
3月末退去予定

駐車場有（￥10,000/月額）

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 アパート

♪インターネット使用料無料！（JCOM：320M）♪ 万
円

！新築！ネット使用料不要！ 万
円

近鉄大阪線
近鉄高安駅 徒歩 12 分

交　通 近鉄大阪線近鉄八尾駅　徒歩7分 交　通 近鉄大阪線　近鉄高安駅　徒歩12分

所在地 八尾市本町5丁目 所在地 八尾市東山本新町7丁目

6.5
なし 礼　金 70,000円

管理費 6,000円 保　険 要加入 共益費 6,000円 保　険 要確認

敷　金 なし 礼　金 80,000円 敷　金

備　考 即入居可 備　考 2023年4月完成予定

【設備】●オートロック●TVモニターイン
ターホン●浴室乾燥暖房機●フローリン
グ●エアコン（１台）●バス・トイレ別●室
内洗濯機置●都市ガス【仲介】

【設備】●フローリング●WICクローゼット
●シューズボックス●TV付インターホン
●エアコン●バス・トイレ別●浴室乾燥
機●暖房便座、シャワートイレ●洗濯機
置場室内●BSアンテナ●高速ネット対
応●独立洗面台●浴室乾燥機●追い
炊き●都市ガス●暖房便座●オートロッ
ク●宅配ボックス【仲介】

37.76㎡ 間取り 1LDK

構　造 RC造 築　年 2021年11月 構　造 RC造 築　年 建築中

面　積 25.09㎡ 間取り 1K 面　積

マンション マンション

周辺環境充実♪ 万
円

ＣＡＴＶインターネット40Ｍ無料 万
円5.4

近鉄大阪線
近鉄八尾駅 徒歩

JR関西線 柏原駅 徒歩 9 分

交　通 関西本線　柏原駅　徒歩9分 交　通 近鉄大阪線　近鉄八尾駅　徒歩5分

所在地 柏原市古町3丁目 所在地 八尾市本町6丁目

5 分 5.3
無 礼　金 5.8万円

共益費 3,000円 保　険 要加入 共益費 5,000円 保　険 加入要

敷　金 なし 礼　金 1ヶ月 敷　金

18.58㎡ 間取り 1R

構　造 S造 築　年 2005年8月 構　造 RC造 築　年 2019年8月

面　積 37㎡ 間取り 1R 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 水道代：月額/2,000円

【設備】●フローリング●対面式キッチン
●バス・トイレ別●エアコン●室内洗濯
機置●床下収納●自転車・バイク置場
【仲介】

【設備】●モニター付インターホン●ＩＨ
クッキングヒーター●都市ガス●シャン
プードレッサー●バス・トイレ別●モニ
ター付オートロック●室内洗濯機置場
【仲介】

3月1日～20日迄別室にて内覧可能

写真は別室となります。

駐車場近隣に有り

（月額/9,000～）



1F

2F

♪敷金・礼金・共益費♪無♪ 万
円

メゾネットタイプ（小型犬飼育可：別途条件有） 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 7 分 6.5
JR関西線

八尾駅 徒歩 4 分 9貸家

交　通 近鉄大阪線　河内山本駅　徒歩7分 交　通 JR関西本線線　八尾駅　徒歩4分

所在地 八尾市東山本町1丁目 所在地 八尾市陽光園2丁目

マンション

なし 礼　金 18万円

管理費 なし 保　険 要加入 共益費 8,000円 保　険 要確認

敷　金 なし 礼　金 なし 敷　金

備　考 備　考 即入居可

【設備】●シューズボックス●独立洗面
台●バス・トイレ別●室内洗濯機置場
【仲介】

【設備】●フローリング●バス・トイレ別
●三面バルコニー●小型犬飼育可（別
途条件有）●駐車場有：￥13,000/月額
【仲介】

61.20㎡ 間取り 3LDKメゾネット

構　造 RC造 築　年 1997年3月 構　造 RC造 築　年 1989年6月

面　積 67㎡ 間取り 2LDK 面　積

マンション マンション

♪最上階♪ペット飼育相談可♪ 万
円

♪ファミリータイプ♪ 万
円8.5

近鉄大阪線
河内山本駅 徒歩

近鉄大阪線
近鉄八尾駅 徒歩 12 分

交　通 近鉄大阪線　近鉄八尾駅 徒歩12分 交　通 近鉄大阪線　河内山本駅　徒歩10分

所在地 八尾市萱振町1丁目 所在地 八尾市東山本町4丁目

10 分 7.3
なし 礼　金 15万円

共益費 5,000円 保　険 要加入 共益費 9,000円 保　険 要加入

敷　金 無 礼　金 1ヶ月 敷　金

構　造 RC造 築　年 2000年4月

面　積 81.16㎡ 間取り 4LDK 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 備　考 駐車場有り：月/11,000円

【設備】●洗濯機置場(室内)●バス・トイ
レ別●独立洗面台●室内洗濯機置場●
シューズボックス●ＴＶ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ【仲
介】

【設備】●オートロック●宅配BOX●該
当物件2階以上●防犯カメラ●エレベー
ター1基●室内洗濯機置場●バス・トイ
レ別●光ファイバー●管理人（日勤）【仲
介】

65.78㎡ 間取り 3LDK

構　造 RC造 築　年 1995年5月


