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あなたの不動産を本当に必要な人のために
高 槻 市 エ リ ア

無料査定受付中 !!
・セレッソコート高槻上本町
・プラネ高槻ガーデンライフ ・ルネ高槻
・ブリリア高槻 ・プラネスーペリア高槻
・高槻ロイヤルマンション
■「沢良木住宅」に高齢になる妻の母親がひとりで住んでいる為、
週に 1，2 回は買い物などのお手伝いで茨木市から来ています。
今後の事も考えて、少しでも実家に近いマンションの購入を考えてい
ます。近隣にある「セレッソコート高槻上本町」「プラネ高槻ガーデ
ンライフ」「ルネ高槻」「ブリリア高槻」「プラネスーペリア高槻」「高
槻ロイヤルマンション」で探しています。
■国道１７０号線に出やすく、松原小学校にも近く、買い物施設が
充実している「プラネ高槻ガーデンライフ」か「ルネ高槻」限定で
探しています。
■高槻小学校に子供が通っている為、学校区を変えずに住み替えを
考えています。以前売りに出ていた「セレッソコート高槻上本町」を
夫婦共に気に入りましたが３ LDK タイプだった為、断念しました。
陽当りの良い部屋で間取りが４LDK タイプを強く希望しています。
■「高槻ロイヤルマンション」に居住中。息子夫婦が「高槻ロイヤル
マンション」近隣のマンションへの引っ越しを考えています。「高槻
ロイヤルマンション」「ブリリア高槻」「プラネスーペリア高槻」「ル
ネ高槻」「プラネ高槻ガーデンライフ」限定で探しています。３LDK
タイプを望んでいます。

買い逃しました。階数は問いませんが、専有面積７０㎡以上の物件を
希望しています。「赤大路町」だけではなく、茨木市東太田のマンショ
ンも検討しています。
■現在、「赤大路町」で妻と二人で暮らしています。地方から越してく
る息子夫婦が「実家近くに住みたい」と言ってくれているので、近くに
ある「ツインコート高槻」
「イトーピア高槻赤大路」限定で探しています。
３ＬＤＫタイプを希望しています。

・プロパレス高槻ヴァンコート
・クレアガーデン高槻松風館
・高槻センチュリーマンション
・パスコマンション高槻壱・弐番館
・ファミール高槻フェリーク
・レイセニット高槻グラン・ヴェルジェ
・アーバンビュー高槻アンソレイエ
・プレサンスロジェ高槻プレミア

【 マンション 】

ート」
「コスモ高槻パークステージ」を熱望。間取り・階数は問いません。
■現在、「栄町二丁目」の一戸建てを賃貸で借りています。住環境の
変わらない「エステムコート高槻グラジオス」限定で探しています。階数・
間取りは問いません。

・レスタージュ高槻
・シティハウス高槻城西町
・セレッソコート高槻ゼファー
・グローバル高槻

・プラウドシティ高槻フロントレジデンス
・プラウドシティ高槻シーズンレジデンス

■仲のいい妹夫婦が「レスタージュ高槻」に居住中。家族間で
頻繁に交流があり、子供も高槻小学校に通っているため、学校
区を変えずに済む「レスタージュ高槻」限定で探しています。３
LDK・４LDK の間取りを希望。階数は問いません。
■２年前からずっと「シティハウス高槻城西町」を探しています。
新築分譲マンションの「レ・ジェイド高槻」も検討しましたが、
主要道路沿いのため断念しました。そのため、「シティハウス高
槻城西町」の専有面積８０㎡以上の４LDK タイプを熱望してます。
■「城西町」に実家があり、住み慣れた環境で子育てを考えてい
ます。子供がまだ小さい為、母親に育児の協力をお願いしていま
す。この際、実家の近くへの引っ越しを決断しました。その為、
「城
西町」にある「シティハウス高槻城西町」の３ LDK タイプ限定
で探しています。
■現在、桃園小学校に通っている子供が 2 人います。また、主
人が仕事の都合上、JR や阪急をよく利用しています。主人と子
供のことを考えると条件に合う「セレッソコート高槻ゼファー」
限定で探しています。専有面積７５㎡以上を希望しています。
■現在の住まいからバス停まで時間がかかる為、バス停から近く
利便性の高い「グローバル高槻」限定で探しています。室内全
面改装を検討しているため、室内状況は問いません。

