
物件名 住所 種別 タイプ 戸数 備考

プラディオ　天満セレニテ 大阪市北区天神橋4丁目 マンション 1K 54戸 1棟

プラディオ　森小路セレニテ 大阪市旭区新森1丁目 マンション 1K 84戸 1棟

プラディオ　AYA東三国 大阪市淀川区東三国５丁目 マンション 1K 135戸 1棟

プラディオ　長柄 大阪市北区長柄中2丁目 マンション 2DK 27戸 1棟

プラディオ　今里 大阪市生野区新今里5丁目 マンション 1K 53戸 1棟

シティーパレス今川 大阪市東住吉区西今川3丁目 マンション 2DK 12戸 1棟

プラディオ　ネスト上新庄 大阪市東淀川区小松3丁目 マンション 1K 48戸 1棟

プラディオ　成育 大阪市城東区成育4丁目 マンション 1K 15戸 1棟

プラディオ 　ハイツ幸 大阪市東住吉区今川4丁目 マンション 2DK 27戸 1棟

今福ハイツ 大阪市城東区今福南2丁目 マンション 2K 4戸 1棟

プラディオ 今津中　住宅 大阪市鶴見区今津中3丁目 テラスハウス 3LDK 20戸 区分所有

プラディオ　コーポはにわ毛馬 大阪市都島区毛馬町 マンション 1K 20戸 1棟

プラディオ　生野市場 大阪市生野区生野西4丁目 マンション 2DK 32戸 1棟

ティアラコートイースト 大阪市西成区花園北2丁目 マンション 1K 54戸 1棟

ティアラコートウエスト 大阪市西成区花園北2丁目 マンション 1K 54戸 1棟

平野区特別養護老人ホーム 大阪市平野区加美鞍作2丁目 介護施設 １ルーム 32戸 サブリース

大阪駅前第2ビル 大阪市北区梅田1丁目 分譲テナント 85㎡ 1戸 区分所有

プラディオ　南森町ビル 大阪市北区南森町１丁目 商業ビル --- 12戸 1棟

プラディオ久太郎テナントビル 大阪市中央区久太郎町2丁目 商業ビル --- 12戸 1棟

プラディオ　平野町　店舗 大阪市中央区平野町 店舗 110㎡ --- 1棟

勝山底地 大阪市生野区勝山北5丁目 土地・駐車場 90㎡ ---

大阪生野卸売市場 大阪市生野区生野西4丁目 駐車場 2500㎡

桃谷コインパーキング 大阪市生野区桃谷4丁目 駐車場 350㎡ サブリース

都住創釣鐘スパイアー 大阪市中央区釣鐘町2丁目 分譲マンション 78㎡ 1戸 区分所有

ハイネス北浜 大阪市中央区平野町1丁目 分譲マンション 1LDK 1戸 区分所有

ユニハイム千船 大阪市西淀川区佃3丁目 分譲マンション 2LDK 1戸 区分所有

メトロハイツ今里マンション 大阪市東成区大今里 分譲マンション 2LDK 1戸 区分所有

新町ダイアパレス天祥マンション 大阪市西区新町1丁目 分譲マンション 1LDK 4戸 区分所有

物件名 住所 種別 タイプ 戸数 備考

プラディオ　徳庵駅前セレニテ 東大阪市稲田本町3丁目 マンション 1K 49戸 1棟

プラディオ　コスモピア加納 東大阪市加納6丁目 マンション 1K 55戸 1棟

プラディオ　東浅香山 堺市北区東浅香山2丁目 マンション 2DK 26戸 1棟

シャルム2番館 門真市北岸和田1丁目 マンション 3LDK 30戸 1棟

グリーンハイツ門真 門真市栄町 マンション 2DK 15戸 1棟

プラディオ　ラヴィッサン 茨木市郡5丁目 マンション 3LDK 20戸 1棟

プラディオ　ホワイトハイツ上穂積 茨木市上穂積1丁目 マンション 3LDK 14戸 1棟

プラディオ　オズコート 豊中市曾根西町 マンション 店舗・1K 19戸 1棟

プラディオ　レスポアール清風 豊中市清風荘 マンション 3LDK 12戸 1棟

プラディオ　千里寮 摂津市千里丘東5丁目 社員寮 １ルーム 38戸 サブリース

