売 却 物 件求めてます! !
高 槻 市

貴方の住まいを求めている
お客様の声をお聞き下さい!!

売却
関西
エリア

【 一 戸 建・売土地】

寿町一丁目 1〜21 番
寿町二丁目 1〜21 番
栄町一丁目
栄町二丁目 1〜18・31〜51 番
栄町三丁目 1〜12 番
川添一丁目エリア

『寿栄小学校区』限定

■
「寿栄小学校」に通っている子供がいるので「寿

町一丁目・二丁目」「栄町一丁目〜三丁目」「川
添一丁目」限定で、間取りが３ LDK 以上で土地
面積２５坪以上の一戸建てを探しています。

■現在、「栄町住宅」に居住中。買物施設が多

く生活利便な「寿町一丁目・二丁目」「栄町一
丁目〜三丁目」「川添一丁目」限定で、３０坪程

桜ヶ丘北町、桜ヶ丘南町、登美の里町
富田町一丁目1〜10番、西五百住町
東五百住町一丁目1〜16･18番
東五百住町二丁目1〜5･21〜28･
30〜37番、東五百住町三丁目
エリア 『五百住小学校区』限定

二丁目」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室内の使用状況は問いませ

ん。

■
「川添一丁目」に実家があります。
「寿町一丁目・
二丁目」「栄町一丁目〜三丁目」で建築後１０年

以内の一戸建てを探しています。間取りは問いま

せん。

深沢町一丁目･二丁目
大塚町一丁目〜三丁目
深沢本町エリア 『南大冠小学校区』限定

■
「南大冠小学校区」内で「深沢本町」「深沢町

一 丁目・二 丁目」の角地 限 定で探しています。
土地の大きさや間取りは問いません。

■現在「大塚町一丁目」に居住中。「大塚町一

丁目・二丁目・三丁目」で建築後 10 年以内の

４LDK タイプの間取りで探しています。土地の大
きさは問いません。

■現在「大塚町二丁目」の賃貸マンションに居

の３５坪以上の土地を探しています。古家付きで

も構いません。

■実家が深沢団地で、結婚を機に実家の近くに
帰ることにしました。実家から近い
「深沢本町」
「深

沢町一丁目・二丁目」で３０坪前後の築の浅い
物件を探しています。間取りは問いません。

赤大路町、富田丘町、大畑町
北昭和台町、富田町一丁目エリア

『赤大路小学校区』限定

■現在、駅前マンションに居住中。娘夫婦が住

む家を「赤大路町」「富田丘町」「大畑町」限定

で探しています。室内全面改装をするので、室内
の使用状況は問いません。

■現在居住中の社宅を出て、住環境を変えずに、

「北昭和台町」「富田町一丁目」で家を建てよう

と検討しています。土地面積 35 坪以上希望。
古家付きでも構いません。

■子供が「赤大路小学校」に通っています。学

校区である「赤大路町」
「富田丘町」
「大畑町」
「北

昭和台町」「富田町一丁目」限定で、土地面積

希望です。

限定で、間取りが４ LDK 以上、土地面積４０坪

■富田団地に家族３人で居住中です。子供の成長

４LDK タイプの一戸建てを探しています。

以上の一戸建てを探しています。

に伴い家が手狭になってきました。建坪３０坪位

■駅から徒歩圏内、近くに生活施設が多い「松原

■
「昭和台町一丁目・二丁目」で一戸建てを探し

の一戸建て住宅への転居を考えています。学校区、

町」
「南松原町」限定で３０坪程度の土地を購入し、

ています。室内全面改装する予定なので室内の使

住環境が変わらない「牧田町」限定で探していま

新居の建築を考えています。古家付でも構いません。

用状況は問いません。

す。

■沢良木住宅に住んでいます。そろそろ自分の家を

■現在居住中の住まいが手狭になった為、「昭和

■
「牧田町」内で一戸建てを探しています。室内

持ちたいと思い「明野町」
「永楽町」
「沢良木町」
「千

台町一丁目・二丁目」「富田町二丁目〜六丁目」

全面改装する予定なので室内の使用状況は問い

徒歩２０分圏内の一戸建てを探しています。できる

代田町」「松原町」「南松原町」限定で探していま

で３５坪〜４５坪程度の土地を購入し家を建てよ

ません。

だけ築の浅い物件を強く求めています。

すが適当な物件がなかなか見つかりません。３５坪

うと考えています。古家付きでも構いません。

■玉川小学校に通っている子供がいるので「牧田

■
「桜ヶ丘南町」限定で探しています。前面道路が

程度の土地に３ LDK タイプ以上の間取りの一戸建

■実家が「富田町」にあります。母校の「富田小

町」内限定で、一戸建てを探しています。築年数、

広く、区画の大きい「桜ヶ丘南町」で 50 坪以上

を希望。

学校区」内で、３ＬＤＫ以上の一戸建ての購入を

間取りは問いません。

の土地を探しています。古家付でも構いません。

■
「松原小学校」に通っている子供がいるので、学

考えています。室内全面改装をするので、室内の

■現在「東五百住町三丁目」の賃貸マンションに

校から近い「沢良木町」
「明野町」
「永楽町」限定で、

使用状況は問いません。

居住中。「五百住小学校区」内の４ LDK タイプ限

土地面積３０坪〜３５坪の建築後１５年以内の一

定で探しています。築年数 20 年以内を希望してい

戸建てを探しています。

定で一戸建てを探しています。築年数は問いません。

津之江町一丁目
川西町三丁目、
津之江北町
東五百住町一丁目20〜22･
24〜26･29･30･34〜36･
38･39番
東五百住町二丁目11〜19･38番
エリア 『津之江小学校区』限定