売却 関 西

・モンセーヌ高槻セレシア
・大和サニーハイツ高槻
・サーパス高槻野田
・エンゼルハイムリバーサイド高槻

■第一東和会病院に夫が 1 年通院しています。現在はバスを使って
通院していますが、今後の事を考えると病院の近くにマンションを購
入し通院を楽にしたいと強く考えています。「大和サニーハイツ高槻」
「モンセーヌ高槻セレシア」
「サーパス高槻野田」限定で探しています。
■宮野町に２０年近く住んでいるため、住環境は変えずに住み替え
を考えています。
「大和サニーハイツ」
「モンセーヌ高槻セレシア」
「サ
ーパス高槻野田」限定で探しています。フルリフォームを検討してい
るので、室内状況は問いません。
■「エンゼルハイムリバーサイド高槻」の専有面積が８０㎡以上の３
ＬＤＫタイプか、９０㎡以上の４ＬＤＫタイプ限定で探しています。
階数は問いません。
■「エンゼルハイムリバーサイド高槻」の「Ｂ棟」限定で探しています。
室内全面改装する予定ですので、室内の使用状況は問いません。
■「エンゼルハイムリバーサイド高槻」に実家があります。専用庭の
ある「エンゼルハイムリバーサイド高槻」の１階部分限定で探してい
ます。
■夫婦二人で住む予定の為、「エンゼルハイムリバーサイド高槻」の
専有面積７０㎡台の３ＬＤＫタイプ限定で探しています。

■現在、「プロパレス高槻ヴァンコート」に賃貸にて居住中。住み始め
て 5 年が経過し、子供たちも学校に慣れ、転校はさせたくありません。
同じ学校区で築年数もほぼ変わらない「プロパレス高槻ヴァンコート」
「クレアガーデン高槻松風館」の 4LDK タイプを希望しています。
■先日、結婚したばかりです。現在、主人が京都、私が大阪に勤務し
ています。阪急電車でどちらも通勤可能な高槻市のマンションを新居と
して購入を検討しています。「高槻センチュリーマンション」「パスコマ
ンション高槻」限定で専有面積 65 ㎡前後で探しています。
■「千代田町」の賃貸に居住中です。以前売りに出ていた「アーバンビ
ュー高槻アンソレイエ」を買い逃しました。その事を非常に後悔してい
ます。築年数やエリアがほとんど変わらない「アーバンビュー高槻アン
ソレイエ」「ファミール高槻フェリーク」「レイセニット高槻グラン・ヴェ
ルジェ」限定で専有面積７０㎡前後、５階以上で探しています。
■「松原町」に居住中です。田舎に一人で住んでいる母親を呼ぶため
のマンションの購入を考えています。阪急「高槻市」駅徒歩 10 分圏
内と交通の便も良く、築浅のマンションという条件が他に無いことから
「プレサンスロジェ高槻プレミア」限定で探しています。階数は問いま
せん。

・茨木ガーデンレジデンス
・ツインコート高槻
・イトーピア高槻赤大路
・パームズコート茨木パークホームズ
・ライフフィールドハイム茨木

■「赤大路町」の家電量販店に勤めており、通勤に便利な付近のマン
ションの購入を検討しています。妻の友人が住んでいる「茨木ガーデ
ンレジデンス」限定で探しています。階数・間取りは問いません。
■以前、売りに出ていた「茨木ガーデンレジデンス」の４ＬＤＫタイプ
を買い逃し、とても後悔しています。５人家族の為、４ＬＤＫタイプ熱望。
階数は問いません。
■「三島丘ウエスト３号棟」に居住中。周辺環境が変わらない「茨木
ガーデンレジデンス」限定で探しています。３ＬＤＫタイプ・４ＬＤＫタ
イプを希望しています。
■現在、東太田の賃貸マンションに居住中。気に入る物件があれば早
急に購入を決断しようと考えています。「パームズコート茨木パークホ
ームズ」「ライフフィールドハイム茨木」限定。
■以前売りに出ていた「ツインコート高槻」の１階部分をタッチの差で

【一戸建・売土地】

・摂津マンション ・セレッソコート高槻
・ユニ・アルス高槻 ・ルイシャトレ高槻
・パークスクエア高槻ステーションコート
・ブリリア高槻摂津富田駅前
・ステーシア高槻 ・ジークレフ高槻富田丘
・ユニハイム高槻富田丘
・ユニーブル高槻富田丘
・ラセラ高槻ノースコート・サウスコート
・コスモ高槻センターコート・パークステージ
・エステムコート高槻グラジオス

