住まいの伝言板
豊中市【土地・戸建】

39

VOL.

豊中市【マンション】

向丘周辺

新千里西町周辺

■子供が来年の春、幼稚園を卒園するの

■ペットを飼育されておりペットの飼育が可

を機に、マイホームの建築を検討してい

能で、住環境が気に入っている「新千里西

ます。休日には野畑南公園にて親子で遊

町」の「千里中央アインス」
「ディーグラフ

んでいるので、野畑南公園からの距離も

売却物件求めてます!!
吹田市【土地・戸建】

「北千里駅」周辺

吹田市【マンション】

貴方の住まいを求めている
お客様の声をお聞き下さい!!

箕面市【土地・戸建】

箕面市【マンション】

上山田周辺

第六中学校区内

小野原東周辺エリア

■大阪市内から北摂に住み替えを検討し

■「上 山 田」周 辺 で「小 野 原」に も 近 い

■現在、
「粟生間谷西」の賃貸マンショ

■
「小野原東」の賃貸マンションにお住

ています。阪急北千里駅に近い「青山台」

2,500 万円前後の中古分譲マンション限定で

ンに居住中。子供が大きくなってきたの

まいのお客様が現在、賃貸マンションに

「藤白台」限定で 9,000 万円前後の築

探しています。立地と予算で考えた結果、「北

で、現在の賃貸マンションが手狭になっ

居住中。今後しばらくは転勤がないため、

ォート千里中央」
「ヴィークコート新千里西

15 年程度 4LDK 以上の中古一戸建を探

千里アーバンライフ」「グランドール北千里」

たので、箕面市第六中学校区内で４LDK

家族を呼び寄せようと思います。住環境

近い、「向丘」のエリアで土地の広さは

町」限定で探しています。予算は 4,000

しています。出来れば駐車場 2 台を希望

「北千里パークスクエア」が予算に納まり、雰

タイプの中古戸建を探しています。リフォ

の気に入った「小野原東」にて 70 ㎡以

45 坪程度を希望しています。古家付き

万円前後で考えています。リフォームを考え

します。リフォーム等も考えているので築

囲気的にも気に入っています。3LDK で 70

ームも検討していますので、築年数が経

上の３ LDK タイプのマンションを探して

でも構いません。

ているので使用状況は問いません。

年数・使用状況も問いません。

㎡以上の 3 階以上のお部屋を希望しています。

過していても構いません。

います。

上野西周辺

豊中第十一中学校区

箕面 1 丁目〜 6 丁目限定

新駅周辺エリア

■先月子供が生まれ、仕事の都合で、奥様の実

■現在、少路駅前の賃貸マンションに居住中

■妻 は 通 勤 で「阪 急 線」が 利 用でき、

■
「古江台」で夫婦二人一軒家に暮らし

■来年の 3 月に結婚式があるので、それ

■2020 年完成予定の新駅『新箕面駅

家に子供を預けることが多くなると思いますので、

です。住環境の変わらない近隣、駅徒歩５分

私は車で中央環状線が利用できる「津雲

ておりましたが、二人には広すぎるので

に合わせて奥様の実家近くの「箕面市箕面

（仮）』『新船場駅（仮）』の徒歩 10 分

奥様の実家がある「上野西 1 丁目」周辺で土地

以内にて建築後１０年前後のマンション「エ

台」「佐竹台」にある築 15 年以内で車

北千里駅近くの中古マンションに住み替

1 丁目〜 6 丁目」で新居を建築する予定

圏内にてマンションを探しております。

をお探しです。予算の都合上、大きな土地は購入

スリード豊中少路」「アリスト豊中少路」「セ

庫 2 台駐車可能な、広い庭付きの中古

えを考えています。候補としては「ヒルズ

です。道路の高低差のあまりない整形地

70 ㎡以上の３ＬＤＫ、築 15 年以内を

できませんが、建築費用込みの総額 5,000 万円

ーリオ豊中・少路」「ディークラディア豊中少

戸建を検討しています。室内の状況にも

北千里古江台」か「ジオ北千里藤白台」

150 ㎡以上の土地を探しております。古家

希望しております。なるべく早めの転

前後で「上野西 1 丁目」「上野西 2 丁目」「上野

路」「豊中ロジュマン少路」「ルイシャトレ豊

よりますが、予算 8,000 万円を上限に

の眺望の良い部屋を求めています。

付でも構いません。新居で新婚生活を始め

居を希望しております。

西 3 丁目」
「上野西 4 丁目」限定で求めています。

中少路駅前パークサイド」を探しております。

求めています。

東豊中町周辺

新千里東町周辺

■住環境の良い「東豊中町」への住み替え

■お子様が東丘小学校に通学中、お子

■千里ニュータウン内の「藤白台」にあ

を検討しています。近隣のスーパーのマルヤ

