売 却 物 件求めてます! !

貴方の住まいを求めている
お客様の声をお聞き下さい!!

豊中市︻一戸建・売土地︼

以下の条件でお探しのお客様が弊社にて待機中です!!

豊中市︻マンション︼
吹田市︻一戸建・売土地︼

上新田周辺

新千里西町周辺

宮山町周辺

第十一中学校区エリア

■
「上新田」の分譲マンションに家族
4 人で暮らしています。子供が大きく
なり、手狭となってきた為、学校区
を変えず、近隣で一戸建に住替えを
決 意しました。築 20 年 以 内 の４
LDK 以上を探しています。

■現在、
「新千里西町」の借家に居
住中の方が、年齢的に長期の住宅ロ
ーンを借りれる期間を知り、自宅を購
入する決意しました。
「新千里西町」
の住環境が気に入り、
「新千里西町」
にて一戸建を希望しております。

■奥様の実家の「宮山町４丁目」近く
で、築 10 年以内の中古戸建か、新
築用地の土地を探しております。入居
時期は売主様のご都合に合わせること
は可能です。出来れば、
「宮山町１丁目、
4 丁目」の春日神社周辺が希望です。

■豊中第十一中学校区限定で南接道の日
当たりの良い新築用地をお探しのお客様
がおられます。敷地面積 50 坪以上の整
形地、出来れば、東南角地が一番の理想
です。解体も視野に入れておりますので、
築年数を問わず、古家付でも構いません。

上新田周辺

新千里南町周辺

ザ・レジデンス豊中限定

■ご主人が出張の多い方で、仕事の都
合上、新大阪・大阪空港へのアクセス
の良い「千里中央駅」周辺で、
３ＬＤＫ・
75 ㎡以上、また、奥様がペットの飼
育を希望されており、ペット飼育可能
のマンションを希望しております。

■現在、
「上新田 2 丁目」にある賃貸
マンションに居住中。子供も住み馴れ
た地域にある「千里ロイヤルマンショ
ン」
「アービング千里中央」
「ヴェリー
ナ千里中央」の３ＬＤＫ、75 ㎡以上、
3 階より上層階を希望しております。

■将来的な資産形成を考え、マンショ
ン購入を検討しております。子供の学
校区を考え、豊中第九中学校区の「新
千里南町周辺」にてマンションを探して
います。３ＬＤＫ以上の日当たりの良い
南向きバルコニーを希望しております。

山田第一小学校区エリア

藤白台限定

佐竹台限定

竹見台・桃山台

■
「佐竹台」にある分譲マンションに
居住中。高齢になった両親を呼び寄
せて「佐竹台」で２世帯住宅を新築
する予定です。130 坪以上の区画限
定で探しています。古家付きでも構い
ません。

■「竹見台」にある賃貸の一戸建に住んで
います。このまま家賃を払い続けるのがもっ
たいないと感じており、持ち家を考えるよう
になりました。今の生活環境をあまり変えた
くないので、「竹見台」
・
「桃山台」限定で
5,000 万円前後の中古戸建を求めています。

「千里中央駅」徒歩圏内

■子供が成長し、今の賃貸マンションでは
手狭になってきたので３０坪程度の土地に４
LDK の戸建住宅を探しています。建築後
20 年くらいまでが希望です。リフォームを考
えているので使用状況は問いませんが、エリ
アは山田第一小学校区内で探しております。

■現在、
「藤白台」にあるマンションを
借りて家族四人で居住中。子供達が大
きくなるにつれ、今の住まいが手狭にな
り住替えを検討中。藤白台小学校内の
「藤白台 2 丁目」
・
「藤白台 4 丁目」エ
リアにある４LDK 以上の一戸建を希望。

吹田市︻マンション︼
箕面市︻一戸建・売土地︼
箕面市︻マンション︼

北千里駅前周辺

南千里駅前周辺

■
「藤白台」の戸建居住中。年齢と共
に一戸建を維持・管理していく事に対
して不安になり、駅前のマンションへの
住替えを決断いたしました。よく利用し
ている「北千里駅」周辺の 80 ㎡前後
の３ＬＤＫを中心に探しております。

■生活環境も整っていて南千里駅に
も近い「ブランズ南千里」「プレミス
ト南千里」「パークホームズ千里佐竹
台」限定でマンション購入を検討して
います。子供も一人いるので３ LDK
以上のお部屋を希望しています。

■主人と高校生の息子が通勤・通学に山田
駅を利用しているので、駅から徒歩１ 0 分圏
内のマンション限定で探しています。専有面積
75 ㎡以上の３ＬＤＫか４LDK を探しています。
車は所有していないので、駐車場は不要です。
予算は 3,000 万円ぐらいで考えています。

■妻の実 家が「小 野 原 西」にあり、
私の実 家が「藤白台」にあるため、
中間地点の「上山田」付近のマンシ
ョン限定で探しています。子供が３人
いるので４ＬＤＫタイプの間取りを熱
望しています。

船場周辺

粟生新家・粟生外院周辺

彩都粟生南周辺

■ご主人が通勤で北大阪急行線を使
っており、平成 30 年に完成予定の
「新
箕面駅（仮）」周辺で新築を希望し
ております。前面道路は多少狭くても
大丈夫ですが、価格を重視しており、
総額 5,000 万円迄でお探しです。

■現在、同棲中のカップルが結婚の条
件として、両親から実家の「萱野」周
辺という条件を付けられ、
「船場西」
を中心に一戸建を探しております。9
月の式場を抑えているため、それまで
に新居を決めたいと考えております。

■豊中市内の賃貸にお住いの方が、第一
子の誕生を機に、実家の「粟生新家」周
辺で新築用地を探しております。予算の
関係上大きな土地の購入は難しいですが、
土地割等、自宅の土地の一部を分割して
売却をして頂きたいと考えております。

■
「彩都粟生南」の分譲マンションに
お住まいのお客様が住替えを検討し
ております。50 坪前後の出来るだけ
整形地の土地を探しております。本
年度内の引越しを希望しておりますの
で、早期の購入を考えております。

グランノア箕面限定

船場周辺

小野原周辺

彩都粟生南周辺エリア

■棟内にスカイガーデンやオーナーズ
サロンがありエレベーターも４機と施
設の充実している「グランノア箕面」
の購入を希望されているお客様が、
弊社にいらっしゃいます。ぜひこの機
会にご売却をご検討ください。

■現在、「船場西 2 丁目」の夫の実
家 に 住 んで います。新 駅 予 定 地・
OASIS が、近くにある「船場西」の「コ
ンドミニアム千里中央」「ニューセン
バハイツ」
「ファミーユ千里西棟」
「千
里ドオル」で探しています。

■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替えを決意しま
した。住環境の良い
「小野原東・小野原西」
で 80 ㎡以上の３ＬＤＫを希望しておりま
す。出来れば、2 階以上で探しています。

■現在、
「彩都粟生南」の賃貸に居住中。
彩都の丘学園への進学を希望され、お
友達も多数お住まいの「ジオ・ブラン
ズ彩都ひだまりの丘」
「ジオ彩都いぶき
の森」限定で探しています。ご予算の
関係上、3,000 万円未満でお探しです。

「新箕面駅（仮）」周辺

登録数 6,611 人
当社に登録いただいているお客様

※平成29年5月12日現在

「山田駅」徒歩圏内

■東豊中小学校にお子様が通学中。敷地
内に約 5500m² の中庭空間があります
「ザ・レジデンス豊中限定」で探しています。
子供が二人いるので、3LDK 以上で探し
ています。
リフォームを考えておりますので、
室内の使用状況は問いません。

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

上山田周辺

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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