
        空室情報 2018/9/6

物件名 物件名 物件名 物件名 タイプタイプタイプタイプ ㎡㎡㎡㎡ UB・セパUB・セパUB・セパUB・セパ 号室号室号室号室 敷金敷金敷金敷金 礼金礼金礼金礼金 家賃家賃家賃家賃 共益費共益費共益費共益費 水道代水道代水道代水道代 鍵鍵鍵鍵 引渡し引渡し引渡し引渡し ADADADAD 設備設備設備設備 備考備考備考備考

ノアーズアーク桃谷21ノアーズアーク桃谷21ノアーズアーク桃谷21ノアーズアーク桃谷21 1R1R1R1R     約18㎡約18㎡約18㎡約18㎡ UBUBUBUB     止め止め止め止め     なしなしなしなし     なしなしなしなし 35,00035,00035,00035,000 7,0007,0007,0007,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN     相談相談相談相談     ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 EV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラ

大阪市天王寺区烏ヶ辻1-1-2大阪市天王寺区烏ヶ辻1-1-2大阪市天王寺区烏ヶ辻1-1-2大阪市天王寺区烏ヶ辻1-1-2 1R1R1R1R 約19㎡約19㎡約19㎡約19㎡ セパセパセパセパ 706706706706 なしなしなしなし なしなしなしなし 40,00040,00040,00040,000 7,0007,0007,0007,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN 即入居即入居即入居即入居 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 AC・室内洗濯機パンAC・室内洗濯機パンAC・室内洗濯機パンAC・室内洗濯機パン

SRC造陸屋根9階建　H2.3築SRC造陸屋根9階建　H2.3築SRC造陸屋根9階建　H2.3築SRC造陸屋根9階建　H2.3築 1R1R1R1R 約18㎡約18㎡約18㎡約18㎡ セパセパセパセパ 502502502502 なしなしなしなし なしなしなしなし 43,00043,00043,00043,000 7,0007,0007,0007,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN 相談相談相談相談 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 インターネット無料インターネット無料インターネット無料インターネット無料 06-6345-110006-6345-110006-6345-110006-6345-1100

JR環状線　桃谷　歩1分JR環状線　桃谷　歩1分JR環状線　桃谷　歩1分JR環状線　桃谷　歩1分 1DK（メゾ）1DK（メゾ）1DK（メゾ）1DK（メゾ） 約39㎡約39㎡約39㎡約39㎡ 大型UB大型UB大型UB大型UB *2103呼*2103呼*2103呼*2103呼

ノアーズアーク今里ノアーズアーク今里ノアーズアーク今里ノアーズアーク今里 1R（C）1R（C）1R（C）1R（C） 約2約2約2約20000㎡㎡㎡㎡ UBUBUBUB CATV・防犯カメラCATV・防犯カメラCATV・防犯カメラCATV・防犯カメラ

大阪市東成区大今里西3-14-11大阪市東成区大今里西3-14-11大阪市東成区大今里西3-14-11大阪市東成区大今里西3-14-11 ACACACAC

ALC造5階建　S58.10築ALC造5階建　S58.10築ALC造5階建　S58.10築ALC造5階建　S58.10築 06-6345-110006-6345-110006-6345-110006-6345-1100

千日前線・今里筋線　今里　歩5分千日前線・今里筋線　今里　歩5分千日前線・今里筋線　今里　歩5分千日前線・今里筋線　今里　歩5分 ペット可（小型犬1匹）ペット可（小型犬1匹）ペット可（小型犬1匹）ペット可（小型犬1匹）

シティアーク東淀川　　シティアーク東淀川　　シティアーク東淀川　　シティアーク東淀川　　 1K（南向き）1K（南向き）1K（南向き）1K（南向き） 約20㎡約20㎡約20㎡約20㎡ セパセパセパセパ 406406406406 なしなしなしなし なしなしなしなし 35,00035,00035,00035,000 5,0005,0005,0005,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN 即入居即入居即入居即入居 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 EV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラ 梅田店梅田店梅田店梅田店

