
0798-67-411１
まずはお気軽にお電話ください

大阪建設株式会社

西宮市南昭和町２－３０

営業時間：９時～１７時３０分

火曜・水曜定休日

当社ホームページからもお部屋を探せます！ 大阪建設 検索

仲介手数料０円

更新料も無料♪

はじめての一人暮らしを完全サポート♪

申込み

１０月

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 入居

４月

１０月以降の申込みで家賃は入居日までサービス！

２０１9年度新入生の方対象

園田学園女子大学生活協同組合提携業者

はじめての

お部屋探し！
学生向けマンション

多数ご用意しております♪

園田学園女子大学生活協同組合提携業者

地域密着 創業121年 大阪建設株式会社
２０１9年度 園田学園女子大学・園田学園女子短期大学部 新入生の皆様へ

学生生活に「安心で快適なお住まい」をご紹介させて頂きます♪



入居までの流れ

（北改札を出て、西出口へ）

⑥必要書類を準備・送付

⑦契約書に記入・捺印・決済金の振り込み

⑧家具・家電の準備

⑨電気・ガス・水道・インターネットの開栓連絡

⑩入居日（鍵の受け取り）　大阪建設へ

①ご両親と相談して、予算を立てる

②ＨＰやパンフレットでお部屋の立地や設備を確認

③大阪建設へ電話・メールで来店予約・相談

④見学（お部屋の内覧・周辺確認）

⑤お部屋・入居日を決定 ★西宮北口駅から徒歩２分以内です。

新生活のスタート！

学校周辺地図

①

②

③

④

⑤

塚口駅
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【必要書類】

①住民票（親御様・ご本人様）

②合格通知書コピー

③親御様の社会保険証のコピー等

・お車での来店可能です（駐車場ございます）

・認印と銀行届印をお忘れなく

・営業時間は９時～１７時３０分です

・ガスの開栓はお部屋での立ち合いになります

・入居説明と鍵渡しには２０分前後の時間がか

かかります

園田学園女子大学

園田学園女子短期大学部

学校までは

約５００メートです。

徒歩５分くらいで

近くて安心です！

新築

２０１９年

2月頃完成

予定



ステラハウス２ 阪急　塚口駅 地図番号①

住所：尼崎市南塚口町8-3-1

構造：ＲＣ造3階建　　完成：１９８８年

●最上階と2階の1部はロフト付き

●オートロックにモニターインターフォンで安心

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

【設備】

家賃 42,000円～44,000円

共益費 3,000円
敷金
敷引

構造：ＲＣ造４階建　　完成：１９９１年

【設備】

●全戸南向きベランダで日当たり良好

●シャンプードレッサーに室内洗濯機置き場

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

１０万円/5万円

ステラハウス９ 阪急　塚口駅 地図番号②

住所：尼崎市南塚口町8-3-13

初期
費用 160,000円～

家賃 47,000円～50,000円

共益費 3,000円
敷金
敷引 １０万円/5万円
初期
費用 165,000円～



ステラハウス１０ 阪急　塚口駅 地図番号③

住所：尼崎市南塚口町8-2-21

共益費 3,000円
敷金
敷引 １０万円/5万円

ステラハウス29

構造：ＲＣ造3階建　　完成：１９９2年

●ＲＣ造でがっちり設計

●シャンプードレッサーに室内洗濯機置き場

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

家賃 47,000円～49,000円

初期
費用 165,000円～

【設備】

●キッチン広めで料理好きな方におすすめ

●インターネット無料対応マンション

阪急　塚口駅 地図番号④

住所：尼崎市南塚口町8-3-35

構造：木造2階建　　2003年全面改築

●モニターインターフォンに宅配ボックス

家賃 49,000円～53,000円

【設備】

共益費 4,000円
敷金
敷引 １5万円/10万円
初期
費用 218,000円～



●キッチンスペースにテーブル置けます

ステラハウス30 阪急　塚口駅

20万円/13万円
敷金
敷引

初期
費用

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

家賃 55,000円～57,000円

3,000円共益費

地図番号⑤

住所：尼崎市南塚口町8-1-6

構造：木造2階建　　2003年全面改築