ます。

■母校である「五百住小学校」の周辺で物件を探

しています。スーパーマルヤスからも近く利便性の
ある「登美の里町・東五百住町三丁目」限定で探

しています。３ LDK 以上を希望。土地の坪数は問

緑町、天王町、宮野町
野田一丁目〜三丁目エリア

『北大冠小学校区』限定

■子供の学校区の関係で「北大冠小学校区」限

いません。

柱本新町
柱本一丁目・二丁目・三丁目・
五丁目・六丁目エリア

『柱本小学校区』限定

■家族がＪＲ摂津富田駅を利用するので、駅から
近い「富田丘町」で家を建てようと検討中。土

地面積３０坪以上を希望しています。古家付きで

も構いません。

如是町
津之江町二丁目･三丁目エリア

『如是小学校区』限定

■
「如是小学校区」内の「如是町」「津之江町二

丁目・三丁目」の前面道路が広く陽当たりの良

い物件を探しています。間取り・土地の坪数は問
いません。

■実家が「津之江町三丁目」にあり、実家と同

じ「津之江町三丁目」の土地限定で探しています。
土地の大きさが３０坪前後を希望。古家付きでも
構いません。

■
「津之江町三丁目」の団地に居住中。「津之江

町二丁目・三丁目」の角地限定で探しています。
予算の関係で、室内の使用状況ができるだけ良

夏に第二子が生まれるので、今の住まいが手狭

になることを想定し、新築を建築することを決意

しました。住み慣れた「津之江町二丁目・三丁目」
の 30 坪〜 35 坪前後の土地を探しています。

■
「寿町三丁目」に実家があります。
「芝生町二丁

目・三丁目」「寿町一丁目〜三丁目」で建築後
15 年以内の一戸建てを探しています。間取りは
問いません。３階建てでもＯＫです。

4LDK 以上の間取りを希望。

■現在、「川西町三丁目」の賃貸住宅に居住中。
家が古いので、住み替えを考えています。建築後

町三丁目」限定で３０坪から４０坪程度の一戸建

住環境を変えたくないので、「緑町」で 40 坪以上

15 年以内の一戸建てを探しています。室内全面

てを探しています。築年数は問いません。

の土地を購入して建物を新築する予定です。古家

改装を検討していますので、室内の使用状況は問

■現在、芝生住宅に居住中。
「芝生町二丁目・三

付でも OK です。

いません。

丁目」「寿町一丁目〜三丁目」限定で、間取りが

３ LDK 以上、土地面積３０坪以上の一戸建てを

■現在居住中の住まいが手狭になった為、「芝生

■現在居住中の住まいが手狭になった為、「天王

■15 年程前に、
「東五百住町二丁目」の戸建て

境で、普通車を２台駐車できる家を探しています。

町」で 60 坪以上の土地を購入して新居を建築す

を購入しました。残債もなくなったので、「東五百

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

る予定です。古家付でも OK です。

住町一丁目・二丁目」で土地の購入を検討してい

■
「芝生町二丁目」もしくは「芝生町三丁目」で

は問いません。

■
「宮野町」
に実家があります。実家と同じ
「宮野町」

ます。ハウスメーカーも決まっていますので３０坪

一戸建てを探しています。室内全面改装する予定

■
「柱本小学校区」内で新築一戸建を建てたいと

で建 築 後 20 年 以内の一 戸 建を探しています。

以上の土地限定で探しています。

なので室内の使用状況は問いません。

考えています。ハウスメーカーは決まっており、３

3LDK の間取りが希望です。

■津之江小学校区の、
「津之江町一丁目・津之

０坪以上の土地を探しています。古家付でも構いま

江北町」限定で探しています。築年数は室内の使

せん。

■妻の実家が「川西町三丁目」にあります。子供

■この春、家族が増えることになりました。今の

で車庫付の一戸建を探しています。３階建でも構い

東天川一丁目〜三丁目、藤の里町