大阪市東淀川区菅原2-13-30   大阪市東淀川区菅原2-13-30   大阪市東淀川区菅原2-13-30   大阪市東淀川区菅原2-13-30   1K（南向き）1K（南向き）1K（南向き）1K（南向き） 約20㎡約20㎡約20㎡約20㎡ セパセパセパセパ 505505505505 なしなしなしなし なしなしなしなし 35,00035,00035,00035,000 5,0005,0005,0005,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN 即入居即入居即入居即入居 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 AC・室内洗濯機パンAC・室内洗濯機パンAC・室内洗濯機パンAC・室内洗濯機パン

RC造8階建　H2.3築RC造8階建　H2.3築RC造8階建　H2.3築RC造8階建　H2.3築 1K（南向き）1K（南向き）1K（南向き）1K（南向き） 約21㎡約21㎡約21㎡約21㎡ セパセパセパセパ 301301301301 なしなしなしなし なしなしなしなし 37,00037,00037,00037,000 5,0005,0005,0005,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN 即入居即入居即入居即入居 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 駐輪場（有料）駐輪場（有料）駐輪場（有料）駐輪場（有料） 06-6345-110006-6345-110006-6345-110006-6345-1100

阪急京都線　上新庄　歩15分阪急京都線　上新庄　歩15分阪急京都線　上新庄　歩15分阪急京都線　上新庄　歩15分 1K（南向き）1K（南向き）1K（南向き）1K（南向き） 約20㎡約20㎡約20㎡約20㎡ セパセパセパセパ 706706706706 なしなしなしなし なしなしなしなし 37,00037,00037,00037,000 5,0005,0005,0005,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN 即入居即入居即入居即入居 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月

最上階の広々ルーフバルコニー！！最上階の広々ルーフバルコニー！！最上階の広々ルーフバルコニー！！最上階の広々ルーフバルコニー！！

店舗・事務所店舗・事務所店舗・事務所店舗・事務所 約54㎡約54㎡約54㎡約54㎡ 1階店舗1階店舗1階店舗1階店舗 1A1A1A1A 2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月 2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月 106,920106,920106,920106,920 5,0005,0005,0005,000 検針実費検針実費検針実費検針実費 OPENOPENOPENOPEN 相談相談相談相談 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 商談中商談中商談中商談中 *2103呼*2103呼*2103呼*2103呼

アール新大阪アール新大阪アール新大阪アール新大阪 1LDK1LDK1LDK1LDK 約43㎡約43㎡約43㎡約43㎡ セパセパセパセパ 701701701701 なしなしなしなし なしなしなしなし 93,00093,00093,00093,000 7,0007,0007,0007,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN 即入居即入居即入居即入居 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 EV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラ 梅田店梅田店梅田店梅田店

大阪市淀川区西中島4-6-17大阪市淀川区西中島4-6-17大阪市淀川区西中島4-6-17大阪市淀川区西中島4-6-17 1K1K1K1K 約24.6㎡約24.6㎡約24.6㎡約24.6㎡ セパセパセパセパ 202202202202 なしなしなしなし なしなしなしなし 71,00071,00071,00071,000 7,0007,0007,0007,000 2,1602,1602,1602,160 要TEL要TEL要TEL要TEL 即入居即入居即入居即入居 ☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月 AC・ﾈｯﾄ無料・ＷロックAC・ﾈｯﾄ無料・ＷロックAC・ﾈｯﾄ無料・ＷロックAC・ﾈｯﾄ無料・Ｗロック

RC造8階建　H16.4築RC造8階建　H16.4築RC造8階建　H16.4築RC造8階建　H16.4築 ｵｰﾙ電化・室内洗濯機パンｵｰﾙ電化・室内洗濯機パンｵｰﾙ電化・室内洗濯機パンｵｰﾙ電化・室内洗濯機パン 06-6345-110006-6345-110006-6345-110006-6345-1100