は

■日々の通勤で、JR 摂津富田駅を利用しています。商業施設が充実し
ている駅前の環境を気に入っているので、「セレッソコート高槻」「パー
クスクエア高槻ステーションコート」「ブリリア高槻摂津富田駅前」「ス
テーシア高槻」「ジークレフ高槻富田丘」「ラセラ高槻ノースコート・
サウスコート」限定で探しています。階数・間取りは問いません。
■第四中学校に通っている娘がいます。部活動で帰りが遅くなる日が
多いので、学校から近い「パークスクエア高槻ステーションコート」「セ
レッソコート高槻」限定で探しています。高い所が苦手なので、３階以
下の低層階希望。
■「大畑町」の施設で働いています。勤務地の目の前にある「ラセラ高
槻ノースコート・サウスコート」「ジークレフ高槻富田丘」限定で探し
ています。３ＬＤＫタイプ・４ＬＤＫタイプ熱望。
■赤大路小学校に通っている子供がいます。学校から近い「ユニハイ
ム高槻富田丘」「ユニーブル高槻富田丘」の購入を希望しています。３
ＬＤＫタイプの間取りであれば、その他条件問いません。
■以前、売りに出ていた「ユニ・アルス高槻」の最上階を一度内覧し
ました。マンションは気に入ったのですが、妻と二人暮らしの為、４Ｌ
ＤＫタイプの間取りは部屋を持て余してしまう可能性を懸念し、見送り
ました。できれば「ユニ・アルス高槻」の３ＬＤＫタイプを希望しています。
■「摂津マンション」に実家があります。実家と同じ「摂津マンション」
限定で探しています。Ｃ棟のエレベーター停止階を熱望。室内全面改装
する予定ですので、室内の使用状況は問いません。
■車通勤の為、国道１７１号線にすぐ出ることができ、食事処やコンビ
ニが近い「ルイシャトレ高槻」限定で探しています。以前売りに出てい
た際に買い逃しているので、３ＬＤＫタイプか４ＬＤＫタイプが売却に出
されることを今か今かと待ちわびています。
■今年の 6 月に結婚予定です。頻繁に利用する阪急富田駅から徒歩１
０分圏内のマンションの購入を急いでいます。「コスモ高槻センターコ

桜井一丁目エリア

東大寺二丁目エリア

■現在居住中の住まいが手狭になった為、
「広瀬一丁目」
で 50 坪〜 80 坪位の土地を購入して新居を建築する予
定です。古家付きでも OK です。
■
「広瀬一丁目」で一戸建てを探しています。室内全面
改装する予定なので建物の築年数は問いません。

■「桜井一丁目」で二世帯住宅を建築する予定です。「桜井一
丁目」で 50 坪以上の土地購入を熱望しています。古家付き
でも構いません。
■「桜井一丁目」で一戸建を探しています。室内全面改装する
予定なので建物の築年数・間取りは問いません。

■「フジ住宅分譲地」内の一戸建限定。室内状況は問いま
せん。同条件でお探しのお客様が弊社にて２組待機中。
■実家が東大寺二丁目にあります。実家と同じ、「東大寺二
丁目」で 30 坪前後の土地を購入し、一戸建を建築する予
定です。ハウスメーカーは決まっているので、土地探しに夢
中になっています。古家付きでも構いません。

広瀬四丁目エリア

桜井四丁目エリア
■「御所の内住宅」内で新築予定。「御所の内住宅」で 40 坪
以上の土地を探しています。古家付きでも OK です。
■「御所の内住宅」で 45 坪〜 60 坪程度の土地を購入して新
居を建築する予定です。他にも同条件でお探しのお客様が弊
社にて４組待機中。

