着型です♪

住所：千葉県君津市南子安9-14-5
TEL：0439-55-0141

コストコホールセール
木更津倉庫店

迫力のある48人分のハーフシート
ケーキ♪余った分は冷凍も可！
デザインは常時24種類以上あり
お好みのメッセージも描ける
オーダーメイドケーキです♪

住所：千葉県木更津市瓜倉823番地

八天堂 きさらづ

元祖・冷やして食べるふんわ～り
クリームたっぷりのスイーツパン！
チョコ・小倉・抹茶などお味も豊富です♪
工房では手作り体験が出来るので
世界に一つだけのクリームパンも♪

住所：千葉県木更津市鎌足2-2-22
TEL：0438-52-0810

p ｍ ★パティスリー・ティアレ

甘さ控えめの濃厚な生クリームは
老若男女、美味しく召し上がれます♪
季節限定的ケーキや
焼き菓子も豊富に揃っていて
一年中楽しめるケーキ屋さん♪

住所：千葉県木更津市幸町2-7-11
TEL：0438-72-0218
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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♪

戸建て物件

65,000円

4DK / 56.18㎡

戸建（木造）

袖ケ浦市横田【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●管理費 なし
●駐車場 1台付(軽自動車区画)

●築年月 1974年7月
●定期借家契約

132,000円

4LDK / 85.29㎡

木更津市高柳3丁目【一般】

●敷金 1ヶ月 礼金 1ヶ月
●管理費 なし
●駐車場 2台付
●築年月 2022年6月
●普通借家契約

180,000円

5SLDK / 234.81㎡

木更津市真舟4丁目【専任】

●敷金 2ヶ月 礼金 1ヶ月
●管理費 なし
●駐車場 5台付
●築年月 1984年1月
●定期借家契約

74,000円

6DK / 135.00㎡

木更津市菅生【一般】

●敷金 1ヶ月 礼金 1ヶ月
●管理費 なし
●駐車場 1台付
●築年月 1967年1月
●普通借家契約

戸建（木造）

144,000円

3LDK / 77.45㎡

戸建（軽量鉄骨造）

袖ケ浦市今井2丁目【一般】

●敷金 なし 礼金 なし
●管理費 なし
●駐車場 3台付
●築年月 1989年1月
●定期借家契約

100,000円

4SLDK / 154.43㎡

戸建（木造）

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

※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。

1F

2F

1F

2F

DIY可能物件(現状入居)
建物増築未登記箇所有

1F

2F

1F

2F

戸建（木造）

1F

2F

1F

2F

戸建（木造）

天吊りプロジェクターと
電動スクリーン設置済み🎵

新築



42,000円~

1K / 24.81㎡

アパート（軽量鉄骨造）

木更津市清見台南1丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 4,000円
●駐車場 3,000円
●築年月 1995年11月
●定期借家契約

50,000円

1K / 32.65㎡

アパート（木造）

木更津市請西東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 2001年8月
●定期借家契約

喫煙不可のお部屋です

54,000円

1K / 17.07㎡

アパート（木造）

木更津市中央3丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 3,000円
●駐車場 なし(近隣でお探しください)

●築年月 2020年8月
●定期借家契約

インターネット無料♪

「なるべく毎月の初期費用を抑えたい」という方に
オススメしたいひとり暮らし向け物件！

26,000円

1K / 14.90㎡

袖ケ浦市福王台4丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 なし
●駐車場 4,000円(近隣)
●築年月 1991年6月
●定期借家契約

アパート（木造）

※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。

賃貸物件

35,000円

1R / 19.63㎡

アパート（木造）

木更津市太田4丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 3,000円
●駐車場 3,000円
●築年月 1996年3月
●定期借家契約

ご存知ですか？
富津産の「牡蠣」のことなんです。
この牡蠣、身入りが良く肉厚・濃厚な味わいと大評判。
富津と言えば海苔の養殖で有名ですが、
ここ数年は地球温暖化などの影響で不漁が続いており
そこで始まったのが 牡蠣の養殖！
年間を通じて美味しく食べられる “江戸前オイスター”
みなさまのお近くでも食べられるお店が続々と増えています！
ぜひ召し上がってみてくださいね♪

※e-style設置店の Reverse Cafe さんでも
美味しい牡蠣が食べられますよ！

インターネット無料♪



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

48,000円

1LDK / 40.15㎡

アパート（鉄骨造）

木更津市高柳【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 なし
●駐車場 1台付
●築年月 1999年2月
●定期借家契約

56,000円

1LDK / 45.72㎡

木更津市太田3丁目【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 2,000円
●駐車場 4,400円
●築年月 2006年5月
●定期借家契約