御堂筋線　西中島南方　歩3分御堂筋線　西中島南方　歩3分御堂筋線　西中島南方　歩3分御堂筋線　西中島南方　歩3分 ※鍵交換費用27,000円※鍵交換費用27,000円※鍵交換費用27,000円※鍵交換費用27,000円 呼2103呼2103呼2103呼2103

駐輪場・小型バイク置場（有料）駐輪場・小型バイク置場（有料）駐輪場・小型バイク置場（有料）駐輪場・小型バイク置場（有料） ※202は家具家電付※202は家具家電付※202は家具家電付※202は家具家電付

アール南森町アール南森町アール南森町アール南森町 1K（B）1K（B）1K（B）1K（B） 約22㎡約22㎡約22㎡約22㎡ セパセパセパセパ 1103110311031103 なしなしなしなし なしなしなしなし 56,00056,00056,00056,000 7,0007,0007,0007,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN 即入居即入居即入居即入居 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 EV・AC・防犯カメラEV・AC・防犯カメラEV・AC・防犯カメラEV・AC・防犯カメラ 梅田店梅田店梅田店梅田店

大阪市北区天神橋1-11-4大阪市北区天神橋1-11-4大阪市北区天神橋1-11-4大阪市北区天神橋1-11-4 1K（B）1K（B）1K（B）1K（B） 約22㎡約22㎡約22㎡約22㎡ セパセパセパセパ 203203203203 なしなしなしなし なしなしなしなし 56,00056,00056,00056,000 7,0007,0007,0007,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN 即入居即入居即入居即入居 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 室内洗濯機パン室内洗濯機パン室内洗濯機パン室内洗濯機パン

ALC造11階建　H13.9築ALC造11階建　H13.9築ALC造11階建　H13.9築ALC造11階建　H13.9築 1K1K1K1K 約20㎡約20㎡約20㎡約20㎡ セパセパセパセパ 901901901901 なしなしなしなし なしなしなしなし 53,00053,00053,00053,000 7,0007,0007,0007,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN 相談相談相談相談 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 ﾈｯﾄ無料ﾈｯﾄ無料ﾈｯﾄ無料ﾈｯﾄ無料 06-6345-110006-6345-110006-6345-110006-6345-1100

JR東西線　大阪天満宮　歩6分JR東西線　大阪天満宮　歩6分JR東西線　大阪天満宮　歩6分JR東西線　大阪天満宮　歩6分 1K1K1K1K 約20㎡約20㎡約20㎡約20㎡ セパセパセパセパ 401401401401 なしなしなしなし なしなしなしなし 63,00063,00063,00063,000 7,0007,0007,0007,000 2,1602,1602,1602,160 要TEL要TEL要TEL要TEL 即入居即入居即入居即入居 ☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月 *1104呼*1104呼*1104呼*1104呼

谷町線　南森町　歩6分谷町線　南森町　歩6分谷町線　南森町　歩6分谷町線　南森町　歩6分 ※401は家具家電付※401は家具家電付※401は家具家電付※401は家具家電付

新谷町第2ビル店舗新谷町第2ビル店舗新谷町第2ビル店舗新谷町第2ビル店舗 店舗店舗店舗店舗 約49.73㎡約49.73㎡約49.73㎡約49.73㎡ 店舗店舗店舗店舗 112/115112/115112/115112/115 2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月 なしなしなしなし 270,000270,000270,000270,000 含む含む含む含む 実費実費実費実費 OPENOPENOPENOPEN 相談相談相談相談 ☆15万円☆15万円☆15万円☆15万円 超人気エリア！！！超人気エリア！！！超人気エリア！！！超人気エリア！！！ 梅田店梅田店梅田店梅田店

大阪市中央区谷町7丁目1-39大阪市中央区谷町7丁目1-39大阪市中央区谷町7丁目1-39大阪市中央区谷町7丁目1-39 ※スケルトン貸し※スケルトン貸し※スケルトン貸し※スケルトン貸し

