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お部屋の鍵を無くしたり、エアコンが壊れたり、トイ
レがつまったり・・・。そんなトラブルもすぐに解
消！深夜でも電話１本でつながるコールセンターが皆
様の快適生活をサポートします。

NasicNasic CLUB 24CLUB 24

電話１本、フ
リーダイヤルで
管理センターの
スタッフがすぐ
に応答します。

２４時間コール
センターなので、
夜中であっても
連絡を受ければ
対応いたします。

必要に応じてマ
ンションにお伺
い。もちろん出
張費は無料で
す！！

セキュリティセキュリティ&&設備設備

各マンションにはオートロックはもちろんのこと、
防犯カメラなどセキュリティ設備が備わっている
ので安心です.また、人気の家電付マンションや女
性専用フロア、インターネットも完備されている
ので設定も簡単で安心です.

防犯カメラ

オートロック

家電セット

防犯モニター
インターネット

梅田駅

新大阪駅

江坂駅

梅田エクセルハイツ梅田エクセルハイツ

キャッスル北沢新大阪キャッスル北沢新大阪
地下鉄御堂筋線

STUDENTピアレゾンSTUDENTピアレゾン

メディセレメディセレ

ブランメゾン堀川ブランメゾン堀川

ACCESS ACCESS 
MAPMAP

ラウム江坂ラウム江坂

Amitie Demeure MasumiAmitie Demeure Masumi

学校周辺学校周辺
MAPMAP

メディセレメディセレ

ブランメゾン堀川ブランメゾン堀川

梅田エクセルハイツ梅田エクセルハイツ

2017年1月19日作成
縮尺：1/50000

2017年1月19日作成
縮尺：1/12500

ソアラプラザ天六ソアラプラザ天六

ソアラプラザ天六ソアラプラザ天六



@nasic_osaka

２４時間管理学生マンションのご案内

POINT1 特別キャンペーン賃料！！

POINT2 空家賃不要！家賃は入居開始日からの発生！

POINT3 ２４時間サポート管理で安心のストレスフリー！

201７年度版薬剤師養成教育支援



■阪急各線／梅田駅 徒歩６分
■地下鉄谷町線／中崎町駅 徒歩５分
■ＪＲ各線／大阪駅 徒歩１０分

専有面積
24.08㎡

２４時間管理人常駐

梅田エクセルハイツ

月額

賃料

共益費 8,000円／月 水道代
2 ,381円／月

（定額・税別）

礼金 なし 更新料 なし

敷金
180 ,000円

／契約時お預り

※【仲介】取引条件有効期限‘17／09／30

損害保険●個別加入不要

４０，０００円

学校まで

３３分分
（180m）

●所在地：大阪市北区中崎西３
●竣工：2002年3月完成
●構造：鉄骨鉄筋コンクリート造１５Ｆ
●総戸数：全412室
●契約期間：1年契約
●設備：カメラ付フロントオートロック／管理人(24時間常駐・宅配預かり)／防犯カメラ／駐輪場／エレベー
ター(2基)／コインランドリー／自動販売機／洗面化粧台（ハンドシャワー付）／浴室乾燥機（カワック）／
ガスコンロ(2口・要持込)／ガス給湯／エアコン／シューズケース／中扉／吊棚／フローリング調クッション
フロア／都市ガス／インターネット（有料）

Ｃタイプ

居室

キッチン

洗面化粧台 クローゼット

POINT 賃料一律￥４０，０００！！
（最大￥２７，０００割引）※２０１８年３月分賃料まで

■地下鉄谷町・堺筋線／南森町駅 徒歩4分
■ＪＲ東西線／大阪天満宮駅 徒歩5分
■ＪＲ環状線／天満駅 徒歩１０分
■京阪本線／北浜駅 徒歩12分 ■ＪＲ各線／大阪駅 徒歩15分

専有面積

25.28㎡

ブランメゾン堀川

月額

賃料

共益費 8,000円／月 水道代
2 ,381円／月

（定額・税別）

礼金 なし 更新料 なし

敷金
180 ,000円

／契約時お預り

※【仲介】取引条件有効期限‘17／09／30

損害保険●個別加入不要

４０，０００円

学校まで

●所在地：大阪市北区西天満5 ●竣工：2006年3月完成
●構造：鉄筋コンクリート造１0Ｆ ●総戸数：全171室
●契約期間：1年契約
●設備：カメラ付フロントオートロック／管理人(平日8：00～12：00)／防犯カメラ／駐輪場／エレベー
ター／宅配ボックス／自動販売機／洗面化粧台（ハンドシャワー付）／ＩＨコンロ(2口･学生フロア）／ガス
コンロ（要持込･社会人フロア）電気給湯（学生フロア）ガス給湯（社会人フロア）／エアコン／シューズ
ケース／中扉／硬質床材（学生フロア）／インターネット（有料）

