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中古羽曳野市はびきの 価格750万円土地 100.00㎡

建物 75.34㎡

新築用地にも可
建築条件無し
土地30坪あり
南向き４ＤＫ
大発団地内
コーナン徒歩4分

【住】はびきの 5丁目【構】木造２階建【交】近鉄南大阪線藤井寺駅バス15分【築】昭和 44 年 10月【道】南 4.2m公道【都】
市街化区域【用】第一種中高層住居専用地域【ぺ】60％【容】168％【間】4ＤＫ【取】売主【地】宅地

モリ住建㈱ 住所：羽曳野市野々上4-6-4-101
大阪府知事（2）第 55677号 【休】水曜日 ☎072-931-5222

中古香芝市穴虫 価格1,930万円土地 174.02㎡
建物 126.89㎡

インナーガレージ付
土地52.6坪
庭付き一戸建て
大型ニュータウン内
鉄骨造り
Ｈ18年12月建築

【住】香芝市穴虫 2871【構】軽量鉄骨造 2階建【交】近鉄大阪線関屋駅13分【築】平成 18 年 12 月【道】北 6ｍ　間口10ｍ【都】
市街化区域【用】第一種低層住居専用地域【ぺ】50％【容】80％【間】3ＬＤＫ【取】媒介【地】宅地

平川商事㈱ 住所：八尾市志紀町 1-118
大阪府知事（1）第 60542 号 【休】水曜日 ☎0120-883-760

新築八尾市相生町 価格3,467万円土地 100.24㎡
建物 99.17㎡

JR八尾徒歩8分
設計士と作る家
省エネ等級 4 
制震ダンパー装備
自由設計
駐車 2台ＯＫ

【住】相生町 1丁目【構】木造２階建【築】未完成【道】南約 4.7ｍ【都】市街化区域【用】第一種住居地域【ぺ】60％【容】200％【間】
自由設計【取】売主【地】宅地

㈱プライムライフ 住所：八尾市萱振町 1-35-12
大阪府知事（2）第 56207号【休】水曜日 ☎072-927-9009

新築東大阪市小若江 価格3,980万円土地 168.00㎡
建物 216.52㎡

新築収益物件
近大徒歩 5分
借地権
2Ｆ建てアパート

【住】東大阪市小若江1丁目【構】木造 2階建【交】近鉄大阪線長瀬駅徒歩 5分【築】新築
【道】南 4ｍ道路【用】第一種中高層住居地域【ぺ】60％【容】200％【間】1ＤＫ

㈱総合リアルエステイト住所：東大阪市菱屋西 1-13-14
大阪府知事（4）第48105号 ☎06-6730-8867

新築柏原市法善寺 価格3,180万円土地 112.39㎡
建物 115.42㎡

自由設計
5ＬＤＫ
駐車 2台ＯＫ
広 リ々ビング
駅徒歩 4分

【住】法善寺1丁目【構】木造２階建【交】近鉄法善寺駅徒歩 4分【築】未完成【道】北東 6ｍ【都】市街化区域【用】第一種住
居専用地域【ぺ】60％【容】200％【間】5ＤＫ【取】媒介【地】宅地

宏和ハウジング㈱ 住所：八尾市高美町 1丁目 4番20号2階
大阪府知事（9）第27019号 【休】水・第2木☎072-993-0110

新築東住吉区駒川 価格3,780万円土地 117.12㎡
建物 102.87㎡

土地 35坪付き
即入居可能
駅徒歩 3分
商店街徒歩 3分
日当たり良好

【住】東住吉区駒川 3丁目【構】木造 2階建【交】大阪メトロ谷町線駒川中野駅徒歩3分【築】平成 29 年 11月【道】西約 4ｍ
公道　間口約 7ｍ  【都】市街化区域【用】商業地域【ぺ】80％【容】400％【間】4ＬＤＫ【取】仲介【地】宅地

㈲大静不動産販売 住所：天王寺区六万体町 5-1六万体ﾋ ﾙ゙1.2 階
国土交通大臣（2）第7985号 ☎06-6771-3000

新築松原市新堂 価格3,793万円土地 234.75㎡
建物 98.18㎡

土地６８坪
自由設計
松原駅徒歩8分 
準急停車駅
小学校徒歩2分
日当たり良好

【住】新堂 2丁目【構】木造２階建【交】近鉄南大阪線河内松原駅徒歩 8分【築】未建築【道】東側私道 5ｍ道路に4ｍ接道【都】
市街化区域【用】第一種住居地域【ぺ】60％【容】200％【間】4ＬＤＫ【取】販売代理【地】宅地