RC造9階建/地下1階　S45.3築RC造9階建/地下1階　S45.3築RC造9階建/地下1階　S45.3築RC造9階建/地下1階　S45.3築 06-6345-110006-6345-110006-6345-110006-6345-1100

地下鉄谷町線　谷町6丁目駅　地下鉄谷町線　谷町6丁目駅　地下鉄谷町線　谷町6丁目駅　地下鉄谷町線　谷町6丁目駅　3333分分分分 飲食店可！飲食店可！飲食店可！飲食店可！

地下鉄長堀鶴見緑地線　谷町6丁目駅　3分地下鉄長堀鶴見緑地線　谷町6丁目駅　3分地下鉄長堀鶴見緑地線　谷町6丁目駅　3分地下鉄長堀鶴見緑地線　谷町6丁目駅　3分 業種相談可能業種相談可能業種相談可能業種相談可能

アール肥後橋アール肥後橋アール肥後橋アール肥後橋 事務所事務所事務所事務所 約106㎡約106㎡約106㎡約106㎡ 事務所事務所事務所事務所 301301301301 2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月 2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月 302,400302,400302,400302,400 含む含む含む含む 3,2403,2403,2403,240 OPENOPENOPENOPEN 即入居即入居即入居即入居 ☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月 EV・光ファイバーEV・光ファイバーEV・光ファイバーEV・光ファイバー 梅田店梅田店梅田店梅田店

大阪市西区江戸堀1-8-17大阪市西区江戸堀1-8-17大阪市西区江戸堀1-8-17大阪市西区江戸堀1-8-17 事務所事務所事務所事務所 約106㎡約106㎡約106㎡約106㎡ 事務所事務所事務所事務所 201201201201 2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月 2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月 302,400302,400302,400302,400 含む含む含む含む 3,2403,2403,2403,240 OPENOPENOPENOPEN 相談相談相談相談 ☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月 セコム警備（賃料に含む）セコム警備（賃料に含む）セコム警備（賃料に含む）セコム警備（賃料に含む）

ＲＣ造陸屋根6階建Ｓ54.10築ＲＣ造陸屋根6階建Ｓ54.10築ＲＣ造陸屋根6階建Ｓ54.10築ＲＣ造陸屋根6階建Ｓ54.10築 ミニキッチン・トイレミニキッチン・トイレミニキッチン・トイレミニキッチン・トイレ 06-6345-110006-6345-110006-6345-110006-6345-1100

四ツ橋線　肥後橋　徒歩1分四ツ橋線　肥後橋　徒歩1分四ツ橋線　肥後橋　徒歩1分四ツ橋線　肥後橋　徒歩1分 一等地です。一等地です。一等地です。一等地です。

御堂筋線　淀屋橋　徒歩4分御堂筋線　淀屋橋　徒歩4分御堂筋線　淀屋橋　徒歩4分御堂筋線　淀屋橋　徒歩4分 店舗店舗店舗店舗

イーエム肥後橋イーエム肥後橋イーエム肥後橋イーエム肥後橋 店舗店舗店舗店舗 約41.26㎡約41.26㎡約41.26㎡約41.26㎡ 店舗店舗店舗店舗 101101101101 2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月 2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月 410,400410,400410,400410,400 含む含む含む含む 3,2403,2403,2403,240 要TEL要TEL要TEL要TEL 相談相談相談相談 ☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月 EV・光ファイバーEV・光ファイバーEV・光ファイバーEV・光ファイバー 梅田店梅田店梅田店梅田店

大阪市西区江戸堀1-8-17大阪市西区江戸堀1-8-17大阪市西区江戸堀1-8-17大阪市西区江戸堀1-8-17 事務所事務所事務所事務所 セコム警備（賃料に含む）セコム警備（賃料に含む）セコム警備（賃料に含む）セコム警備（賃料に含む）