●モニターインターフォンに宅配ボックス

【設備】

278,000円～

お部屋は全て当社が家主です！

ご案内から契約・入居後の対応も当社でさせて頂きますので

安心です♪

初期費用＝敷金+家賃+共益費+鍵交換代（1.5万円～2万円）

例：敷金１０万円・家賃4.2万円・共益費3000円・鍵交換代1.5万円

→１６０，０００円が初回にかかる費用です。

（※火災保険は学生総合共済の火災保険にご加入ください）

お部屋の詳しい資料等お送りできますので

お気軽にご連絡ください♪

室内写真もお送りできます！

敷金→最初にお預かりするお金です。

敷引→お引越しする際に敷金から引かれるお金です。

※原則退去時敷引より多くのお金はかかりませんが

故意・過失の損傷等がある場合は別途費用がかかります。



家賃 45,000円～47,000円

共益費 3,000円
敷金
敷引 10万円/5万円

住所：尼崎市武庫之荘東2-7-10

構造：ＲＣ造4階建　　完成：1987年

●オートロックにモニターインターフォンで安心

●全戸東向きベランダで朝日が入ります

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

163,000円～

武庫之荘駅周辺地図

ステラハウス1 阪急　武庫之荘駅 地図番号⑥

【設備】

初期
費用

⑥

⑦ ⑧

⑨
⑩⑪

⑫

⑬
⑭スーパー

スーパー

スーパースーパー

スーパー

スーパー

武庫之荘駅

駅周辺にスーパー・コンビニが

たくさんございます。

塚口駅までも自転車で10分以

内で通学できる距離です♪

武庫之荘



●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

家賃 44,000円～46,000円

ステラハウス１2 阪急　武庫之荘駅 地図番号⑦

住所：尼崎市武庫之荘4-22-12

阪急　武庫之荘駅 地図番号⑧

住所：尼崎市武庫之荘4-26-5

構造：ＲＣ造3階建　　完成：1993年

●近隣にスーパー・コンビニ・ドラッグストア

共益費 3,000円
敷金
敷引 10万円/5万円

ステラハウス１3

敷金
敷引 10万円/5万円
初期
費用 161,000円～

●1階にコインランドリーあります

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

家賃 43,000円～45,000円

共益費 3,000円

初期
費用 162,000円～

構造：ＲＣ造3階建　　完成：1993年

●近隣にスーパー・コンビニ・ドラッグストア

●全戸東向きベランダで朝日が入ります

【設備】

【設備】



ステラハウス１4 阪急　武庫之荘駅 地図番号⑨

家賃 38,000円～39,000円

共益費 ４,000円

礼金 5万円

住所：尼崎市武庫町1-29-8

構造：ＲＣ造3階建　　完成：1994年

●スーパー徒歩１分で買い物便利

●お風呂トイレ別々で節約したい方へ

●インターネット無料対応マンション

構造：木造２階建　　完成：1994年

●南向きベランダで日当たり良好

●2階は屋根裏収納スペースあります

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

【設備】

ステラハウス16 阪急　武庫之荘駅 地図番号⑩

住所：尼崎市武庫之荘東2-3-25

敷金
敷引 敷金・礼金Ｗ０円対応
初期
費用 ８２，５００円～

初期
費用 128,000円～

家賃

共益費

42,000円～44,000円

3,000円

【設備】



阪急　武庫之荘駅 地図番号⑪

住所：尼崎市武庫之荘東2-3-1

構造：木造２階建　　完成：1996年

●南向きベランダで日当たり良好

ステラハウス17

阪急　武庫之荘駅 地図番号⑫

敷金
敷引

●少しお部屋広めになっています

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

家賃

共益費

43,000円～45,000円

3,000円

敷金・礼金Ｗ０円対応
初期
費用 84,000円～

【設備】

家賃 42,000円～45,000円

共益費 3,000円
敷金
敷引 10万円/5万円

住所：尼崎市武庫之荘本町1-14-1

構造：ＲＣ造3階建　　完成：1996年

●近隣にスーパー・コンビニ・ドラッグストア

●ＲＣ造でがっちり設計

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

【設備】

初期