プラディオ　千里介護施設 摂津市千里丘東5丁目 特養ホーム １ルーム 38戸 サブリース

プラディオ　千里シェアハウス 摂津市千里丘東5丁目 シェアハウス １ルーム 38戸 サブリース

ハイクレスト宮之阪マンション 枚方市宮之阪2丁目 マンション 店舗・2LDK 96戸 1棟

プラディオ　朝日丘アザレア 枚方市朝日丘2丁目 マンション 1K 28戸 1棟

プラディオ　朝日丘カトレア 枚方市朝日丘2丁目 マンション 1K 25戸 1棟

プラディオ　朝日丘シーザー 枚方市朝日丘2丁目 マンション 1K 12戸 1棟

プラディオ　東香里 枚方市東香里元町 マンション 店舗・1K 12戸 1棟

プラディオ　東香里園町 枚方市東香里元町 マンション 1K 12戸 1棟

プラディオ　ロイヤル牧野 枚方市三栗2丁目 マンション 店舗・1K 19戸 1棟

プラディオ　甲斐田ハイツ 枚方市甲斐田新町 マンション 2K 4戸 1棟

プラディオ　松ヶ丘 枚方市松ヶ丘町 マンション 2LDK 8戸 1棟

プラディオ　樋之上町 枚方市樋之上町 マンション 1LDK 12戸 1棟

プラディオ　星ケ丘ビル 枚方市星ヶ丘3丁目 商業ビル --- 4戸 1棟

所有物件一覧　大阪府下

所有物件一覧　大阪市



プラディオ　朝日丘店舗 枚方市朝日丘2丁目 店舗 （旧コンビニ） 1戸 1棟

プラディオ　メゾン21 寝屋川市木屋元町 マンション 1K 28戸 1棟

プラディオ　東大利町ハイツ 寝屋川市東大利町 マンション 2DK 15戸 1棟

プラディオ　大利町 寝屋川市大利町 マンション 2DK 8戸 1棟

プラディオ　清水町 寝屋川市清水町 マンション 店舗・2DK 9戸 1棟

プラディオ　原田マンション 寝屋川市音羽町 マンション 2DK 18戸 1棟

プラディオ　クレール寝屋川 寝屋川市音羽町 マンション 1K 17戸 1棟

プラディオ　千功ハイツ 寝屋川市大利町 マンション 1K 15戸 1棟

シャトラン香里園 寝屋川市香里北之町 マンション 2LDK 16戸 1棟

高槻市安満磐手町ハイツ 高槻市安満磐手町 ハイツ 2K 4戸 1棟

西郷ハイツ 守口市西郷町 ハイツ 2K 16戸 1棟

宮野町ハイツ 門真市宮野町 ハイツ 2K 6戸 1棟

八尾ハイツ 八尾市南本町 ハイツ 2K 4戸 1棟

香里西ハイツ 寝屋川市香里西之町 ハイツ 3DK 4戸 1棟

城垣町ハイツ 門真市城垣町 ハイツ 2DK 4戸 1棟

寝屋川市池田旭町戸建 寝屋川市池田旭町 貸家 4LDK 1戸 戸建

寝屋川市黒原旭町戸建 寝屋川市黒原旭町 貸家 3DK 1戸 戸建

守口市梶町戸建 守口市梶町 貸家 5LDK 1戸 戸建

枚方市北中振戸建 枚方市北中振1丁目 貸家 4LDK 1戸 戸建

枚方市長尾谷町戸建 枚方市長尾谷町1丁目 貸家 3LDK 1戸 戸建

寝屋川市太間町戸建 寝屋川市太間町 貸家 3LDK 1戸 戸建

東大阪市横小路戸建 東大阪市横小路 貸家 3LDK 1戸 戸建

藤和守口ハイタウン 守口市大日町2丁目 分譲マンション 3LDK 1戸 区分所有

寝屋川市早子町　店舗 寝屋川市早子町 店舗 --- 3戸 1棟

寝屋川市駅前駐輪場 寝屋川市八坂町18 駐輪場
延床面積(1788.32㎡)

約3,000台収容可能

双葉町工場倉庫 豊中市二葉町2丁目 工場・倉庫 1棟 --- サブリース

双葉町底地 豊中市二葉町2丁目 --- --- ---

日産オークション会場　定期借地 摂津市一津屋3丁目 定期借地

長瀬駅前　遊技場（パチンコ店） 東大阪市吉松2丁目 遊技場 1棟 --- サブリース

所有物件　（事業用）