RC造陸屋根9階建　H7.2築RC造陸屋根9階建　H7.2築RC造陸屋根9階建　H7.2築RC造陸屋根9階建　H7.2築 AC・キッチン・トイレAC・キッチン・トイレAC・キッチン・トイレAC・キッチン・トイレ 06-6345-110006-6345-110006-6345-110006-6345-1100

四ツ橋線　肥後橋　徒歩1分四ツ橋線　肥後橋　徒歩1分四ツ橋線　肥後橋　徒歩1分四ツ橋線　肥後橋　徒歩1分 ※ご案内時、日・祝は※ご案内時、日・祝は※ご案内時、日・祝は※ご案内時、日・祝は

御堂筋線　淀屋橋　徒歩4分御堂筋線　淀屋橋　徒歩4分御堂筋線　淀屋橋　徒歩4分御堂筋線　淀屋橋　徒歩4分 　　カード鍵が必要です！　　カード鍵が必要です！　　カード鍵が必要です！　　カード鍵が必要です！

ノアーズアーク生魂神社前ノアーズアーク生魂神社前ノアーズアーク生魂神社前ノアーズアーク生魂神社前 2LDK2LDK2LDK2LDK 約81㎡約81㎡約81㎡約81㎡ セパセパセパセパ 止め止め止め止め なしなしなしなし なしなしなしなし 110,000110,000110,000110,000 10,00010,00010,00010,000 検針実費検針実費検針実費検針実費 OPENOPENOPENOPEN 即入居即入居即入居即入居 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 EV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラ 梅田店梅田店梅田店梅田店

大阪市天王寺区生玉町2-18大阪市天王寺区生玉町2-18大阪市天王寺区生玉町2-18大阪市天王寺区生玉町2-18 システムキッチンシステムキッチンシステムキッチンシステムキッチン

ALC造陸屋根10階建　S62.3築ALC造陸屋根10階建　S62.3築ALC造陸屋根10階建　S62.3築ALC造陸屋根10階建　S62.3築 ワンフロアー1戸ワンフロアー1戸ワンフロアー1戸ワンフロアー1戸 06-6345-110006-6345-110006-6345-110006-6345-1100

谷町線　谷町9丁目　歩3分谷町線　谷町9丁目　歩3分谷町線　谷町9丁目　歩3分谷町線　谷町9丁目　歩3分 ペット可（小型犬2匹）ペット可（小型犬2匹）ペット可（小型犬2匹）ペット可（小型犬2匹） *2103呼*2103呼*2103呼*2103呼

ノアーズアーク四天王寺ノアーズアーク四天王寺ノアーズアーク四天王寺ノアーズアーク四天王寺 EV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラ 梅田店梅田店梅田店梅田店

大阪市天王寺区大道2-13-20大阪市天王寺区大道2-13-20大阪市天王寺区大道2-13-20大阪市天王寺区大道2-13-20 システムキッチン・ワンフロアー1戸システムキッチン・ワンフロアー1戸システムキッチン・ワンフロアー1戸システムキッチン・ワンフロアー1戸

SRC造陸屋根7階建　S63.8築SRC造陸屋根7階建　S63.8築SRC造陸屋根7階建　S63.8築SRC造陸屋根7階建　S63.8築 駐車場・駐輪場（有料）駐車場・駐輪場（有料）駐車場・駐輪場（有料）駐車場・駐輪場（有料） 06-6345-110006-6345-110006-6345-110006-6345-1100

谷町線　四天王寺前夕陽ヶ丘　歩7分谷町線　四天王寺前夕陽ヶ丘　歩7分谷町線　四天王寺前夕陽ヶ丘　歩7分谷町線　四天王寺前夕陽ヶ丘　歩7分 ペット可（小型犬2匹）ペット可（小型犬2匹）ペット可（小型犬2匹）ペット可（小型犬2匹） *2103呼*2103呼*2103呼*2103呼