費用 160,000円～

ステラハウス18



構造：Ｓ造3階建　　完成：2016年

●浴室乾燥暖房・追焚機能と設備充実

●インターネット無料対応

●ワンランク上のお部屋をお探しの方へ

家賃 61,000円～80,000円

ステラハウス32 阪急　武庫之荘駅 地図番号⑬

住所：尼崎市武庫之荘東２－４－１

【設備】

阪急　武庫之荘駅 地図番号⑭

住所：尼崎市武庫之荘1-7-3

構造：Ｓ造8階建　　完成：2017年

●駅徒歩1分の好立地！南向きベランダ

共益費 5,000円
敷金
敷引 20万円～/13万円～

ステラハウス3４

初期
費用 286,000円～

敷金
敷引 20万円/10万円

●インターネット無料対応.宅配ボックスあり

●ＡＬにモニターインターフォンで女性も安心

家賃 70,000円～74,000円

共益費 6,000円

【設備】



西宮北口駅周辺地図

サテライトビル１ 阪急　西宮北口駅 地図番号⑮

家賃 56,000円～76,000円

共益費 4,000円
敷金
敷引 20万円/13万円

住所：西宮市南昭和町3-8

構造：ＲＣ造6階建　　完成：1997年

●駅徒歩1分の好立地！

●10帖タイプのお部屋もあります

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

【設備】

初期
費用 275,000円～

⑮

⑰

⑱

⑯

⑲⑳
西宮北口

大阪建設

西宮北口駅
学校のある塚口駅へは2駅約5分程です。

駅の南には阪急西宮ガーデンズがあり、

百貨店・映画館・スーパーと大変便利で

す。住みたい駅で毎年1位になる女性か

らご家族に人気のエリアです。

阪急西宮

ガーデンズ

㉑



構造：ＲＣ造3階建　　完成：1990年

●オートロックに宅配ボックスあります

●西宮北口駅徒歩5分圏内です

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

家賃 52,000円～54,000円

ステラハウス8 阪急　西宮北口駅 地図番号⑯

住所：西宮市南昭和町5-3

【設備】

●西宮北口駅徒歩5分圏内です

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

家賃 57,000円～59,000円

共益費 3,000円

阪急　西宮北口駅 地図番号⑰

住所：西宮市高松町18-4

構造：ＲＣ造3階建　　完成：1997年

●阪急西宮ガーデンズ徒歩1分で買い物便利

ステラハウス19

【設備】

敷金
敷引 15万円/10万円

初期
費用 220,000円～

初期
費用 225,000円～

共益費 3,000円
敷金
敷引 15万円/10万円



【設備】

住所：西宮市高松町22-21

構造：ＲＣ造3階建　　完成：1997年

●阪急西宮ガーデンズ徒歩1分で買い物便利

●お部屋の広さが6帖では物足りない方へ

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

ステラハウス20 阪急　西宮北口駅 地図番号⑱

住所：西宮市南昭和町2-35

家賃 58,000円～60,000円

共益費 3,000円
敷金
敷引 15万円/10万円
初期
費用 226,000円～

ステラハウス2１ 阪急　西宮北口駅 地図番号⑲

構造：ＲＣ造3階建　　完成：1998年

●西宮北口駅徒歩2分

●南向きベランダで日当たり良好

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

家賃 60,000円～62,000円

【設備】

初期
費用 228,000円～

共益費 3,000円
敷金
敷引 15万円/10万円



【設備】

●設備でガスコンロ・照明器具・エアコンあります

阪急　西宮北口駅 地図番号⑳

住所：西宮市南昭和町2-39

構造：ＲＣ造3階建　　完成：1999年

●西宮北口駅徒歩3分

ステラハウス22

●宅配ボックスに床暖房あります

初期
費用 230,000円～

敷金
敷引 15万円/10万円

家賃 62,000円～64,000円

共益費 3,000円

ステラハウス35 阪急　西宮北口駅 地図番号㉑

住所：西宮市南昭和町5-14

構造：S造3階建　　完成：1995年

●西宮北口駅徒歩4分

●宅配ボックスにセコム防犯カメラ

初期
費用 280,100円～

●IHキッチン・女性専用マンション

【設備】

家賃 56,000円～65,000円

共益費 4,100円
敷金
敷引 20万円/13万円



お部屋探し！