・プラウドシティ高槻ビューレジデンス
・プラウドシティ高槻ステージア

■「プラウドシティ高槻ビューレジデンス」の南西角部屋で、全室窓の
ある「プラウドシティ高槻ビューレジデンス」限定で探しています。間
取り・階数は問いません。
■今年の 1 月に第一子が生まれました。専用庭のあるマンションに憧
れがあり、親友も居住している「プラウドシティ高槻ビューレジデンス」
の「１階部分」限定で探しています。間取りは問いません。
■現在、近くの社宅に住んでおり、5 月に契約が切れるので、マンショ
ンの購入を急いでいます。特に「プラウドシティ高槻ビューレジデンス」
の３LDK タイプの間取りを希望しています。
■実家がある南芥川町から近い「プラウドシティ高槻ステージア」の
専有面積が 75 ㎡前後の間取りで探しています。全面改装を検討して
いますので、室内の使用状況は問いません。
■実家が「プラウドシティ高槻ステージア」にあります。実家と同じ「プ
ラウドシティ高槻ステージア」の 4LDK タイプの間取り限定で探してい
ます。
■妻の妹がプラウドシティ高槻ステージアに居住しており、妻の妹と同
じ「プラウドシティ高槻ステージア」の 3LDKタイプ限定で探しています。

上 牧 ・ 島 本 町 エリ ア

広瀬一丁目エリア

■現在、広瀬四丁目にある賃貸マンションに居住中。住
環境に変化のない、「広瀬四丁目」で 35 坪〜 50 坪位
の土地を購入して建物を新築する予定です。古家付きで
も OK です。
■
「広瀬四丁目」で建物が建築されてから約 15 年以内
の一戸建を限定して探しています。間取りは問いません。

■ペットが飼えるマンションで、特に「プラウドシティ高槻フロントレジ
デンス」の４ LDK タイプで探しています。階数は問いません。同条件
にてお探しのお客様が３組待機中。
■夫婦二人で住むので、２LDK タイプの「プラウドシティ高槻フロント
レジデンス」限定して探しています。専用庭のある「１階部分」を希望
しています。
■妻が洋服をたくさん持っているので、納戸かウォークインクローゼッ
トがある、駅から近いマンションの「プラウドシティ高槻フロントレジデ
ンス」限定で探しています。階数は問いません。
■「プラウドシティ高槻シーズンレジデンス」のリビングが 16 帖ぐらい
で、対面キッチンの部屋を希望しています。専有面積が 75 ㎡前後の
間取りで、室内全面改装を予定していますので、室内の使用状況は問
いません。
■「プラウドシティ高槻シーズンレジデンス」に憧れています。３ LDK
タイプ限定で探しています。「プラウドシティ高槻シーズンレジデンス」
に限定して弊社にて３組のお客様が待機中。
■「プラウドシティ高槻シーズンレジデンス」の陽当たりの良い、南向き
限定して探しています。階数・間取りは問いません。

東大寺三丁目エリア
■東大寺三丁目にある「大同阪急東大寺住宅」内の一戸建
てを探しています。4LDK でお探しのお客様が弊社にて４組
待機中。
■東大寺に妻の実家があり、「東大寺三丁目」で土地面積
50 坪前後の区画限定。古家付きでも構いません。

・ジオコスモ上牧駅前
ブリリアントコート
・エスリード高槻上牧
・エスリード高槻上牧
フロントステージ
・ジオ高槻上牧
・ルイシャトレ高槻上牧
■駅から近く、生活施設が整っている上牧
駅前の環境を気に入っており、
「ジオ高槻
上牧」の購入を考えています。3LDK タイ
プ以上の間取りで５階以上の陽当りの良い
お部屋を希望しています。
■金光大阪中学校に通っている子供がいる
ので、中学校から徒歩 15 分圏内の「エス
リード高槻上牧」「エスリード高槻上牧フロ
ントステージ」
「ルイシャトレ高槻上牧」の
購入を考えています。高い所が苦手なので、
３階以下の低層階を希望です。
■
「上記マンション」限定で探しています。
妻と二人暮らしのため、3LDK タイプの間
取りが希望です。
■実家が神内二丁目にあります。子育ての
関係で実家になるべく近く、「ジオコスモ上
牧駅前ブリリアントコート」限定で探してい
ます。今年の夏に第三子が生まれる予定な
ので、4LDK タイプのお部屋を熱望してい
ます。