ノアーズアーク末吉橋ノアーズアーク末吉橋ノアーズアーク末吉橋ノアーズアーク末吉橋 1R1R1R1R 約16㎡約16㎡約16㎡約16㎡ UBUBUBUB     なしなしなしなし     なしなしなしなし 35,50035,50035,50035,500 10,00010,00010,00010,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN     即入居即入居即入居即入居     ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 EV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラ 梅田店梅田店梅田店梅田店

大阪市中央区谷町6-18-25大阪市中央区谷町6-18-25大阪市中央区谷町6-18-25大阪市中央区谷町6-18-25 1R1R1R1R 約16㎡約16㎡約16㎡約16㎡ UBUBUBUB 8A8A8A8A なしなしなしなし なしなしなしなし 40,50040,50040,50040,500 10,00010,00010,00010,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN 即入居即入居即入居即入居 ☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月 ※1※1※1※1R家具付賃貸相談可R家具付賃貸相談可R家具付賃貸相談可R家具付賃貸相談可

SRC造10階建　S60.6築SRC造10階建　S60.6築SRC造10階建　S60.6築SRC造10階建　S60.6築 1R1R1R1R 約16㎡約16㎡約16㎡約16㎡ UBUBUBUB 8D8D8D8D なしなしなしなし なしなしなしなし 40,50040,50040,50040,500 10,00010,00010,00010,000 2,1602,1602,1602,160 OPENOPENOPENOPEN 即入居即入居即入居即入居 ☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月 ※共益費に給湯代含まれています。※共益費に給湯代含まれています。※共益費に給湯代含まれています。※共益費に給湯代含まれています。

長堀鶴見緑地線　松屋町　歩1分長堀鶴見緑地線　松屋町　歩1分長堀鶴見緑地線　松屋町　歩1分長堀鶴見緑地線　松屋町　歩1分 事務所事務所事務所事務所 約24㎡約24㎡約24㎡約24㎡ 事務所事務所事務所事務所 203203203203 1ヶ月1ヶ月1ヶ月1ヶ月 1ヶ月1ヶ月1ヶ月1ヶ月 86,40086,40086,40086,400 含む含む含む含む 検針検針検針検針 OPENOPENOPENOPEN 相談相談相談相談 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 06-6345-110006-6345-110006-6345-110006-6345-1100

ノアーズアークプリンス・プリンセスノアーズアークプリンス・プリンセスノアーズアークプリンス・プリンセスノアーズアークプリンス・プリンセス EV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラ 梅田店梅田店梅田店梅田店

大阪市西区新町1-28-8大阪市西区新町1-28-8大阪市西区新町1-28-8大阪市西区新町1-28-8

ALC造10階建　S58.1築ALC造10階建　S58.1築ALC造10階建　S58.1築ALC造10階建　S58.1築 06-6345-110006-6345-110006-6345-110006-6345-1100

長堀鶴見緑地線　西大橋　歩1分長堀鶴見緑地線　西大橋　歩1分長堀鶴見緑地線　西大橋　歩1分長堀鶴見緑地線　西大橋　歩1分 ※3年定期借家契約※3年定期借家契約※3年定期借家契約※3年定期借家契約

クレアツィオーネ上本町クレアツィオーネ上本町クレアツィオーネ上本町クレアツィオーネ上本町 1K(A)1K(A)1K(A)1K(A) 約24㎡約24㎡約24㎡約24㎡ セパセパセパセパ     なしなしなしなし     なしなしなしなし 66,00066,00066,00066,000 10,00010,00010,00010,000 2,1602,1602,1602,160     ※※※※     即入居即入居即入居即入居     ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 EV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラEV・CATV・防犯カメラ 別途：給湯代3,240円別途：給湯代3,240円別途：給湯代3,240円別途：給湯代3,240円

