大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業実施住宅一覧（平成26～令和元年度）

行
政
区

補
助
年
度

入居に係る問い合わせ先
住宅名称

住宅所在地

部屋番号

総戸数（戸）
名称

連絡先

北区

平成29年度 マンション満蔵

北区天神橋6-3-22

601

18

有限会社 満蔵

080-5314-4075

都島区

平成30年度 スパジオ高倉

都島区高倉町3-11-25

203

24

株式会社 新宅コーポレーション

06-6922-9371

都島区

平成30年度 東野田町４丁目 貸家

都島区東野田町4-20-5

-

1

株式会社 トラストエージェント

06-6882-2112

都島区

平成29年度 マンション エンゼル

都島区御幸町1-8-20

101

24

田中産業株式会社

06-6928-5221

都島区

令和元年度 樋口ハイツ

都島区高倉町1-11-19

401

5

株式会社 トラストエージェント

06-6882-2112

福島区

令和元年度 デュオ玉川

福島区玉川1-2-16

708

43

アーバンライフ住宅販売株式会社

06-6244-1012

此花区

平成26年度 インヴェルノ此花

此花区春日出中1-20-12

201,301

8

株式会社 成都管理サービス

06-4865-5150

此花区

平成27年度※ インヴェルノ此花

此花区春日出中1-20-12

401,402
501,502

8

株式会社 成都管理サービス

06-4865-5150

此花区

平成28年度 インヴェルノ此花

此花区春日出中1-20-12

302

8

株式会社 成都管理サービス

06-4865-5150

中央区

平成29年度 上町台吉住ハイツ

中央区東平1-4-17

201,305

21

株式会社 吉住コーポレーション

06-6761-0165

中央区

令和元年度 上町台吉住ハイツ

中央区東平1-4-17

602

21

株式会社 吉住コーポレーション

06-6761-0165

中央区

平成30年度 グランドール心斎橋

中央区南船場3-1-6

802

42

松下 巖

06-6251-4523

中央区

平成27年度※ 第三西原ハイツ

中央区上本町西5-2-25

201

11

西原 政弘

06-6768-0505

中央区

平成27年度※ 東平西原ハイツ

中央区東平2-3-22

201

12

株式会社 西原不動産

06-6768-0505

中央区

平成28年度 東平西原ハイツ

中央区東平2-3-22

601

12

株式会社 西原不動産

06-6768-0505

中央区

令和元年度 おおきに大手通サニーアパートメント

中央区大手通1-1-8

405,1402

42

双日新都市開発株式会社

03-5510-3692

西区

平成30年度 ガーデンハイツ江戸堀

西区江戸堀2-7-27

802

44

富士建設株式会社

06-6536-4100

西区

平成28年度 カセッティ新町

西区新町2-1-5

603

20

日本住宅管理株式会社

06-6229-6633

西区

平成29年度 カセッティ新町

西区新町2-1-5

303,403

20

日本住宅管理株式会社

06-6229-6633

西区

令和元年度 CITY SPIRE 立売堀

西区立売堀5-7-12

505,805

26

株式会社 長谷工ライブネット

06-6262-8473

西区

平成30年度 白百合グランドシャトー

西区北堀江3-6-26

4006,6006

44

日本ハウズイング株式会社

06-6245-8909

西区

平成28年度 原野ビル

西区北堀江3-5-16

5D,2E

37

大阪地金株式会社

06-6531-3204

西区

平成30年度 原野ビル

西区北堀江3-5-16

7D

37

大阪地金株式会社

06-6531-3204

西区

平成30年度 リバスマンション

西区九条南3-7-5

505

20

有限会社 ガーデンエステート

06-6421-3265

港区

平成29年度 前川ビル

港区八幡屋3-9-13

103

2

前川 幸德

06-6574-3893

天王寺区

平成29年度 上本町 吉住ビル

天王寺区上本町1-1-17

5F

9

株式会社 吉住コーポレーション

06-6761-0165

天王寺区

平成30年度 上本町 吉住ビル

天王寺区上本町1-1-17

8F

9

株式会社 吉住コーポレーション

06-6761-0165

天王寺区

平成30年度 上本町クラッソ

天王寺区石ヶ辻町19-6

201,202,203

3

川田株式会社

06-6785-7322

天王寺区

令和元年度 アルカディア玉造

天王寺区玉造元町20-6

301,505

40

コーナン地所株式会社

06-6438-5011

天王寺区

令和元年度 フタバハイツ上本町

天王寺区上本町8-3-1

601

35

フタバビル株式会社

06-6772-0045

浪速区

