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【小野原特集】以下の条件でお探しのお客様が弊社にて待機中です!!
50 坪以上の土地

小野原東の築 20 年以内の一戸建

イニシア箕面小野原

■現在、共働きをしています。両親に子供を預け
ことが多い奥様の実家「小野原西」限定で築年数
の浅い４ＬＤＫ以上の戸建を探しております。出来
れば、2 台並列で駐車できるスペースが欲しいです。

■住環境の良く、生活施設の整っている「小
野原西」に憧れ購入を決意しました。ハウス
メーカーは決まっているので５０坪以上の土
地を探しております。

■長期出張等、家を空けることが多いので、
妻の実家の「小野原東」周辺で一戸建の購
入を検討しています。建築後 20 年以内で、
4LDK 以上の家を探しています。

■現在、
「小野原」にある賃貸マンションにお住ま
いのお客様がいます。お子様が生まれ家が手狭に
なり住み替えを決意しました。住環境の良い「イニ
シア箕面小野原」
で2 階以上をご希望されています。

50 坪以上の土地

150 ㎡以上の土地

二世帯住宅建築用地

■お子様が「豊川南小学校」に通っているので「小
野原西、小野原東」限定で５０坪以上のなるべく
整形地の土地をお探ししております。建て替えをご
希望されていますので、古家付きでも構いません。

■現在、
「小野原西」の賃貸マンションを借り
て同棲しています。今年の１０月に結婚式がある
ので、それに合わせて住環境の変わらない「小
野原西」で新居の建築を希望しております。

■母親が高齢のため、
「小野原東」か「小野
原西」で 2 世帯住宅用の建築用地を探してお
ります。80 坪以上の整形地を希望しておりま
す。古家付でも構いません。

コスモ箕面小野原メイプルコート
フォルク北千里グランデ
コープ野村ウィンディ北千里
コープ野村北千里

豊川南小学校区の一戸建

二世帯住宅建築用地

■現在、賃貸マンションにお住いのお客様が、住
み替えの為「豊川南小学校区」限定の戸建てをお
探しです。お子様が 2 人おられますので、４ LDK
以上・広めのリビングを強くご希望されています。

■
「粟生外院」の戸建に住んでいます。定年を
迎えられたご両親が「小野原西」環境をとて
も気に入っており、二世帯住宅でご検討中です。
６５坪以上の土地をご希望されております。

箕面小野原パークホームズ一番館
箕面小野原パークホームズ二番館
■奥様のご実家に近い上記のマンションでお
探しのお客様がいらっしゃいます。75 ㎡以上
で 2 階以上をご希望されています。

200 ㎡以上の土地

小野原東 2 丁目・3 丁目周辺

ノースアベニュー箕面おのはら セントポリア箕面

■大阪インターナショナルスクールにお勤めのお客
様が、職場の近隣の「小野原西」限定で新築用
地をお探しです。ゆったりとした建物を建築したい
と思い、200 ㎡以上の土地を求められております。

■近隣の賃貸マンションに住んでいます。
「豊川
南小学校」に通われているお子様がおり、住環
境の変わらない「小野原東２丁目」
「小野原東
３丁目」付近で一戸建を探しております。

■お住み替えをご検討されているお客様が住
環境の良い「ノースアベニュー箕面おのはら」
で 85 ㎡以上の低層階でお探しのお客様がい
らっしゃいます。

特選

小野原西の築 10 年以内の一戸建

今週の 新着情報
豊中市

新千里西町限定 土地・一戸建

■
「新千里西町」の借家にお住いの家族が、
ご高齢の両親と暮らすため、2 世帯住宅用の
70 坪前後の新築用地か築 15 年以内の６Ｌ
ＤＫ以上の一戸建を探しております。
箕面市

吹田市

箕面市

吹田市

大阪大学周辺マンション

■ 大阪大学にお勤めの方が、職場の近く、
徒歩 20 分圏内でマンションを探しておりま
す。単 身 用 ２ＬＤＫの マ ン シ ョ ン を 予 算
1,500 万円でお探しです。

阪急千里線マンション

■現在、
「古江台」の一戸建で娘さんとお住ま
い中の方が、娘さんの結婚が決まり、一戸建
を維持、管理していく事に対し不安になり、駅
前のマンションに住み替えを希望しております。