大阪市天王寺区石ヶ辻町2-8大阪市天王寺区石ヶ辻町2-8大阪市天王寺区石ヶ辻町2-8大阪市天王寺区石ヶ辻町2-8 1R(B)1R(B)1R(B)1R(B) 約24㎡約24㎡約24㎡約24㎡ セパセパセパセパ 805805805805 なしなしなしなし なしなしなしなし 70,00070,00070,00070,000 10,00010,00010,00010,000 2,1602,1602,1602,160 ※※※※ 即入居即入居即入居即入居 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 セコムホームセキュリティセコムホームセキュリティセコムホームセキュリティセコムホームセキュリティ 鍵：ピタットハウス鶴橋店鍵：ピタットハウス鶴橋店鍵：ピタットハウス鶴橋店鍵：ピタットハウス鶴橋店

RC造10階建　H26.1築 ＊期間限定ＡＤ2ヶ月！！RC造10階建　H26.1築 ＊期間限定ＡＤ2ヶ月！！RC造10階建　H26.1築 ＊期間限定ＡＤ2ヶ月！！RC造10階建　H26.1築 ＊期間限定ＡＤ2ヶ月！！ 1R(C)1R(C)1R(C)1R(C) 約27㎡約27㎡約27㎡約27㎡ セパセパセパセパ 606606606606 なしなしなしなし なしなしなしなし 77,00077,00077,00077,000 10,00010,00010,00010,000 2,1602,1602,1602,160 ※※※※ 即入居即入居即入居即入居 ☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月☆2ヶ月 洗面化粧台・温水洗浄便座洗面化粧台・温水洗浄便座洗面化粧台・温水洗浄便座洗面化粧台・温水洗浄便座 TEL06-4392-7666TEL06-4392-7666TEL06-4392-7666TEL06-4392-7666

近鉄線  上本町駅  徒歩3分近鉄線  上本町駅  徒歩3分近鉄線  上本町駅  徒歩3分近鉄線  上本町駅  徒歩3分 1R(B)1R(B)1R(B)1R(B) 約24㎡約24㎡約24㎡約24㎡ セパセパセパセパ 205205205205 なしなしなしなし なしなしなしなし 80,00080,00080,00080,000 10,00010,00010,00010,000 2,1602,1602,1602,160 要TEL要TEL要TEL要TEL 即入居即入居即入居即入居 ☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月 浴室換気暖房乾燥・宅配BOX浴室換気暖房乾燥・宅配BOX浴室換気暖房乾燥・宅配BOX浴室換気暖房乾燥・宅配BOX ※2階は家具家電付 ※2階は家具家電付 ※2階は家具家電付 ※2階は家具家電付 

1R(C)1R(C)1R(C)1R(C) 約27㎡約27㎡約27㎡約27㎡ セパセパセパセパ 206206206206 なしなしなしなし なしなしなしなし 87,00087,00087,00087,000 10,00010,00010,00010,000 2,1602,1602,1602,160 要TEL要TEL要TEL要TEL 即入居即入居即入居即入居 ☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月☆1ヶ月 駐輪場・駐車場（有料）駐輪場・駐車場（有料）駐輪場・駐車場（有料）駐輪場・駐車場（有料） 鍵：賃貸住宅サービス上本町店鍵：賃貸住宅サービス上本町店鍵：賃貸住宅サービス上本町店鍵：賃貸住宅サービス上本町店

TEL06-6768-4146TEL06-6768-4146TEL06-6768-4146TEL06-6768-4146

仲介業者様への注意事項仲介業者様への注意事項仲介業者様への注意事項仲介業者様への注意事項 ※案内時にオートロックを開錠する時、暗証番号を他の方に見られないように注意をお願い致します。※案内時にオートロックを開錠する時、暗証番号を他の方に見られないように注意をお願い致します。※案内時にオートロックを開錠する時、暗証番号を他の方に見られないように注意をお願い致します。※案内時にオートロックを開錠する時、暗証番号を他の方に見られないように注意をお願い致します。