天川町、天川新町、日向町
須賀町エリア 『大冠小学校区』限定

用状況によりますが、建築後１５年以内の物件を

が生まれたので、子育ての関係上、妻の実家の近

家では手狭になるので上の子が通う「若松小学校

ません。

■
「大冠小学校区」限定でお探しのお客様が待機

くで、一戸建ての購入を決断しました。４ LDK で

区」内で４LDK の新築が建てられる３０坪以上の

■両親が「柱本六丁目」の一戸建に住んでいます。

中です。100 ㎡以上の土地をご希望されています。

土地面積３０坪以上の一戸建を希望。

実家から近い「柱本二丁目・三丁目・五丁目・六

古家付でも構いません。

■
「柱本新町」の借家に住んでいます。そろそろ自

分の家を持ちたいと思い、今住んでいる「柱本新町」

丁目」で探しています。土地３０坪位の一戸建が希

■現在居住中の賃貸マンションが手狭になった為、

『竹の内小学校区』限定

■実家がある「竹の内町」を中心に「南大樋町」
「大

ます。駐車スペースがあれば３階建でも構いませ

います。「藤の里町」限定で 80 坪以上の土地を熱

■
「南大冠小学校区」内で「深沢本町」
「深沢町

ん。

望しています。古家付でもＯＫです。

一丁目・二丁目」の角地限定で探して居ます。土

■子供の通学や友人関係の兼ね合いで「若松町」

■
「日向町」限定で探しています。土地の大きさは

地の大きさや間取りは問いません。

限定で一戸建てを購入し改装して住む予定です。

問いませんが、建築後 15 年以内の一戸建を探し

■現在「大塚町一丁目」に居住中。
「大塚町一丁目・

家内の希望で全面改装をするつもりですので室内

ています。3 階建でも構いません。

二丁目・三丁目」で建築後 10 年以内の４ LDK

の使用状況は問いません。

は

塚町四丁目・五丁目」「北大樋町」「辻子三丁目」

で３０坪〜４０坪程度の土地を購入して新居を建築

す。土地面積３０坪程度の新築用地が希望です。

■
「藤の里町」で２世帯住宅を建築する予定にして

建を探しています。建物の建築年数は問いません。

竹の内町、南大樋町
大塚町四丁目・五丁目
北大樋町、辻子三丁目エリア

土地を探しています。古家付でも構いません。

深沢町一丁目･二丁目
大塚町一丁目〜三丁目、深沢本町
エリア 『南大冠小学校区』限定

「須賀町」「天川新町」で間取りが 4ＬＤＫの一戸

望です。

探しています。間取りは問いません。

春日町、西冠二丁目、若松町エリア

『若松小学校区』限定

■街路の整った「西冠二丁目」限定で探していま
■実家が「春日町」にあります。
「若松小学校区」
内で、３ＬＤＫ以上の一戸建ての購入を考えてい

タイプの間取りで探しています。土地の大きさは
問いません。

の内町」「南大樋町」「大塚町四丁目・五丁目」「北

唐崎西二丁目、唐崎中一〜四丁目
玉川一丁目、西面中一・二丁目
エリア 『三箇牧小学校区』限定

塚町二丁目」
「深沢本町」
「深沢二丁目」の３５

■定年を迎え東京から息子家族の住む高槻に戻

大樋町」「辻子三丁目」限定で、間取りが３ LDK

■
「唐崎西二丁目」の借家に住んでいます。そろそ

坪以上の土地を探しています。古家付きでも構い

ることにしました。孫が通う柳川小学校付近で一

以上で土地面積２５坪〜３５坪程度の一戸建てを

ろ、自分の家を持ちたいと思い始めてきました。「唐

ません。

戸建住宅を探しています。室内全面改装も考えて

探しています。３階建てでも構いません。

崎西二丁目」「唐崎中一〜四丁目」限定で建築後

■実家が深沢にある団地で、結婚を機に実家の

おりますので、室内の使用状況は問いません。

■
「辻子三丁目」にある物流センターで働いていま

１０年以内の戸建を探しています。３階建でも構い

近くに帰ってくることにしました。実家から近い
「深

■
「柳川町一丁目」か「柳川町二丁目」内で土地