船場周辺マンション

■大阪市内の賃貸マンションにお住まいの方
が、子供の教育環境・住環境、そして資産
性価値を考え、新駅が出来る「箕面市船場」
周辺に限定しマンションを探しております。

山田東周辺一戸建

■サッカー大好きなカップルが年内に結婚を予
定しており、大好きなガンバ大阪のホームスタ
ジオ周辺で、４ＬＤＫ・車が１台駐車可能な築
20 年以内の中古戸建を探しております。

桃山台駅マンション

■大阪市内の賃貸マンションに居住中の方
が、お子様の出産を機に、桃山台駅徒歩 10
分圏内、築１５年以内、3 階以上の３ＬＤＫ
のマンションをお探しです。

阪急箕面線一戸建

■箕面駅前の賃貸住宅にお住いの方が、近隣にて
中古戸建の購入を検討しております。
３人家族の為、
リビングの広い３ＬＤＫかリビングに和室が隣接し
ている４ＬＤＫの戸建てを希望しております。
吹田市

豊中市

茨木市

彩都西駅マンション

■年齢と共に「粟生間谷」にある一戸建を維持管理して
いく事に対し不安になり、駅前のマンションに住み替えを
希望しております。今通院中の病院の関係上、あまり住環
境を変えたくないので、
「彩都西駅」周辺で探しております。

売 却 物 件 求 ム !!

急募!!
吹田市

藤白台周辺マンション

■6 月にご結婚予定の方が、「藤白台」の奥様の実家周
辺で、3ＬＤＫ以上のマンションを探しており、結婚式ま
でに新居を決めたいと考えてます。仕事が忙しいので、ま
とまったお休みの取れるＧＷに内覧を希望しております。
吹田市

北千里駅周辺土地

■現在、定期借家契約にて借りている分譲マン
ションの期限が迫ってきており、これを機に「北
千里駅」周辺で一戸建の購入を検討しておりま
す。駅徒歩圏内の新築用地を探しております。
豊中市

リバーガーデン千里あかり絵のみち

■大阪市内の賃貸マンションに居住中の方が、お子様
の出産を機に、奥様の実家がある「リバーガーデン千里
あかり絵のみち」限定でお探しです。ある程度のリフォ
ームを考えておりますので、室内使用状況は問いません。
箕面市

新稲周辺一戸建

■「新稲」の賃貸住宅にお住いの方が、犬 1 匹・
猫 2 匹飼育していたところ、家主から近日中に退居
するか、ペットの飼育をやめて欲しいとの通知を受け
ており、近隣にて中古戸建の購入を急いでおります。

■現在、単身赴任のお客様がご家族の為に
住環境の良い上記のマンションをお探しです。

イーストアベニュー箕面おのはら
■現在、共働きをしています。お子様をお預
けするためにご両親がお近くにお住まいの「イ
ーストアベニュー箕面おのはら」の 2 階以上
でお探しです。

■
「小野原東」の賃貸マンションにお住まいの
方が、豆柴（犬）を飼育したく、ペット飼育可
能な「セントポリア箕面」の購入を検討してお
ります。３ＬＤＫ以上をご希望されています。

以下の条件でお急ぎでお探しの
お客様が弊社にて待機中です！
！
吹田市

山田駅周辺マンション

■現在、社宅に居住中の方が、ご主人が単身赴任
した事により、家賃補助が打ち切られる事となり、
転居を急いでおります。子供の学校への通学もあり、
山田駅周辺で３ＬＤＫのマンションを探しております。
豊中市

ジオ千里桃山台

■家族 3 人で賃貸マンションにお住まいの方が、毎
月の家賃 12 万円が勿体無いと思うようになり、マン
ションの購入を検討しています。資産としても残したい
ので「ジオ千里桃山台」の上層階を希望しております。
豊中市

上野東・西周辺

■仕事が忙しく、なかなか内覧が出来ず、自宅
購入を探して数年経過しましたが、年齢的に 8
月までに銀行から融資を受けないと 35 年ローン
を組む事が出来なくなり、購入を急いでおります。
箕面市

コスモ箕面アーバンフォルム

■買替を希望されている方が、現自宅の売却の
目途がたち、買い替え先のマンションの購入を
急いでいます。生活利便の良い「コスモ箕面ア
ーバンフォルム」を希望しております。

「今」求 め ら れ て い ま す 。

貴方のお住まいが

