
１Ｋ＆１LDK特集♪
近鉄大阪線

近鉄八尾駅 徒歩 ７ 分 5.9

太洋ハウジング株式会社

マンション マンション

★新築★広々8.9帖！インターネット無料！ 万
円

アリオまですぐ！オール電化♪ 万
円

近鉄大阪線
近鉄八尾駅 徒歩 ３ 分

交　通 近鉄大阪線　近鉄八尾駅　徒歩7分 交　通 近鉄大阪線　近鉄八尾駅　徒歩3分

所在地 八尾市本町5丁目 所在地 八尾市光町1丁目

6.2
なし 礼　金 50,000円

共益費 6,000円 保　険 要加入 共益費 5,000円 保　険 要確認

敷　金 なし 礼　金 90,000円 敷　金

備　考 建設中 備　考 即入居可

【設備】●フローリング●バス・トイレ別●
2口コンロ●エアコン●オートロック●防
犯カメラ●宅配BOX【仲介】

【設備】●フローリング●バス・トイレ別●
IHコンロ設置可●独立洗面台●浴室乾
燥機●エアコン●オートロック●防犯カメ
ラ【仲介】

27.75㎡ 間取り 1K

構　造 RC造 築　年 2023年1月 構　造 RC造 築　年 2010年1月

面　積 25.33㎡ 間取り 1K 面　積

マンション マンション

新築♪駐車場空有！ 万
円

リノベ済1LDK！南向き♪ 万
円5.9

JR関西本線
久宝寺駅 徒歩

JR関西線 志紀駅 徒歩 ６ 分

交　通 関西本線　志紀駅　徒歩6分 交　通 関西本線　久宝寺駅　徒歩10分

所在地 八尾市弓削町2丁目 所在地 八尾市太子堂2丁目

10 分 7.2
なし 礼　金 100,000円

共益費 4,000円 保　険 要加入 共益費 8,000円 保　険 要確認

敷　金 なし 礼　金 1ヶ月 敷　金

65.84㎡ 間取り 1LDK

構　造 木造 築　年 2022年9月 構　造 鉄骨造 築　年 1994年6月

面　積 33.77㎡ 間取り 1LDK 面　積

TEL 072-992-1178
八尾市高美町1丁目4番21号

宅建免許番号　大阪府知事（２）第57820号　

FAX　072-992-8667 E-mail：info@taiyo-housing.jp 定休日：毎週水曜日／営業時間　9：00-19：00

備　考 即入居可 備　考 即入居可

【設備】●フローリング●システムキッチ
ン●カウンターキッチン●バス・トイレ別
●温水洗浄便座●オートロック●カメラ
付きインターフォン【仲介】

【設備】●フローリング●システムキッチ
ン●3口ガスコンロ●バス・トイレ別●温
水洗浄便座●防犯カメラ【仲介】



ネット使用料不要♪ 万
円

無料Wi-Fi完備♪南向き！ 万
円

ファミリータイプ（2LDK～）のお部屋です♪
近鉄大阪線

河内山本駅 徒歩
１５ 分 7.6

近鉄大阪線
河内山本駅 徒歩 12 分 8.1

マンション

交　通 近鉄大阪線　河内山本駅　徒歩15分 交　通 近鉄大阪線　河内山本駅　徒歩12分

所在地 八尾市東山本新町8丁目 所在地 八尾市青山町3丁目

マンション

なし 礼　金 1ヶ月

共益費 5,000円 保　険 要加入 共益費 10,000円 保　険 要確認

敷　金 なし 礼　金 100,000円 敷　金

備　考 即入居可 備　考 即入居可

【設備】●フローリング●バス・トイレ別●
システムキッチン●IHコンロ●浴室乾燥
機●オートロック●防犯カメラ●ネット使
用料不要【仲介】

【設備】●フローリング●コンロ付きシス
テムキッチン●バス・トイレ別●独立洗
面台●温水洗浄便座●追い炊き●宅配
BOX【仲介】

56㎡ 間取り 2LDK

構　造 木造 築　年 2021年4月 構　造 RC造 築　年 1995年3月

面　積 50.55㎡ 間取り 2LDK 面　積

マンション マンション

専用庭付き！周辺環境充実♪ 万
円

最上階！20帖超LDK 南向きマンション♪ 万
円6.0

近鉄大阪線
河内山本駅 徒歩

近鉄大阪線 恩智駅 徒歩 ６ 分

交　通 近鉄大阪線　恩智駅 徒歩6分 交　通 近鉄大阪線　河内山本駅　徒歩4分

所在地 八尾市恩智中町3丁目 所在地 八尾市山本町南3丁目

４ 分 14
なし 礼　金 2ヶ月

共益費 10,000円 保　険 要加入 共益費 11,000円 保　険 20,000円/2年

敷　金 なし 礼　金 １ヶ月 敷　金

82.14㎡ 間取り 2LDK

構　造 RC造 築　年 1979年7月 構　造 RC造 築　年 2015年8月

面　積 58.57㎡ 間取り 3LDK+専用庭 面　積

太洋ハウジング株式会社 TEL 072-992-1178
八尾市高美町1丁目4番21号

宅建免許番号　大阪府知事（２）第57820号　

FAX　072-992-8667 E-mail：info@taiyo-housing.jp 定休日：毎週水曜日／営業時間　9：00-19：00

備　考 即入居可 備　考 空室（入居時期：相談）

【設備】●フローリング●コンロ設置可能
●システムキッチン●バス・トイレ別●独
立洗面台●専用庭【仲介】

【設備】●フローリング●3口コンロキッチ
ン●バス・トイレ別●浄水器●独立洗面
台●収納●防犯カメラ【仲介】


