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日住サービスのおすすめ不動産戸建情報
急募

鹿の子台南町と道場南口駅周辺

Ｈ２７年８月改装済

神鉄「神鉄道場」駅バス乗車19分／「上津台公園前」バス停徒歩4分

上津台６丁目

一戸建

価格

2,330

南側道路
万円

2330万円借入で、 (ボーナス支払無)
私は主婦なの で、子供 が学校に行って いる間だけ の
仕事を探して いまし た。日住サー ビスの エリア パート
ナー は、「時間の指定がな く、週に３・４日、数時 間
でＯＫ 」が魅力 的で、平日でも休日でも いつで もいい
とい うのが気に入り応募 しま した。
余暇を有効に使って、家計を助けら れるお 仕事です。

月々 約

4LDK+納戸

ローン減税適用

ＪＲ「三田」駅バス乗車19分
「上津公園前」バス停徒歩4分(約320m)

ＪＲ「三ノ宮」駅バス乗車38分
退職した ものの、働く気力と体力はあ りまし た。
偶然 目に留った仕事が日住サー ビスの エリア パート
ナー。不動 産に興味はあ りまし たが、一番 惹かれ た
理由は、「空き家が目立 ち始めた街の地域 活性化」
に貢献でき ること。
見知らぬ人との出会い、ご縁を大切 に、頑張って
いま す。あな たも一緒に働きま せんか。

6.24

万円

土地約５８．０９坪、建延約３９
．７３坪 Ｈ１３年１０月築 住友
不動産施工の家 青空に映えるグリ
ーンのおしゃれな外観 南側道路の
為、陽当良好 全室２面窓 全窓複
層ガラス 広く使える洗面脱衣所
収納豊富 カースペース２台
Ｈ２７年８月：室内改装済

H27年8月室内改装済： ＩＨコンロへ交換
食器洗浄乾燥機交換 給湯器交換等

「イオンモール神戸北」バス停徒歩10分(約760m)

【不動 産の概要】 所在 地／神戸 市北区 上津台６丁目 土地 面積(公簿)／192.04㎡(約58.09坪) 建物 面積／131.35㎡(約39.73坪) 構造／木造2階建
間取り／4LDK＋納戸 約５．８帖 土地の権利／所有 権 築年 月／2001年(平成13年)10月 私道 負担／無 接道／南側・幅員 約6ｍ公道に間口 約11.2ｍ接
面 地目／宅地 地勢／平坦 法令 上の制限／第１種高 度地区／宅地 造成規 制法区 域／北神 戸第二 地区地 区計画 用途 地域／第一 種低層 住居専 用地域
建ぺい率／40% 容積 率／80% 設備／電気・都市ガス ・上水 道・下水 道 現況／空き家 引渡し／相談

28109-045016<仲介>

Ｈ３０年３月改装済

ＪＲ「三田」駅 バス乗車17分「上津台３丁目南」バス停徒歩4分

上津台３丁目

一戸建

価格

2,598

家具小物・レースカーテン・照明付

新築一戸建

山口町金仙寺１丁目

万円

価格

2590万円借入で、(頭金8万円・ボーナス支払無)

月々 約

4LDK+ウォークイン
クローゼット+ロフト

6.93

万円

月々 約

ローン減税 適用

5LDK+土間CL
Ｈ３０年３月改装済：
システムキッチン交換 ユニットバス交換 洗面化粧台交
換 給湯器交換 浴室乾燥暖房機交換 トイレ交換 全クロ
ス張替 畳交換 襖張替 ＬＤＫフローリング張替 ＣＦ張
替 全網戸張替 インターホン交換等

「イオンモール神戸北」バス停徒歩8分(約600m)

神鉄「神鉄道場」駅バス乗車10分
「上津台３丁目南」バス停徒歩4分(約320m)

2,880

北西角地 高気密高断熱住宅

万円

2880万円借入で、 (ボーナス支払無)

土地約４８．６８坪、建延約３１
．３７坪 Ｈ１９年５月築
カースペース２台

JR「三ノ宮」駅バス乗車38分

Ｈ３０年６月完成

ＪＲ「西宮名塩」駅 バス乗車29分「金仙寺口」バス停徒歩8分

ローン減税適用

ＪＲ「西宮」駅バス乗車43分
「金仙 寺」バス停徒 歩4分(約280m)

阪急「夙川」駅バス乗車31分
「金仙 寺」バス停徒 歩4分(約380m)

7.71

万円

土地約７５．８０坪、建延約３５
．０６坪 北西角地 高気密高断熱
住宅 樹脂サッシ・ＬＯＷ－Ｅ複層
ガラス ＬＤに各床暖房 カップボ
ード付き対面キッチン 広く使える
洗面脱衣所と土間クローゼット １
６Ｖ型浴室テレビ付バス 並列２台

神鉄「岡場」駅バス乗車15分
「金仙 寺口」バス停徒 歩8分(約590m)

【不動 産の概要】 所在 地／神戸 市北区 上津台３丁目 土地 面積(公簿)／160.95㎡(約48.68坪) 建物 面積／103.71㎡(約31.37坪) 構造／木造2階建
間取り／4LDK＋ウォ ークイ ンクロ ーゼッ ト＋ロフ ト 土地の権利／所有 権 築年 月／2007年(平成19年)5月 私道 負担／無 接道／北側・幅員 約6ｍ公道
地目／宅地 地勢／平坦 法令 上の制限／第１種高 度地区／宅地 造成規 制法区 域／地区 計画 用途 地域／第一 種低層 住居専 用地域 建ぺい率／40%
容積 率／80% 設備／電気・都市ガス ・上水 道・下水 道 現況／空き家 引渡し／相談 家具 小物・レ ースカ ーテン ・照明 付。
28109-044973<仲介>

【不動 産の概要】 所在 地／西宮 市山口 町金仙 寺１丁目 土地 面積(公簿)／250.58㎡(約75.8坪) 建物 面積／115.93㎡(約35.06坪) 構造／木造2階建
間取り／5LDK＋土間クロ ーゼッ ト 土地の権利／所有 権 築年 月／2018年(平成30年)6月 私道 負担／無 接道／北側・幅員 約6ｍ公道／西側・幅員
約6ｍ公道 地目／宅地 地勢／ひな段 法令 上の制限／第２種高 度地区／宅地 造成規 制法区 域／地区 計画 用途 地域／第一 種中高 層住居 専用地 域 建
ぺい率／60% 容積 率／150% 設備／電気・都市ガス ・上水 道・下水 道 現況／空き家 引渡し／即時
28204-067417<仲介>
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