居室 洗面化粧台

POINT 賃料一律￥４０，０００！！
（最大￥２５，０００割引）※２０１８年３月分賃料まで

1188分分
（1,400m）

エントランス

クローゼット

キッチン



ＳＴＵＤＥＮＴピアレゾン
■最寄駅：地下鉄各線・阪急線 天神橋筋六丁
目駅 徒歩1分
●所在地：大阪市北区天神橋６
●構造：鉄骨鉄筋コンクリート造12Ｆ
●総戸数：全50室
●竣工：2008年3月完成
●契約年数：1年契約
●設備：カメラ付フロントオートロック／防犯
カメラ／センサーライト／駐輪場／駐車場／
CATV(有料)／エレベーター／自動販売機／ラ
ジエントヒーター(2口)／電気給湯／エアコン
／シューズケース／中扉／フローリング調クッ
ションフロア／インターネット（有料）

専有面積：23.39㎡

徒歩徒歩１２１２分分
学校まで

居室 キッチン クローゼット

賃料

共益費 6,000円／月 水道代
2,３００円／月

（定額）

礼金 なし 更新料 なし

敷金
120,000円

／契約時お預り

※【仲介】取引条件有効期限‘17／09／30
損害保険●個別加入不要

５３，０００円～６１，0００円

ソアラプラザ天六 Amitie Demeure Masumi

専有面積：20.16㎡Bタイプ

■阪急各線／十三駅 徒歩7分
●所在地：大阪市淀川区十三元今里１
●構造：鉄筋コンクリート造７Ｆ
●総戸数：全48室
●竣工：200１年3月完成
●契約年数：1年契約
●設備：カメラ付フロントオートロック／防犯カ
メラ／駐輪場／バイク置場（有料）／駐車場（有
料）／CATV(有料)／エレベータ－／バストイレ
セパレート／電気コンロ(一部IHコンロ)(2口) ／
電気給湯／エアコン／フローリング調クッション
フロア（一部木質調硬質フロア）／インターネッ
ト（有料）

徒歩徒歩11２２分分
学校まで

月額

賃料

共益費 7,000円／月 水道代
2,286円／月

（定額・税別）

礼金 なし 更新料 なし

敷金
120,000円

／契約時お預り

46，５００円～53，5００円

※【仲介】取引条件有効期限‘17／09／30

損害保険●個別加入不要

居室 キッチン クローゼット
吊棚

＋ 電車3分

POINT 賃料最大￥７，０００引き！！

※ご入居期間中ずっと♪

３９，0００円～4６，5００円
特別

専有面積
23.25㎡

■地下鉄御堂筋線／江坂駅 徒歩４分

特別

賃料

共益費 6,000円／月 水道代
2,191円／月

（定額・税別）

礼金 なし 更新料 なし

敷金
60,000円

／契約時お預り

４８，５００円～５５，５００円

　　　　　　　　（2018年3月賃料まで）

※【仲介】取引条件有効期限‘17／09／30

損害保険●個別加入不要

●所在地：吹田市豊津町11
●竣工：2001年3月
●構造：鉄骨鉄筋コンクリート造10F
●総戸数：全36室
●契約期間：1年契約
●設備：フロントオートロック／防犯カメラ／駐輪場／ＣＡＴＶ（有
料）／エレベーター／バストイレセパレート／電気コンロ（2口）
（1部IHコンロ）／電気給湯／エアコン／シューズケース／吊棚／フ
ローリング調クッションフロア／インターネット（有料・別途契約）

ラウム江坂

Ｂタイプ

キッチン

居室

お風呂 クローゼット

エントランス

POINT １年間限定

賃料￥１０，０００オフ！！

学校まで

電車電車１１１１分分
＋徒歩＋徒歩１３１３分分

（２０１７年３月までにご成約いただいた方限定）

月々+2,000円で家電４点設置！

冷蔵庫冷蔵庫 電子レンジ電子レンジ 居室照明居室照明洗濯機洗濯機

共用廊下

Aタイプ


