
メゾン OC
近鉄大阪線 /久宝寺口駅 徒歩 6分 ＭＡＰ近鉄大阪線 /近鉄八尾駅 自転車 4分 （960 ｍ）

マンション1km圏内に大型ショッピングセンター「ア
リオ八尾」もあります♪

全室南向き・居室 8.5 帖で開放的な間取り♪

人気のバストイレセパレート・オール電化マンショ
ン！

詳しい情報は
専用HP
チェック

360°パノラマ画像

空室情報 公開中

共用設備
フロントオートロック／防犯カメラ／駐輪場／エレベーター／※自転車・ 原動機付自転車 (50cc) はいずれか 1 台まで持込可。 自動二輪車は持込

禁止。

専有設備
カードキー／バストイレセパレート／温水洗浄便座／電気給湯／ＩＨコンロ ( １口 ) ／洗濯機置場／エアコン／クローゼット ( 全身鏡付 ) ／シューズ

ケース／フローリング調クッションフロア／ベランダ／公営水道／インターネット ( 有料 ) ※インターネット回線： NasicNet（ 光回線）【 加入料金

\13,200( 税込 ) ベーシックコース月額 \3,630( 税込 ) ※別途コース有】 ※任意加入

設　　備

物件概要
物件名(フリガナ) ：メゾンオーシー

住所：大阪府八尾市美園町1-13

竣工：2000年3月完成2011年7月外装リニューアル

専有面積：22.9㎡

構造・総戸数：鉄筋コンクリート造8F全32室

国土交通大臣免許 (2) 第 9054 号　加盟団体／ ( 一社 ) 不動産流通経営協会 ( 公社） 首都圏不動産公正取引協議会　労働者派遣事業許可番号　派 26-300690　有料職業紹介事業許可番号　26- ユ -300508 損害保険加入不要  取引条件有効期限 2023 年 9 月 30 日　【 RND】 499091

サンディ　650m

ローソン　48m

マツモトキヨシ　900 ｍ

この他の
マンションを
お探しの方

学生マンション

学生レジデンス専用検索サイト

物件コード 4153

大型ショッピングモールアリオ八尾まで徒歩圏内 (1km) です

IH コンロ 1 口完備　人気のセパレートタイプです

担当者のいちおしポイント

Access

〒 577-0818 大阪府東大阪市小若江 3-7-5 アヴァンセクール近畿大学
前 1F

学生情報センター近畿大学前店　0120-086-749

TEL：06-6724-0131　FAX：06-6724-0132

物件に関する

お問い合わせ

LINE相談受付中

友達登録で簡単相談

アリオ八尾　1 ㎞、 新井病院　460m

近畿大学 自転車 8 分（ 1,900m） 大阪商業大学 自転車 17 分（ 4,100m） 大阪樟蔭女子大学（ 小阪キャンパス） 自

転車 16 分（ 4,000m） 大阪経済法科大学（ 八尾駅前キャンパス） 自転車４分（ 900 ｍ）

Life Information
スーパー

コンビニ

ドラックストア

その他



平 面 図間取り図 全室ベランダ南向きで日当たり良好です全室居室 8.5 帖！広々とした開放的な間取りです



※別途火災保険への加入がご入居の条件となります。

（西） （東）

入居可能時期は入居学生の退去時期により異なります。部屋ごとの入居可能時期については、オンライン上で随時更新しております。

22.90㎡（専有面積）　3.36㎡（共有面積）
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毎月必要な費用 契約時に必要な費用

家賃 \44,000～\51,500 敷金 ¥70,000

水道代 \2,640（定額・税込） Nasic CLUB24※1 \21,780/年（税込）

共益費 ¥7,000 礼金 ¥60,000

更新事務手数料 \16,500（税込）

  Nasic CLUB24※1 \21,780/年（税込）

ゴミ処理代 \1,100（税込） 鍵交換費用 \24,200（契約時・税込）

更新時に必要な費用

【取引態様「仲介」※取引条件有効期限2023/9/30迄】

居室消毒費※2 \19,250（税込）

町内会費 \1,200（１年分）

仲介手数料 賃料1か月分＋消費税

町内会費 \1,200（1年分）

「鍵を無くして部屋に入れない」「水が出ない」「電気を点けたまま外出して
しまった」「隣の部屋がうるさい」等不測の事態にも電話１本で２４時間即
座に対応するメンテナンスサービス２４や、急に体調が悪くなった際にも２
４時間で
医療スタッフが適切な対処方法、マンションから最寄りの病院の紹介をす
るメディカルサービス２４などがございます。

メゾンOC
＜全32室＞ 1年契約

ご契約には保証会社利用が必須となり、別途保証料金が必要です。
ご案内できる保証会社及びプランによって契約時または更新時保証
料・月額保証料等は変動いたしますので、詳細については担当店まで
お問い合せください。

※保証会社について

安全性に配慮した自然物製剤のみを使用した特殊な作業で実施。
害虫予防や除菌・消臭の効果がございます。
通常の居室クリーニング作業に加え、より安心して新生活を迎えていただく
為の作業です。
ご希望の方は通常料金19,250円（税込）にプラス2,300円（税込）で【抗ウイ
ルス・除菌プラス（消毒液：ペストノール付）】に変更可能です。
詳細については担当店までお問い合せください。

※２ 居室消毒費について

※１ Nasic CLUB24ついて