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）

※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。

賃貸物件

アパート（木造）

63,000円

2DK / 39.93㎡

アパート（木造）

木更津市清見台東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5月
●定期借家契約

47,000円

2DK / 39.60㎡

木更津市請西【専任】

●敷金 なし 礼金 なし
●共益費 なし
●駐車場 1台付
●築年月 1993年5月
●普通借家契約

アパート（木造）

インターネット無料♪

ペット可(小型犬・猫)



68,000円

2LDK / 50.04㎡

アパート（軽量鉄骨造）

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 3,000円
●築年月 2004年7月
●定期借家契約

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！

80,000円

2SLDK / 67.32㎡

木更津市清見台東1丁目【専任】

●敷金 2ヶ月 礼金 1ヶ月
●共益費 4,000円
●駐車場 1台付
●築年月 2013年3月
●定期借家契約

メゾネット（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

※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。

賃貸物件

75,000円

3LDK / 67.18㎡

マンション（鉄筋コンクリート造）

袖ケ浦市蔵波台7丁目【専任】

●敷金 1ヶ月 礼金 なし
●共益費 3,000円
●駐車場 1台付
●築年月 2003年3月
●普通借家契約

1F 2F

55,000円

3DK / 53.00㎡

木更津市清見台東1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 1993年3月
●普通借家契約

1F 2F

アパート（軽量鉄骨造）

48,000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♪



面
積

■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
■備考 現況有姿販売・契約不適合責任免責

中古戸建 山滝野
上総小学校まで、約5.5ｋｍ 750万円

土地 223.11㎡
建物 105.99㎡

１F

緑に囲まれたスローライフを送りたい方に・・・！

■所 在 地 袖ケ浦市野里
■交 通 JR久留里線東横田駅より約3.2km
■地 目 宅地
■築 年 月 昭和50年6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・汲み取り
■学 区 平岡小学校・平川中学校
■その他制限 景観法・文化財保護法
■間取り 4LDK
■備考 現況有姿・契約不適合責任免責

私道持分35㎡有

中古戸建 野里
平岡小学校まで、約700ｍ 680万円

土地 188.79㎡
建物 90.25㎡

面
積

自然に囲まれた閑静な住宅地！
庭にはブルーベリーや柿の木があります♪

１F

中古戸建 川原井
平川中学校まで、約6.1ｋｍ 450万円

土地 111.49㎡
建物 90.25㎡

面
積

南道路の陽当たり良好物件です！
姉崎・袖ケ浦ICまで約3.0ｋｍ

■所 在 地 袖ケ浦市川原井
■交 通 JR内房線姉ヶ崎駅より約8.1km
■地 目 宅地
■築 年 月 平成3年2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 幽谷・平岡小学校／平川中学校
■その他制限 景観法
■間取り 4LDK
■備考 現況有姿・契約不適合責任免責

私道持分25㎡有

１F

※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

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。

土地
ほたる野1丁目

南清小学校まで、約1.2ｋｍ

■所 在 地 木更津市ほたる野一丁目
■交 通 JR久留里線上総清川駅より約2.9km
■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 南清小学校・清川中学校
■その他制限 景観法・宅造法
■備考 契約不適合責任免責／現況有姿販売

水道加入負担金要／地区計画
角地緩和による建ぺい率+10％

200坪以上の角地物件！高台にあり景色が良い場所です。

6,380万円
697.17㎡
（210.89坪）

面
積

土地
金田東1丁目

金田小学校まで、約2.0ｋm

■所 在 地 木更津市金田東一丁目
■交 通 JR内房線袖ケ浦駅より約4.1ｋｍ
■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・都市ガス・公共下水
■学 区 金田小学校・金田中学校
■その他制限 景観法・第一種高度地区・地区計画有
■備考 実測売買

金田バスターミナル、アウトレットが徒歩圏内です！

2,950万円
約194.80㎡
（58.92坪）

面
積

土地
羽鳥野2丁目

八幡台小学校まで、約400m

■所 在 地 木更津市羽鳥野二丁目
■交 通 JR内房線木更津駅より約6.1km
■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・公共下水
■学 区 八幡台小学校・波岡中学校
■その他制限 景観法・宅造法・地区計画有
■備考 現況有姿・契約不適合責任免責

角地緩和による建ぺい率+10％
水道メーター加入負担金要

小学校まで徒歩5分！南向き角地につき日当たり良好！

A区画1,500万円
B区画1,350万円

A区画210.16㎡
B区画190.85㎡

面
積

専任

専任

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。

土地
祇園3丁目

祇園小学校まで、約500m

■所 在 地 木更津市祇園三丁目
■交 通 JR久留里線祇園駅より約1.0km
■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 祇園小学校・木更津第三中学校
■その他制限 景観法・宅造法・絶対高さ10ｍ

