Japan Living Service

不動産のご売却、賃貸のご相談を承ります。査定は無料です。
ＪＲ「甲南山手」駅 徒歩7分

ＪＲ「芦屋」駅 徒歩19分

阪神「打出」駅 徒歩10分

阪神「芦屋」駅 徒歩12分

ハイツ森北

1,390

税込

万円

1,770

価格

1,780

万円

価格

出窓

万円

当社に
鍵有
当社に
鍵有
ＪＲ甲南山手駅徒歩７分
１階部分・専用庭付（無償）
平成２９年１２月リフォーム済
キッチン・浴室・洗面台・トイレ
交換、クロス・フローリング張替
建具交換、収納設置 他
【不動 産の概要】 所在 地／神戸 市東灘 区森北 町４丁目 専有 面積(内
法)／46.25㎡(約13.99坪) 構造／鉄筋コン クリー ト造地 上3階建／1階
部分 間取り／2LDK 土地の権利／所有 権 築年 月／1976年(昭和51
年)10月 用途 地域／第一 種低層 住居専 用地域 月額 管理費／10,000円
月額 修繕積 立金／管理 費に含む 管理 形態／自主 管理 現況／空き家
引渡し／相談 仲介
28101-049399

岩園幼稚園前バス停徒歩１分
４階部分・南向き・陽当良好
平成２９年１１月リフォーム済
キッチン・洗面台・トイレ・浴槽交
換、クロス・フローリング張替、南側
和室を洋室に変更・クローゼット設置
【不動 産の概要】 所在 地／芦屋 市朝日ケ丘町 専有 面積(壁芯)／
75.81㎡(約22.93坪) バル コニー／約6.99㎡ 構造／鉄筋コン クリー ト
造地 上9階建 地下1階建／4階部 分 間取り／3LDK 土地の権利／所有 権
築年 月／1973年(昭和48年)8月 用途 地域／第一 種中高 層住居 専用地
域 月額 管理費／9,700円 月額 修繕積 立金／11,200円 管理 形態／全
部委 託(管理 人日勤) 現況／空き家 引渡し／即時 ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ2.44㎡
（無償） 仲介

ローン減税
適用

３階部分・端住戸
平成２８年１０月リフォーム済
全室クロス張替、フロアタイル
上張、畳表替、洗面台・ガスコ
ンロ・レンジフード交換 他
コープ打出浜へ約１０ｍ
１階部分にも各種店舗あり

MB PS

洋室
約4.5帖
物入

下
駄
箱

玄関

浴室
1218

1,980

価格

洗面

収納

物入

トイレ

PS

納戸
約4.5帖
PS

和室
約6帖

ＬＤＫ
約10帖

バルコニー
物干金物

【不動 産の概要】 所在 地：芦屋 市大東 町 専有 面積：62.65㎡（約
18.95坪）バル コニー：面積 不明 土地の権利：所有 権 用地 地域：
第二 種中高 層住居 専用地 域 構造：鉄骨 鉄筋コン クリー ト造地 上5階
建地 下1階建／3階部 分 間取り／2LDK＋納戸 築年 月：1997（平成
9）年10月 月額 管理費：9,400円 月額 修繕積 立金：9,400円 管理
形態：全部 委託／日勤 現況：空き家 引渡し：相談 仲介
28206-039161

平成２０年５月リフォーム
キッチン・浴室・洗面台・ト
イレ交換、シューズボックス
設置 他
南東向き・陽当たり良好
【不動 産の概要】 所在 地／芦屋 市松浜 町
専有 面積(壁芯)／75.09㎡(約22.71坪) バル
コニ ー／約12.43㎡ 構造／鉄筋コン クリー ト
造地 上5階建 地下1階建／2階部 分 間取り／
3LDK 土地の権利／所有 権 用途 地域／第一
種中 高層住 居専用 地域 月額 管理費／9,540円
月額 修繕積 立金／15,020円 管理 形態／全
部委 託(管理 人日勤) 現況／空き家 引渡し
／相談 仲介

賃料

3,480

価格

万円

3,880

価格

万円

当社に
鍵有

当社に
鍵有
阪急岡本駅徒歩１１分
摂津本山駅徒歩１５分
大阪湾を望む眺望
最上階・南西角部屋
【不動 産の概要】 所在 地／神戸 市東灘 区本山 町北畑 字ザク ガ原 専有
面積(壁芯)／119.9㎡(約36.26坪) バル コニー／約9.64㎡ 構造／鉄筋
コン クリー ト造地 上12階建 地下2階建／10階部 分 間取り／3LDK 土地
の権利／所有 権 築年 月／1989年(平成 元年)3月 用途 地域／第一 種低
層住 居専用 地域 月額 管理費／22,700円 月額 修繕積 立金／20,400円
管理 形態／全部 委託(管理 人日勤) 現況／空き家 引渡し／即時 仲介
28101-048710

特に需要が多いのは・・・

25

プラウド芦屋
フロント

万円

分譲貸マンション

・分譲貸マンション
・貸戸建

平成２０年６月建築
最上階・南西角部屋
眺望良好・通風良好
リビングに床暖房付
浴室暖房乾燥機付

この春のお住み替え、
４階部分・眺望良好
ローン減税
約９８㎡の４ＬＤＫ
適用
ＬＤには床暖房付
ペット飼育可（管理規約有）
駐車場月額３０００円から（空有）
【不動 産の概要】 所在 地／芦屋 市朝日ケ丘町 専有 面積(壁芯)／
98.18㎡(約29.69坪) バル コニー／約26.28㎡ 構造／鉄筋コン クリー
ト造地 上7階建／4階部 分 間取り／4LDK 土地の権利／所有 権 築年 月
／2001年(平成13年)5月 用途 地域／第一 種中高 層住居 専用地 域 月額
管理 費／9,820円 月額 修繕積 立金／12,770円 管理 形態／全部 委託(管
理人 日勤) 現況／空き家 引渡し／相談 仲介
28206-039727

芦屋営業所

28206-040083

ＪＲ「芦屋」駅 徒歩1分

賃貸の繁忙期が到来しました！
お客様が物件を探しています！

阪急「岡本」駅 徒歩11分

万円

転勤による賃貸は
日住サービス芦屋営業所に
是非、ご相談下さい!!
賃料査定はすぐに出来ます
お気軽にご相談ください！

フリーダイヤル

3LDK
【不動産の概要】 敷金／25万円 礼金／25万円 普通借家／
2年 所在地／芦屋市上宮川町 面積／約86.08㎡ 構造／鉄筋
コンクリート造地上9階建／9階部分 築年月／2008年(平成20
年)6月 管理形態／全部委託(管理人日勤) 火災保険加入要
（会社指定有）／22,000円(2年間) 設備／システムキッチ
ン・浴室乾燥機・オートロック 現況／空き家 入居予定日／
相談 仲介
28206A004091

0120-343-528

