
国土交通大臣免許（１）第９０５４号

ナジック ミナミ

TEL.06-6636-6226 FAX.06-6636-9977

【RND】464889

合格発表前無料マンション予約 ＆ ジャンプシステム！

ナジックでは、新入生のためにジャンプシステム（１０月のお申込みでも、お家賃は（最長３月３１日）まで
発生しません。）を行っております。また、６月よりマンションの無料予約受付開始を予定しております。
願書を提出する１０月まで無料でお部屋をご予約いただけます。※詳しくは大阪ミナミ店までお問合せください。

202３年度
入学生対象！

６月
無料予約

１０月
申込み

４月
入居

８月７月 ９月 １２月１１月 １月 ２月

JUMP!!
合格発表前無料マンション予約 ジャンプシステム

JUMP!

６月より２０２３年春からご入居可能なマンションの無料予約受付開始を予定しております

point

〒542-0073大阪府大阪市中央区日本橋1-17-17 ピカソ日本一ビル5Ｆ
＜営業時間＞10月～３月：9:00～18:00／4月～9月：10:00～17:00

（営業時間外も留守番電話・FAXにて受け付けております）
＜定 休 日＞10月～1月：水／2、3月：定休日なし／4月～９月：水・日祝日

３月
入居



※ご契約時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わせください。

フロントオートロック/
防犯モニター/防犯カメラ/
宅配BOX/エレベーター/電気給湯/
ユニットバス/BS/乾燥機
電気コンロ(一部IHコンロ)(１口)/
シューズケース/吊棚/
エアコン/クローゼット/
ベランダ(Cタイプのみ)
フローリング調クッションフロア/
インターネット(有料)

大阪メトロ千日前線・堺筋線/日本橋駅 徒歩1分
近鉄難波線/近鉄日本橋 徒歩1分

月額
賃料

■大阪府大阪市中央区日本橋1
■1996年３月完成

■鉄骨造11Ｆ（全70室）

43,000円～50,000円

①シャトーアルーフ

Cタイプ 他タイプ有

学校まで徒歩3分（221ｍ)

損害保険●個別加入不要 【仲介】※取引条件有効期限’23/9/30

■礼金なし■更新料 なし
■敷金 50,000円/契約時お預り
■鍵交換代 16,500円/契約時(税込)

■共益費 7,000円/月
■水道代 2,410円/月(定額・税込)
■ゴミ処理代 880円/月(税込)
■設備維持費 990円/月(税込)
■家電レンタル可能物件
■※保証委託必須

室内画像

女性専用フロア有

②ナンバOMマンション
大阪メトロ各線/なんば駅･日本橋駅 徒歩5分
南海線/難波駅 徒歩3分

月額
賃料

■大阪府大阪市中央区難波千日前４
■2000年３月完成
■鉄骨造7Ｆ（全24室）

47,500円～54,500円
■礼金 60,000円■更新料 なし
■敷金 70,000円/契約時お預り
■鍵交換代 22,000円/契約時(税込)

■共益費 7,000円/月
■水道代 2,410円/月(定額・税込)
■ゴミ処理代 880円/月(税込)
■家電レンタル可能物件
■ ※保証委託必須

損害保険●個別加入不要 【仲介】※取引条件有効期限’23/9/30

フロントオートロック
防犯カメラ/サムターンガード
駐輪場/BS・CATV（有料）
バストイレセパレート
エレベーター/クローゼット
電気コンロ（１口）/電気給湯
温水洗浄便座/エアコン
シューズケース/ベランダ
フローリング調クッション
フロア/インターネット（有料）

室内画像

Aタイプ 他タイプ有

学校まで徒歩4分（272ｍ)

月額
賃料

■礼金 60,000円■更新料 なし
■敷金 70,000円/契約時お預かり
■鍵交換代 16,500円/契約時(税込)

■共益費 7,000円/月
■水道代 2,095円/月（定額・税込）
■ゴミ処理代 880円/月(税込)
■家電レンタル可能物件
※保証委託必須

■大阪府大阪市中央区日本橋２
■1982年３月完成

(2000年３月内装リニューアル）
(2017年9月外装リニューアル）

■鉄骨造6Ｆ（全25室）

フロントオートロック/
防犯カメラ/防犯モニター/駐輪場
エレベーター/宅配BOX/
CATV（有料）/電気給湯/
エアコン/バストイレセパレート/
クローゼット/洗濯機置場(室外)/
温水洗浄便座/ＩＨコンロ(１口)/
フローリング調クッションフロア
/シューズケース/ベランダ/
インターネット(有料）

③ロイヤルマンション日本橋
学校まで徒歩2分（100ｍ)

大阪メトロ千日前線･堺筋線/日本橋駅 徒歩3分
近鉄難波線/近鉄日本橋駅 徒歩3分

Cタイプ 他タイプ有

損害保険●個別加入不要 【仲介】※取引条件有効期限’23/9/30

45,500円～52,500円
室内画像

④ビューテラス上町

月額
賃料

学校まで自転車10分（2,395ｍ)

フロントオートロック/防犯モニター
/防犯カメラ/駐輪場/CATV（有料）
エレベーター/宅配BOX/
コインランドリー（定額）
ユニットバス/ガス給湯/エアコン/
ＩHコンロ（１口）/中扉/
インターホン/都市ガス/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/インターネット（有
料）■大阪府大阪市中央区安堂寺町１