・レールシティ高槻ビゴレ
・レールシティ高槻 1 番館・2 番館

■全室６帖以上あり、居住性に優れている「レールシティ高槻ビ
ゴレ」限定で探しています。室内全面改装を予定していますので
室内の使用状況は問いません。
■現在、山手のマンションに居住中。息子が、「レールシティ高
槻ビゴレ」に住んでおり、息子と同じ「レールシティ高槻ビゴレ」
の 3LDK タイプに限定して探しています。予算の問題もあるので
室内の使用状況が良い物件を求めています。階数は問いません。
■現在、近くの賃貸に居住中。結婚を前提に将来を考え、マン
ションの購入を決断しました。「レールシティ高槻ビゴレ」「レー
ルシティ高槻 1 番館・2 番館」の 3LDK タイプに限定して探し
ています。階数や室内状況は問いません。
■南向きで、陽当り良好な「レールシティ高槻ビゴレ」限定で探
しています。間取り・階数は問いません。同条件でお探しのお客
様が弊社にて２組待機中。
■なかなか売りに出ない「レールシティ高槻１番館・２番館」
4LDK タイプの間取りに限定して探しています。同条件でお探し
のお客様が弊社にて 3 組のお客様が待機中。

【 マンション 】
ガーデン水 無 瀬グランリバーＤ棟・Ｅ棟」熱
望！！高い所が苦手なので、３階以下の低層階
で探しています。
■陽当りが良いことを重要視していますので、
バルコニーが全戸南西向きの、「ライオンズガ
ーデン水無瀬グランリバーＢ棟」もしくは、南
に面したＬ字バルコニーがある「Ｃ棟角部屋」
を強く希望します。間取り・階数は問いません。
■「シャリエ水無瀬」に両親が住んでいるので、
実家に近い「シャリエ水無瀬」「サンシティ水
無瀬」
「グランスイート水無瀬」
「メゾン水無瀬」
の購入を考えています。間取り、階数は問いま
せん。
■主人や高校生の子供が通勤、通学に電車を
利用するので、「ライオンズマンション水無瀬壱
番館・弐番館」限定で探しています。専有面
積 60 ㎡以上で 3LDK・4LDK タイプ希望。

・シャルマンコーポ水無瀬
・ライオンズマンション水無瀬第２
・水無瀬青葉ハイツ
・コーポ水無瀬
■現在、広瀬五丁目に居住中。子供たちが巣立
っていった現在の家に妻と二人で住むには広すぎ
るので、付近のマンションへの住み替えを考えて
います。「水無瀬青葉ハイツ」「コーポ水無瀬」
の 2LDK・3LDK タイプ希望。
■以前に青葉三丁目に住んでいたことがあり、現
在は仕事の関係で地方に住んでいます。この度、
二度目の転勤で再度島本町に戻ってくることにな
りました。青葉三丁目の周辺環境が気に入って
いるので付近のマンションを希望しています。「ラ
イオンズマンション水無瀬第２」が第一希望です。
■妻の実家が山崎四丁目で、私の実家が高槻の
五領町なので、中間地点の青葉にある「シャル
マンコーポ水無瀬」限定で探しています。
■以前売りに出ていた「シャルマンコーポ水無瀬」
を購入しようか悩んでいる間に先を越されてしま
い、今とても後悔しています。高い所が苦手なの
で、「シャルマンコーポ水無瀬」の低層棟「４号
棟」・「５号棟」限定で探しています。

売却 関 西

広瀬五丁目エリア

山崎一丁目エリア

■
「広瀬五丁目」で一戸建てを探しています。室内全面
改装する予定なので建物の築年数は問いません。
■現在居住中の住まいが手狭になった為、
「広瀬五丁目」
の 50 坪〜 80 坪の土地を購入して新居を建築する予定
です。古家付きでも OK です。

■山崎に実家があります。「柴田土地分譲地」内の一戸建て
限定で探しています。弊社顧客にて３組のお客様が待機中。
■現在山崎一丁目にある賃貸マンションに居住中。仕事の関
係で JR 山崎駅をよく利用するので、JR 山崎駅まで「徒歩５
分 圏 内」の一 戸 建てを探しています。３人 家 族ですので、
3LDK の間取りで探しています。

江川一丁目エリア

山崎四丁目エリア

■現在、江川住宅に居住中。住環境にあまり変化のない、
「江川一丁目」の一戸建てを限定して探しています。築
年数は問いません。
■現在、水無瀬にある賃貸マンションに居住中。住環境
にあまり変化のない、「江川一丁目」で 30 坪〜 40 坪
位の土地を購入して建物を新築する予定です。古家付き
でも構いません。