す。勤務地から近い「竹の内町」「南大樋町」「北

ません。

沢本町」「深沢町一丁目・二丁目」で土地面積３

面積 35 坪程度、車が２台駐車できる新築用地を

大樋町」限定で３０坪程度の土地を購入して新居

■
「三箇牧小学校区」内で一戸建てを探しています。

０坪前後の築の浅い物件を探しています。間取り

探しています。広めの道路に接道している物件が

を建築する予定です。古家付でも構いません。

室内全面改築する予定ですので、室内の使用状況

は問いません。

■現在、「大塚町五丁目」にある賃貸マンションに

は問いません。

居住中。生活施設が充実している現環境を変えず

■現在、「玉川橋団地」に居住中。住み慣れた現

する予定です。古家付でも構いません。

■
「竹の内小学校」に通っている子供がいるので「竹

に土地２５〜３５坪程度の一戸建てを希望していま

環境で、普通車を２台駐車できる家を探しています。

す。室内全面改装する予定ですので、室内の使用

土地３０坪以上で建築後 20 年以内の一戸建て希

状況は問いません。

望。

城内町、本町、土橋町
八丁西町、北園町、京口町
大手町、城東町、八幡町、野見町
上本町エリア 『高槻小学校区』限定

中。二世帯住宅で考えているので、
住み慣れた「大

北柳川町、柳川町一丁目・二丁目
西町エリア 『柳川小学校区』限定

希望です。

東和町、大冠町一丁目〜三丁目
辻子一丁目･二丁目、松川町
須賀町 37 〜 56 番エリア

『冠小学校区』限定

芝生町一丁目・四丁目
栄町二丁目 19〜30 番
栄町三丁目 13〜17 番
栄町四丁目、川添二丁目エリア

■実家が「野見町」にあります。母校の「高槻小

■現在「大塚町二丁目」の賃貸マンションに居住

■現在、
「西町」の賃貸住宅に住んでおります。

『芝生小学校区』限定

両親との同居も考え、２世帯住宅建築可能な４０
坪以上の土地を「柳川町一丁目」か「柳川町二

丁目」で探しています。両親が住む「北柳川町」

の家は土地が小さい為、思うような家が建てれま
せん。

■実家が「松川町」にあり、母校である「冠小

■阪急総持寺駅から徒歩で北摂病院に通っていま

学校区」内での１００㎡前後の土地を探していま

す。時間もかかり大変なので「北柳川町」か「柳

す。古家付きでも構いません。

川町一丁目・二丁目」、
「西町」辺りで戸建住宅

■現在「東和町」の戸建てに住んでおり、家が古

を求めています。住みやすい様に改装する予定で

くなってきたので住み替えを考えています。「東和

すので、室内の使用状況・間取りは問いません。

町」に２０年近く居住していたので、住み慣れた

学校区」内で、一戸建ての購入を考えています。

■実家がある「川添二丁目」を中心に「芝生町一

町並みの「東和町」か周辺の「大冠町」
「須賀町」

建築後 20 年以内で、３ＬＤＫ以上の家を探してい

丁目・四丁目」「栄町二丁目〜四丁目」で２５坪か

で築の浅い物件を探しています。３LDK 以上の間

ます。

ら３０坪程度の土地を購入して新居を建築する予

取りを希望。土地の大きさは問いません。

■
「高槻小学校区」内で一戸建てを探しています。

定です。古家付きでも構いません。

■現在「大冠町三丁目」の賃貸マンションに居住

城南町一丁目〜四丁目
下田部町一丁目、西冠一丁目エリア

『西大冠小学校区』限定

室内全面改装する予定なので室内の使用状況は問

■
「芝生町一丁目」もしくは「芝生町四丁目」で一

中。今の住まいから近い場所で、普通車の車２台

■街路の綺麗な、「西冠小学校区」内で新築を建

いません。

戸建てを探しています。室内全面改装する予定な

駐車可能な駐車スペースがある物件を探していま

てたいと考えています。ハウスメーカーは決まって

■実家がある「大手町」を中心に「城内町」
「本町」

ので室内の使用状況は問いません。

す。室内全面改装を検討しているので、室内の使