都市再生特別措置法
■備考 現況有姿・契約不適合責任免責

建築条件はございません！ゆとりのある131坪の土地！

2,620万円
433.74㎡
（131.20坪）

面
積

古家付
土地

請西4丁目

請西小学校まで、約900m

■所 在 地 木更津市請西四丁目
■交 通 JR内房線木更津駅より約2.9ｋｍ
■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 50％ ■容 積 率 100％
■供給設備 公営水道・都市ガス・公共下水
■学 区 請西小学校・太田中学校
■その他制限 景観法・農地法・都市再生特別措置法
■備考 現況有姿・契約不適合責任免責

私道(82㎡)持分2分の1

近隣に商業施設が多くて便利♪住環境良好です！

2,480万円
332㎡

（100.43坪）

面
積

土地
羽鳥野1丁目

八幡台小学校まで、約1.2ｋm

■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・公共下水
■学 区 八幡台小学校・波岡中学校
■その他制限 景観法・宅造法・都市再生特別措置法

地区計画・ガケ条例
■備考 現況有姿・建築条件無し・契約不適合責任免責

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

お好きなハウスメーカーで建築できます！

2,480万円
349.24㎡
（105.64坪）

面
積

専任

専任

専任



※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。

土地
請西東3丁目

請西小学校まで、約1.0ｋｍ

■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・公共下水
■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

眺めの良い高台に立地♪人気の請西エリアです。

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

古家付
土地

真舟2丁目

真舟小学校まで、約110m

■所 在 地 木更津市真舟二丁目
■交 通 JR内房線木更津駅より約3.3km
■地 目 山林
■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
■備考 現況有姿・契約不適合責任免責

未登記の倉庫有

請西イオンタウンが近く、お買い物に便利！

1,080万円
175㎡

（52.93坪）

面
積

古家付
土地

横田

中川小学校まで、約650m

■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・公共下水
■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☆

850万円
809.91㎡
（244.99坪）

面
積

専任

専任

専任



〒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

Campaign♪

購入をご希望のお客様へご紹介する物件がございません！
物件が不足しております！

木更津で遊んだあとは、
地域密着のｅｐｍ不動産へ相談してみよう！
便利な QRコード でも相談ができるね♪

ｅｐｍ不動産では、ご売却物件を募集中です！
☆土地 ☆戸建 ☆アパート など、お気軽にご相談ください♪

ご売却を検討されているお客様、、、
ｅｐｍ不動産では、Campaign 開催中です！

当社と専任媒介契約を締結し、ご成約となった場合、
商品券をプレゼントいたします。
※詳細は、営業スタッフまでご確認ください。

≪お客様とｅｐｍ不動産とのお約束≫

①査定は無料です。

②迅速に対応いたします。

③秘密は必ず守ります。



お家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

無料見積りへGO!! ０４３８ｰ９８ｰ９９００

よくある水漏れ修理!
最近水道代が高くなっていませんか?

気付かないところで少しずつ漏れてる
可能性があります!!!

このような場所から
水漏れしていませんか？
放置してしまうと
他への不具合に
なったりします

水栓本体を水がつたい
配管が腐食する

収納内にカビが発生する
板が腐ってしまうなど
大きな出費に

繋がりかねません

エコタイプ
シャワータイプ
タッチレス

色々なタイプがあります

是非ご相談ください！！







💛 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：2023年3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：2023年3月末日 ※他券・他サービス併用不可

💛 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：2023年3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

設置店様ご紹介ページ
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。

💛 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：2023年3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



💛 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：2023年3月末日 ※他券・他サービス併用不可

💛 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：2023年3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：2023年3月末日 ※他券・他サービス併用不可

💛 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：2023年3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：2023年3月末日 ※他券・他サービス併用不可

要予約



店舗案内

木更津・袖ケ浦・君津・富津周辺エリアの

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！

千葉県知事免許（5）第14272号
（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

資産運用・賃貸管理・建物管理等お気軽にご相談ください！

■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/

【木更津本店】
住所：千葉県木更津市東太田4-3-7
TEL： 0438-98-6300(代表)

【袖ケ浦店】
住所：千葉県袖ケ浦市福王台2-1-7
TEL： 0438-63-9900

【LOGWAY BESS木更津】
住所：千葉県木更津市金田東6-36-4
TEL： 0438-42-1511

住所：千葉県木更津市東太田4-3-7
TEL： 0438-98-9900

0438-97-6301(賃貸直通)
0438-97-6306(売買直通)