江川二丁目エリア

■現在、ライオンズ水無瀬ローレルコートに居住中。住
環境に変化のない「敷島住宅分譲地」内の一戸建てを
限定して探しています。間取りは問いません。同様のお
客様が他に３組弊社にて待機中。
■現在、江川住宅に居住中。５人家族なので「敷島住
宅分譲地」内で間取りが 4LDK の一戸建てを探してい
ます。室内の使用状況は問いません。

高浜一丁目エリア

■
「高浜一丁目」限定で、二世帯住宅を新築予定。「土
地面積 100 坪以上の土地」を探しています。古家付き
でも構いません。
■第四小学校からも近く、阪急水無瀬駅まで徒歩５分圏
内の「高浜一丁目」限定で探しています。新居を建築す
る予定ですので、「20 坪〜 30 坪程度の土地」探しに
夢中になっています。

高浜二丁目・三丁目エリア
■高浜に実家があります。実家に近い
「高浜二丁目」
か
「高
浜三丁目」の「建築後 25 年以内の一戸建て」を購入し、
室内を全面改装する予定です。室内の使用状況は問い
ません。
■
「高浜二丁目・三丁目」にある、「間取りが 3LDK 以
上の一戸建」限定で探しています。築年数は問いません。

■山崎四丁目の「フジ住宅分譲地」内の一戸建限定で探して
います。他にも同様にお探しのお客様４組弊社にて待機中。
■現在居住中の住まいが手狭になった為、「山崎四丁目」で
「30 坪〜 40 坪位の土地」を購入して新居を建築する予定で
す。古家付でも OK です。

水無瀬一丁目エリア

■「水無瀬一丁目」で新築予定。土地面積 60 坪以上の区画
で探しています。古家付きでも構いません。
■「水無瀬一丁目」の「旧阪急分譲地」限定で探しています。
弊社にてお客様が３組待機中。

水無瀬二丁目エリア

■水無瀬二丁目にある「旧大同阪急分譲地」限定で探してい
ます。弊社にてお客様が２組待機中。
■職場の都合上 JR と阪急共によく利用します。2WAY アクセ
スの「水無瀬二丁目」に限定して探しています。室内全面改
装する予定ですので、築年数・室内の使用状況は問いません。

青葉一丁目エリア

■青葉一丁目にある「昭和住宅分」内限定で探しています。
土地の大きさ・間取りは問いません。

百山エリア

■百山にある、旧富士住研分譲地の「カーサ・ディマージ
ュ水無瀬」内限定で探しています。間取り・土地の大きさは
問いません！同条件にてお探しのお客様が弊社にて３組待機
中。
■現在ジオ阪急水無瀬に居住中。百山にある、「大和ハウス
分譲地」内限定で探しています。室内の使用状況は問いま
せん！同条件にてお探しのお客様が弊社にてお客様が３組待
機中。

東上牧二丁目・三丁目エリア

は

■「東上牧二丁目」・「東上牧三丁目」の「旧阪急分譲地」
内限定で探しています。弊社にて待機中のお客様が２組待
機中。
■「東上牧二丁目」・「東上牧三丁目」で土地面積 35 坪〜
45 坪の区画で探しています。古家付きでも構いません。
■「東上牧二丁目」・「東上牧三丁目」で新築を建築予定。
土地面積 50 坪〜 65 坪程度の土地を探しています。古家
付きでも構いません。
■「東上牧二丁目」・「東上牧三丁目」の建築後 20 年以内
の一戸建を探しています。室内全面改装する予定ですので、
室内の使用状況や間取りは問いません。

淀の原町エリア

■上牧駅前にある賃貸マンションに居住中。環境にあまり変
化のない「淀の原町」で建築予定。土地面積 20 坪〜 30
坪前後の区画限定で探しています。、古家付きでも OK です。
■「淀の原町」で新築事業用地を探しています。土地面積は
問いません。敷地内・室内にある残置物は購入者にて処分
させていただく事も可能です。古家付きでも構いせん。
■「淀の原町」で２階建の一戸建て限定で探しています。築
年数は問いません。

青葉二丁目エリア

五領町エリア

■実家が青葉一丁目にあり、区画も大きく住環境もあまり変
わらない「青葉二丁目」で二世帯住宅を考えています。50 坪
以上の土地が売り出されるのを今か今かと待ちわびています。
弊社にてお客様が１組待機中。古家付きでも構いません。
■青葉二丁目に妻の実家があります。妻の実家と同じ「青葉
二丁目」の建築後 20 年〜 30 年以内の一戸建限定で探して
います。室内全面改装する予定ですので、室内の使用状況は
問いません。