■ 1994年12月完成
■鉄骨造9Ｆ（全64室）

37,500円～45,500円
■礼金 なし■更新料 なし
■敷金 70,000円/契約時お預かり
■鍵交換代 16,500円/契約時(税込）

■共益費 7,000円/月
■水道代 2,410円/月（定額・税込）
■ランドリー使用代

1,000円/月（定額・税込）
■ゴミ処理代 880円/月(税込)
■家電レンタル可能物件
※保証委託必須

Cタイプ 他タイプ有

損害保険●個別加入不要 【仲介】※取引条件有効期限’23/9/30

大阪メトロ谷町線・中央線/谷町六丁目駅 徒歩5分
近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩14分

室内画像

設備

設備

設備



⑥volare

設備

■大阪府大阪市浪速区
大国２

■2006年３月完成
■鉄骨造7Ｆ（全24室）

カメラ付フロントオートロック/
カメラ付インターホン/駐輪場/
防犯カメラ/CATV(有料)/エレベー
ター/室内洗濯機置場/独立洗面化粧
台/バストイレセパレート電気給湯/
中扉/脱衣所/シューズケース
エアコン/クローゼット/
ラジエントヒーター(2口)/ベランダ
フローリング調クッションフロア/
インターネット(有料)

■礼金なし■更新料 なし
■敷金 70,000円/ 契約時お預かり
■鍵交換代 22,000円/契約時(税込)

■共益費 7,000円/月
■水道代 2,095円/月（定額・税込）
■ゴミ処理代 880円/月(税込)
■家電レンタル可能物件
※保証委託必須

学校まで自転車11分（2,000ｍ)

●大阪メトロ御堂筋線･四つ橋線/大国町駅 徒歩3分
●ＪＲ大阪環状線/今宮駅 徒歩4分

Aタイプ 他タイプ有
損害保険●個別加入不要 【仲介】※取引条件有効期限’23/9/30

⑦フェニックス松屋町 ●大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分
●大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分

カメラ付フロントオートロック/
カメラ付インターホン/防犯カメラ/
防犯モニター/駐輪場/宅配BOX/
BS・CATV(有料)/エレベーター/
バストイレセパレート/電気給湯/
IHコンロ(１口)/温水洗浄便座/ 吊棚
エアコン/ベランダシューズケース/
室内物干し器/フローリング調クッ
ションフロア/クローゼット/
インターネット（有料）

学校まで自転車8分（1,895ｍ)

■礼金60,000円■更新料 なし
■敷金70,000円/契約時お預かり
■鍵交換代 22,000円/契約時(税別)

■共益費 7,000円/月
■水道代 2,410円/月（定額・税込）
■ゴミ処理代 880円/月(税込)
■家電レンタル可能物件
※保証委託必須

■大阪府大阪市中央区
松屋町住吉１

■2000年３月完成
■鉄骨造10Ｆ（全33室）

Aタイプ 他タイプ有

損害保険●個別加入不要 【仲介】※取引条件有効期限’23/9/30

⑧クラインシュロス 大阪メトロ堺筋線・京阪本線/北浜駅 徒歩7分
大阪メトロ谷町線/天満橋駅 徒歩9分

■大阪府大阪市中央区
東高麗橋4

■2001年3月完成
■鉄筋コンクリート造5Ｆ（全18室）

月額
賃料

■礼金 なし■更新料 なし
■敷金70,000円/契約時お預かり
■鍵交換代 22,000円/契約時(税込)

■共益費 6,000円/月
■水道代 2,095円/月（定額・税込）
■家電レンタル可能物件
※保証委託必須

学校まで自転車12分（2,983ｍ)

設備

カメラ付きフロントオートロッ
ク/駐輪所/バストイレセパレー
ト/IHコンロ(1口)/電気給湯/
エアコン/シューズケース/
ロフト（5階のみ）/ベランダ/
フローリング調クッションフロ
ア/インターネット（有料）

損害保険●個別加入不要 【仲介】※取引条件有効期限’ 23/9/30

設備

■礼金 60,000円 ■更新料 なし
■敷金 70,000円/契約時お預かり
■鍵交換代 16,500円/契約時(税込)

■共益費 7,000円/月
■水道代 2,410円/月（定額・税込）
■ゴミ処理代 880円/月(税込)
※保証委託必須

カメラ付きフロントオートロック/
防犯カメラ/エレベーター/電気給湯
エアコン/バストイレセパレート/
インターホン/クローゼット/
温水洗浄便座/ＩＨコンロ(2口)/
フローリング調クッションフロア/
シューズケース/ベランダ/
インターネット(有料）
【設置家電】
洗濯機・冷蔵庫・居室照明・オーブ
ンレンジ

⑤ai・do
学校まで自転車12分（2,790ｍ)
電車4分＋徒歩5分＝9分

大阪メトロ谷町線・中央線/谷町四丁目駅 徒歩1分
京阪本線/天満橋駅 徒歩10分

損害保険●個別加入不要 【仲介】※取引条件有効期限’23/9/30

48,000円～88,000円

Aタイプ 他タイプ有

49,500円～56,500円

50,000円～59,500円

46,500円～56,500円

※ご契約時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わせください。

月額
賃料

月額
賃料

■大阪府大阪市中央区谷町３
■2001年３月完成
■鉄骨造13Ｆ（全78室）

室内画像

家電4点付き

月額
賃料

室内画像

女性専用マンション

室内画像

室内画像

女性専用マンション

設備

Aタイプ 他タイプ有



ナジック学生マンションの安心サポート

株式会社学生情報センターでは、次年度の入学、マンションでのひとり暮らしを検討されている方が、
オープンキャンパスや入試の際に体験いただける、【無料マンション宿泊】をご用意しております。
ご契約前に宿泊いただくことで、今後のひとり暮らしをシミュレーションしていただくための企画です。
ご利用をご希望の方は学生情報センター大阪ミナミ店までお問い合わせください。
※感染症蔓延防止の為、やむを得ず中止とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
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