契約者への説明事項契約者への説明事項契約者への説明事項契約者への説明事項 ※ペット飼育の場合は別途に敷金1ヶ月と念書をお願い致します。　※1年未満の解約は違約金があります。　※解約予告は１ヶ月前です。※ペット飼育の場合は別途に敷金1ヶ月と念書をお願い致します。　※1年未満の解約は違約金があります。　※解約予告は１ヶ月前です。※ペット飼育の場合は別途に敷金1ヶ月と念書をお願い致します。　※1年未満の解約は違約金があります。　※解約予告は１ヶ月前です。※ペット飼育の場合は別途に敷金1ヶ月と念書をお願い致します。　※1年未満の解約は違約金があります。　※解約予告は１ヶ月前です。

【入居時費用】【入居時費用】【入居時費用】【入居時費用】 清掃費：1R・1K　21,600円、1DK・メゾネットタイプ　27,000円、ファミリー　37,800円　／　鍵交換費　19,440円　／　事務手数料　5,400円清掃費：1R・1K　21,600円、1DK・メゾネットタイプ　27,000円、ファミリー　37,800円　／　鍵交換費　19,440円　／　事務手数料　5,400円清掃費：1R・1K　21,600円、1DK・メゾネットタイプ　27,000円、ファミリー　37,800円　／　鍵交換費　19,440円　／　事務手数料　5,400円清掃費：1R・1K　21,600円、1DK・メゾネットタイプ　27,000円、ファミリー　37,800円　／　鍵交換費　19,440円　／　事務手数料　5,400円

【契約時の必要書類】【契約時の必要書類】【契約時の必要書類】【契約時の必要書類】 契約者：住民票、所得証明（又は在職証明・学生証）、顔写真（入居者全員）　／　保証人：印鑑証明書　※保証会社加入要（全保連）契約者：住民票、所得証明（又は在職証明・学生証）、顔写真（入居者全員）　／　保証人：印鑑証明書　※保証会社加入要（全保連）契約者：住民票、所得証明（又は在職証明・学生証）、顔写真（入居者全員）　／　保証人：印鑑証明書　※保証会社加入要（全保連）契約者：住民票、所得証明（又は在職証明・学生証）、顔写真（入居者全員）　／　保証人：印鑑証明書　※保証会社加入要（全保連）

【弊社代理店の保険加入】【弊社代理店の保険加入】【弊社代理店の保険加入】【弊社代理店の保険加入】 住宅総合保険（2年更新）　1R・1K・1DK　15,000円　／　ファミリー　2住宅総合保険（2年更新）　1R・1K・1DK　15,000円　／　ファミリー　2住宅総合保険（2年更新）　1R・1K・1DK　15,000円　／　ファミリー　2住宅総合保険（2年更新）　1R・1K・1DK　15,000円　／　ファミリー　20000,000円　　※その他店舗・事務所の詳細はお問い合わせ下さい。,000円　　※その他店舗・事務所の詳細はお問い合わせ下さい。,000円　　※その他店舗・事務所の詳細はお問い合わせ下さい。,000円　　※その他店舗・事務所の詳細はお問い合わせ下さい。

梅田店梅田店梅田店梅田店

梅田店梅田店梅田店梅田店

　　　　　　　　　株式会社　株式会社　株式会社　株式会社　R M GR M GR M GR M G 定休日：土・日・祝日定休日：土・日・祝日定休日：土・日・祝日定休日：土・日・祝日梅田支店梅田支店梅田支店梅田支店
〒530-0001　大阪市北区梅田1丁目1番3号　大阪駅前第3ビル　1階38号〒530-0001　大阪市北区梅田1丁目1番3号　大阪駅前第3ビル　1階38号〒530-0001　大阪市北区梅田1丁目1番3号　大阪駅前第3ビル　1階38号〒530-0001　大阪市北区梅田1丁目1番3号　大阪駅前第3ビル　1階38号

TELTELTELTEL　　　　06－6345－1100　／　FAX　06－6345－113706－6345－1100　／　FAX　06－6345－113706－6345－1100　／　FAX　06－6345－113706－6345－1100　／　FAX　06－6345－1137