光栄不動産販売 住所：松原市新堂 5丁目46-8
大阪府知事（1）第58075号 【休】水曜日 ☎072-330-7755

土地八尾市八尾木 価格1,690万円土地 109.68㎡

自由プラン用地
建坪 30坪
建物価格1,500万

【住】八尾木 5丁目【構】木造２階建【交】関西本線志紀駅 9 分【築】契約後 4か月【道】5ｍ道路【都】市街化区域【用】第
一種中高層住居専用地域【ぺ】60％【容】200％【間】4ＬＤＫ【取】売主【地】宅地

㈱総合リアルエステイト住所：東大阪市菱屋西 1丁目13-34
大阪府知事（4）第48105号 ☎06-6730-8867

中古住之江区浜口西 価格4,180万円土地 144.24㎡
建物 129.53㎡

事務所付き住宅
1階倉庫車庫
2階事務所
2階改装済み
3階住居部分
収益としても可

【住】住之江区浜口西 2【構】木造 3階建【交】南海本線住ノ江駅徒歩11分【築】昭和 56 年 11月【道】北側公道幅員 6ｍ　接
面 9.1ｍ【都】市街化区域【用】第一種住居地域【ぺ】80％【容】200％【間】7ＬＤＫ【取】代理【地】宅地

㈱イング 住所：住之江区安立4-2-22
大阪府知事（1）第57870号 【休】水・第2・4火 ☎06-4701-5718

100.24 ㎡
（約 30.32 坪）

130.99 ㎡
（約 39.62 坪）
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価格は税込金額となります。ご成約時には仲介手数料等別途かかる場合がございます。本紙掲載物件
は制作上、平成３０年１月１日現在のものとなります。本紙発行までの間に既に取引されたり、価格の
変更がある場合もございますので予めご了承下さい。尚、本紙掲載物件の図面と現況が異なる場合は現
況を優先します。他ご詳細は各物件仲介業者様へお問合せ下さい【広告有効期限：平成３０年２月１日】

発行元：株式会社 FIELD
☎06-7509-2387　http://field-adv.com
〒581-0042 八尾市南木の本 6-78-1

掲 載 の
お申込み
問 合 せ ☎ 06-7509-2387

仕事内容：チラシを各ご家庭ポストへ配布
そ の 他：年齢不問、シニアの方大歓迎、要バイクor自転車、業務時間応相談
応募方法：まずはお電話下さい　☎06-7509-2387　担当：川畑求人 配布員募集

中古和泉市いぶき野 価格3,380万円建物 97.51㎡

駅徒歩 4分
南向き
最上階
ルーフバルコニ
4ＬＤＫ
リフォーム済

【住】和泉市いぶき野 5【構】鉄筋鉄骨コンクリート造【交】泉北高速鉄道和泉中央駅徒歩 4分【築】平成 11年 12 月【都】市街
化区域【用】第一種中高層住居地域【ぺ】60％【容】200％【間】4ＬＤＫ【取】仲介【地】宅地

㈱ルートワン 住所：堺市北区中百舌鳥5-660-1
大阪府知事（1）第60052号 【休】土・日・祝 ☎072-275-9003

新築平野区喜連西 価格3,480万円土地 77.84㎡
建物 104.70㎡

駐車 2台可
収納豊富
高グレード設備
ＬＤＫ18帖広々
徒歩 5分圏内に
お買物施設充実

【住】 平野区喜連西2　【構】 木造3階建　【交】 地下鉄谷町線喜連瓜破駅徒歩11分　【築】 平成30年10月　【道】 西側私道約4.5ｍ　【都】 
市街化区域　【用】 第二種中高層住居専用地域　【ぺ】 60％　【容】 200％　【間】 4ＬＤＫ　【取】 仲介　【地】 宅地　【備】 頭金 0円ＯＫ！

エースカンパニー不動産㈱ 住所：平野区背戸口 5-6-2
大阪府知事（2）第56411号 【休】水曜日☎06-6760-0344

土地住之江区北加賀屋 価格2,480万円土地 94.06㎡

土地28坪超
西側公道8ｍ
間口約5.5ｍ
2階建プラン
駐車 2台可
自由設計

【住】住之江区北加賀屋1　【構】木造 3階プラン　【交】四つ橋線北加賀屋駅徒歩5分　【築】未建築　【道】西側公道幅員8ｍ　接
面5.5ｍ　【都】市街化区域　【用】準工業地域　【ぺ】60％　【容】200％　【間】4ＬＤＫプラン　【取】専属専任媒介　【地】宅地