おり、８５㎡以上の土地を探しています。

「土橋町」
「京口町」
「大手町」
「城東町」
「八幡町」
「野

■
「栄町二丁目」に実家があります。
「芝生町一丁目・

用状況は問いませんが、間取りは４ LDK が希望

■
「城南町二丁目」か「城南町四丁目」限定で築

見町」「上本町」で３０坪から４０坪程度の土地を

四丁目」「栄町二丁目〜四丁目」「川添二丁目」で

です。

後２０年以内の一戸建てを探しています。室内全

購入して新居を建築する予定です。古家付きでも

建築後 15 年以内の一戸建てを探しています。間

■６年前に「須賀町」に引っ越ししてきました。1

面リフォームしますので、間取り、室内の使用状

構いません。

取りは問いません。３階建てでもＯＫです。

年前に第三子が生まれ、今の住まいが手狭になっ

況は問いません。

■現在、「八丁西町」にある賃貸マンションに居住

■
「芝生小学校」に通っている子供がいるので「芝

たので住み慣れた「須賀町」の４ LDK 以上で土

■子供２人の４人家族では、現在居住中の「下

中。住環境をあまり変えずに土地２５坪〜３５坪程

生町一丁目・四丁目」「栄町二丁目〜四丁目」「川

地の大きさが３０坪以上の築 10 年以内で探して

田部町」の住まいが手狭になってきました。
「西

度の一戸建てを希望しています。間取りは問いませ

添二丁目」限定で、間取りが３LDK 以上で土地面

います。

冠一丁目」で４LDK 位の一戸建が建てられる３０

ん。

積２５坪以上の一戸建てを探しています。

牧田町、
唐崎西一丁目
玉川新町エリア 『玉川小学校区』限定

も構いません。

■結婚を機に住まいを探しています。当面は妻の

一丁目」限定で、間取りが３ LDK 以上、土地面

育った「玉川小学校区」エリアで一戸建を探して

積 25 坪〜30 坪程度の一戸建てを探しています。

好な物件を探しています。

■
「津之江町二丁目」の賃貸に居住中。今年の

『丸橋小学校区』限定

■現在、「緑町」にある賃貸マンションに居住中。

３０坪以上、建築後 15 年以内の一戸建てを探し
ています。

芝生町二丁目・三丁目
寿町一丁目 22〜30 番
寿町二丁目 22〜45 番
寿町三丁目エリア

■現在、「柱本団地」に居住中。住み慣れた現環

住中。二世帯住宅を考えているので、住み慣れ

た「大塚町二丁目」「深沢本町」「深沢二丁目」

和台町一丁目・二丁目」
「富田町二丁目〜六丁目」

■
「五百住小学校区」内で、JR 摂津富田駅から、

度の土地を探しています。

■実家から近い「寿町一丁目」もしくは「寿町

生と４年生の子供がいるので、小学校区の変わら

ない、「松原小学校区」内で建築後 15 年以内の

明野町、永楽町、沢良木町
千代田町、松原町、南松原町
エリア 『松原小学校区』限定

昭和台町一丁目・二丁目
富田町二丁目〜六丁目エリア

『富田小学校区』限定

■
「永楽町」にある賃貸戸建に居住中。小学２年

登録数 6 , 519人
当社に登録いただいているお客様

※平成29年4月26日現在

■現在、
「富田町」の賃貸マンションに居住中。「昭

坪〜３５坪程度の土地を探しています。古家付で

南町一丁目〜四丁目」「下田部町一丁目」「西冠

います。建築後 15 年以内の 3LDK の戸建てが

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!!

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

■現在、
「下田部町」の団地に住んでいます。
「城

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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