様の友人関係を考えて東丘小学校区の集

ス東豊中店やコープ東豊中店へ、徒歩圏内
で行ける範囲で中古戸建を探しております。

「阪急千里線」沿線

「北千里駅」周辺

たいのでなるべく早く土地を決めたいです。

「藤白台」限定

「青山台小学校」区内

萱野小学校区内

グランノア箕面限定

■現在、大阪市内の賃貸マンションに居

■現在、
「船場東」の賃貸マンションに居

■
「コーヨー 箕面店」
「いかり 箕面店」
「サ

る新築用地を求めています。土地面積は

住中です。来年、子供が小学校に入学す

住中。第二子の誕生を控え、新居を建築

ンディ 箕面東店」と近隣の買い物施設

合住宅で探しています。
「メゾン千里」
「ロ

ゆったりとした 100 坪程度で間口が南

るので教育環境の事を考え「青山台」の

する事にしました。
「萱野東小学校区」内

が充実している「グランノア箕面」限定

ーレルコート新千里東町あかしやの丘」

向きの土地を探しています。設計プラン

「ローレルコートアトレ千里青山台フォレ

で、４５坪前後の土地を探しています。古

で 75 ㎡前後の物件を求めています。子

も完成しているので、更地がなければ、

スト館・ブライト館」の購入を決意しま

家付きでも構いません。子供の安全を考

供がまだ小さいので低層階を希望します。

古家付きでも構いません。

した。出来ればすぐに入居したいので状

え交通量の少ない道路、また日当たりを

予算の関係上、リフォーム済か室内を丁

態が綺麗なお部屋を求めています。

考え、南接道の整形地を希望しています。

寧にお使いのお部屋を希望します。

彩都粟生南限定

コスモ箕面ガーデンフォルム

室内のリフォームは考えていませんので、築

「ジオメゾン新千里東町」の眺望の良い

10 年以内で、間取りは 3LDK 以上の物件

高層階を希望しています。夏休み迄の入

を求めています。予算は 5,000 万円迄です。

居を希望しています。

新千里北町周辺

上新田周辺

■現在、千里中央駅前の賃貸マンション

■仲のいい友達夫婦が「ステイツ千里中央」

■海外赴任中の弟夫婦が来年の３月に帰

■大阪市内のアパートに夫婦二人で暮ら

■現在、
「彩都」にある分譲マンションに

■「粟生外院」の賃貸アパートに居住中

にお住いのお客様で、ペットの飼育が可

に居住中。家族間で頻繁に交流があるので、

国する事が決まり、新築用地を求めて実

しています。今年の 11 月に赤ちゃんが

居住中。今の家を売却し、
「彩都粟生南」

のお客様が、お住み替えを機に築年数

能で大きなお庭のある、一戸建をお探し

この際近くのマンションに引っ越すことに決

家近くの「青山台」限定で、150 坪前

生まれるので北摂に移り住みたいと思う

限定で新築を建てようと決意しました。

の浅い「コスモ箕面ガーデンフォルム」

です。週末には家族でお散歩にも行きた

めました。
「千里中央パークヒルズ」
「プラ

後の土地を探しています。希望は古民家

様になり、4 月に近くの不動産屋さんに

４５坪〜６０坪程度の土地を探していま

で、80 ㎡以上の 2 階以上の物件探し

いので、できれば「新千北町公園」周辺

イムフォート千里中央」
「ステイツ千里中央」

風に改装したいとの事なので、築年数は

案内して頂いたところ「藤白台」の環境

す。土地を分割してご売却していただけ

ています。ご予算の都合上、リフォー

で探しています。

限定で探しています。7 月末の夏休みを利

問いません。

に一目ぼれしました。出来れば 2 階以上

る方も是非ご検討くださいませ。

ム費用があまりかからない物件をご希

「青山台」限定

用しての入居を希望しています。

掲載はほんの一部

急募分 です !!

今回は

ぜひご覧ください !!

無料査定受付中

お気軽にお問い合わせください !!

「藤白台」エリアのマンション

のお部屋を希望します。

登録数 6 , 487 人
当社に登録いただいているお客様

※平成29年4月21日現在

望されています。

関西不動産販売株式会社

無料査定のお申し込みはコチラから!!
みのお北千里店

●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
〒562-0032 大阪府箕面市小野原西4丁目10番11号 営業時間／AM9:00〜PM6:00

Tel.

072-728-0040

■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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