㈱イング 住所：住之江区安立 4-2-22
大阪府知事（1）第57870号 【休】水・第 2・4火 ☎06-4701-5718

新築八尾市緑ヶ丘 価格3,480万円土地 98.48㎡
建物 29.79坪

ロフト2ケ所
土地間口約10ｍ
スーパー近く
山本小学校区
ＬＤＫ広々20帖
カースペースあり

【住】 八尾市緑ケ丘5　【構】 木造スレート瓦2階建　【交】 近鉄大阪線八尾駅徒歩18分　【築】 平成30年6月　【道】 西側約4ｍ（位置指定）
【用】 第一種住居地域　【ぺ】 60％　【容】 160％　【間】 1+2納戸+2ロフト　【取】 売主　【地】 宅地　【備】 詳しくはＨＰ：www.c-cube.cc/

㈱シーキューブ夢ハウス住所：八尾市西山本町1-1-19
大阪府知事（1）第57542号 ☎0120-036-833

新築松原市新堂 価格3,492万円土地 119.55㎡
建物 92.57㎡

間口広い整形地
前面公道5ｍ
国道309号線スグ
松原小徒歩7分
松原駅徒歩11分
自由設計

【住】松原市新堂1【構】木造 2階建【交】四つ橋線北加賀屋駅徒歩 5分【築】未建築【道】西側公道 5ｍ道路に接道 10ｍ  【都】
市街化区域【用】第二種中高層住居専用地域【ぺ】60％【容】200％【間】4ＬＤＫ【取】販売代理【地】宅地

光栄不動産販売 住所：松原市新堂5-46-8
大阪府知事（1）第58075号 【休】水曜日 ☎072-330-7755

新築松原市天美北 価格2,480万円土地 89.28㎡
建物 102.15㎡

即入居可能
北西角地
耐震等級3級
二方道路
通風良し
日当たり良好

【住】松原市天美北 5丁目【構】木造 2階建【交】近鉄南大阪線矢田駅徒歩13分【築】平成 30 年 10月【道】北側 4ｍ私道　
西側 4ｍ私道【都】市街化区域【用】第一種住居地域【ぺ】60％【容】200％【間】4ＬＤＫ 【取】仲介【地】宅地

㈲大静不動産販売 住所：天王寺区六万体町5-1六万体ﾋ ﾙ゙1.2階
国土交通大臣（2）第7985号 ☎06-6771-3000

土地香芝市穴虫 価格910万円土地 179.94㎡

建築条件無し
関屋駅徒歩13分
柏原ＩＣ車で4分
大型ニュータウン内
都会に近い
スローライフ

【住】香芝市穴虫【交】近鉄大阪線関屋駅徒歩13分【道】南 6ｍ市道　土地間口10ｍ 【都】市街化区域【用】第一種低層住居専
用地域【ぺ】50％【容】80％【地】宅地【備】お好きなハウスメーカーで建築できます

平川商事㈱ 住所：八尾市志紀町1-118
大阪府知事（1）第60542号 【休】水曜日 ☎0120-883-760

広告掲載しませんか？ 配布スタッフ大募 集！
配布時間 月～日曜の日中の都合の良い時間
配布場所 応相談（自宅近所のみでもＯＫ）
応募資格 20歳以上の方 学生不可
応募方法 まずはお電話下さい

● 人間関係が得意でなく気兼ねなく働きたい
● 時間に縛られず自分のペースで働きたい
● 空いた時間を有効に使いたい

・ ポスティングで10万世帯に配布させて頂きますのであらゆる世代へ効果的に広告できます！
・ 全て自社専属スタッフにて配布するので安心・確実！
・ 勿論、ご掲載だけでなく貴社チラシの配布も承っております！

ネットで
簡単お申込み

原稿の
ご提出 原稿確認 ご掲載

お問い合わせ 株式会社フィールド 06-7509-2387TEL06-7635-5443FAX
info.field.koukoku@gmail.com八尾市南木の本6-78-1 受付時間：月～金 9時～17時

ご掲載の流れ

株式会社フィールド　電話 06-7509-2387
担当：川畑 受付時間：月～金  9時～17時

お問い合わせ