■通 勤で 阪 急を使っています。上 牧 駅 に近い 南 向きの
3LDK 以上の戸建住宅か建てられる土地を探しています。
子供の学校の都合もあり、「五領小学校区」限定で探してい
ます。
■「五領町」の府営住宅に住んでいます。近く、出産予定の
ため、近所に気兼ねせずに暮らせる戸建住宅を探しています。
五領小出身なので阪急上牧駅に近い、間取りが 3LDK の「五
領小学校区」内の戸建が希望です。

登録数 6 , 426 人
当社に登録いただいているお客様

※平成29年4月14日現在

・ライオンズガーデン水無瀬
グランリバー
・グランスイート水無瀬
・サンシティ水無瀬
・シャリエ水無瀬
・メゾン水無瀬
・ライオンズマンション水無瀬
壱番館・弐番館

■
「ライオンズガーデン水無瀬グランリバー
Ａ棟」に両親が居住中。仕事の関係で子
供を預けることが多いので、「ライオンズガ
ーデン水無瀬グランリバーＡ棟」限定で探
しています。3LDK タイプ・4LDK タイプ
を希望。階数は問いません。
■現在、水無瀬駅前団地に居住中。去年
の冬に第二子が生まれ、手狭になってきた
ので、専有面積 80 ㎡以上の「ライオンズ

関西不動産販売株式会社

■電力会社に勤めている為、オール電化の「ジ
オ阪急水無瀬」限定で探しています。間取り・
階数は問いません。
■妻の実家が東大寺三丁目にあります。実家
に近い「グリーンエクセル水無瀬」「グリーンコ
ート水無瀬」限定で探しています。階数・間取
りは問いません。
■現在、若山台第四団地に居住中。気に入る
物件があれば早急に購入を決断しようと考えて
います。環境はあまり変えたくなく、「若山台住
宅」「若山台第２住宅」「若山台第３住宅」の
１階・２階・３階限定。夫婦二人暮らしのため
間取りは問いません。
■以前売りに出ていた「ジオ阪急水無瀬」の４
階部分をタッチの差で買い逃しました。階数は
問いませんが、専有面積 75 ㎡以上を希望して
います。
■現在、山崎二丁目で妻と二人で暮らしていま
す。地方から引越してくる息子夫婦が「実家近
くに住みたい」と言ってくれているので、「ユニ
ハイム山崎」「ユニライフ山崎」限定で探して
います。3LDK タイプ希望。

・ライオンズ水無瀬ローレルコート
・ライオンズマンション水無瀬第３
・万葉ハイツ水無瀬

■「ライオンズ水無瀬ローレルコート」限定で探
しています。間取り・階数は問いません。
■仲の良い友達夫婦が「ライオンズ水無瀬ロー
レルコート」に居住中。家族間で頻繁に交流が
あるので、この際近くのマンションに引っ越すこと
に決めました。第一希望は「ライオンズ水無瀬
ローレルコート」ですが、付近のマンションも検
討しています。3LDK タイプ以上の間取りを希望。
■駅や小学校が近い「ライオンズマンション水無
瀬第３」「万葉ハイツ水無瀬」の周辺環境を気に
入っています。できれば高層階を熱望しています。
■「ライオンズマンション水無瀬第３」への住み
替えを決断しました。３人家族なので、3LDK タ
イプ限定で探しています。
■実家が広瀬四丁目にあります。実家に近い「ラ
イオンズマンション水無瀬第３」「万葉ハイツ水
無瀬」の 3LDK タイプ限定で探しています。

無料査定のお申し込みはコチラから!!
高槻店

●仲介部門 ●買取り部門 ●建替え部門 ●リフォーム部門 ●新築分譲部門
〒569-0023 大阪府高槻市松川町21番12号 営業時間／AM9:00〜PM6:00

・ジオ阪急水無瀬 ・ユニハイム山崎
・ユニライフ山崎 ・若山台住宅
・若山台第２住宅 ・若山台第３住宅
・グリーンエクセル水無瀬
・グリーンコート水無瀬

Tel. 072-676-4000

■宅地建物取引業大阪府知事免許(3)第51359号 ■一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会正会員 ■近畿地区不動産公正取引協議会加盟
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