平成29年度 アメニティ-つるみや

浪速区大国2-8-3

208,605

32

グッドルーム株式会社

0800-123-6646

令和元年度 グランドールサンパティオ

西淀川区御幣島3-3-3

415

108

日本管理センター株式会社

06-6251-6900

淀川区

平成30年度 グランシャリオ

淀川区加島3-2-7

403,703

21

コーナン地所株式会社

06-6438-5011

淀川区

令和元年度 グランシャリオ

淀川区加島3-2-7

203

22

コーナン地所株式会社

06-6438-5011

淀川区

令和元年度 第3ロイヤルハイツ中尾

淀川区宮原2-7-12

1102,1201

54

株式会社 NLC

06-6305-5583

西淀川区

※補助年度が平成27年度の物件については、国の「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」の入居対象者に該当する必要があります。
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東淀川区

平成28年度 三恵上新庄ハイツ

東淀川区上新庄2-16-8

207,405

30

株式会社 三恵

06-6373-0136

東淀川区

平成29年度 サンティ-ル北野

東淀川区大道南2-6-7

203

20

株式会社 アスカホーム

06-6323-6300

東淀川区

平成30年度 シャングリラ みつもと

東淀川区上新庄2-6-3

204

31

株式会社 アパマン

06-6850-3900

東淀川区

令和元年度 シャングリラ みつもと

東淀川区上新庄2-6-3

106

31

株式会社 アパマン

06-6850-3900

東淀川区

平成29年度 富永ハイツ

東淀川区豊新5-16-4

101

13

株式会社 アスカホーム

06-6323-6300

東淀川区

平成30年度 東淀川区下新庄 賃貸戸建住宅

東淀川区下新庄4-8-10

-

1

三成建設株式会社

06-6309-5446

東成区

平成29年度 ファミリ-コ-ト大今里

東成区大今里3-4-25

101,103

9

有限会社 富士不動産

06-6981-5650

東成区

平成29年度 フジコ-ポラス

東成区大今里3-25-28

201

6

有限会社 富士不動産

06-6981-5650

生野区

平成28年度 ザ・セコ-レジデンス今里

生野区新今里1-11-17

-

1

世耕 弘大

080-1462-3262

生野区

平成26年度 シティ-ハイツ新今里

生野区新今里3-11-26

301,302,703

20

株式会社 アバントプラス

06-6191-3100

旭区

平成29年度 ノ-スコ-ト

旭区生江3-6-19

203,302,401

26

寺西 慶祐

06-6924-0268

旭区

平成30年度 パークビュー

旭区中宮2-19-4

202,302

6

旭化成不動産レジデンス株式会社

06-6376-2700

城東区

平成29年度 アベリアⅠ

城東区関目1-12-10

202

10

有限会社 豊栄エステイト

06-6961-0718

城東区

令和元年度 アベリアⅠ

城東区関目1-12-10

303

10

有限会社 豊栄エステイト

06-6961-0718

城東区

平成30年度 第二泰平ビル

城東区今福東2-7-12

602

28

野田商事株式会社

06-6934-5556

城東区

平成28年度 東洋プラザ京阪野江

城東区成育1-8-1

403,503,603

23

株式会社 トラストビルド

06-6752-3667

城東区

平成30年度 東洋プラザ京阪野江

城東区成育1-8-1

305,401,202

23

株式会社 トラストビルド

06-6752-3667

城東区

令和元年度 メゾン・ド・ヴィオレット

城東区古市3-11-2

206,220,501

88

寺西エステート株式会社

06-6924-0268

鶴見区

令和元年度 ラフィーネ鶴見緑地

鶴見区浜4-12-10

301

19

グローバルコミュニティ株式会社

06-6836-6374

住之江区

平成29年度 プランド-ル御崎A棟

住之江区御崎8-62-2

101

4

山中 二三雄

06-6681-4133

住之江区

平成30年度 メゾン南加賀屋

住之江区南加賀屋3-4-19

301

35

株式会社 丸福地所

06-6696-0290

住之江区

平成29年度 リーデルフェリア住之江

住之江区西住之江1-9-18

203

18

なにわのシンデレラ株式会社

06-6115-1177

住之江区

平成30年度 リーデルフェリア住之江

住之江区西住之江1-9-18

403

18

なにわのシンデレラ株式会社

06-6115-1177

住吉区

平成29年度 北野マンション

住吉区苅田7-12-19

515

60

北野商事有限会社

06-6607-3561

住吉区

平成28年度 サンパ-ク北野1号

住吉区我孫子4-17-16

11号

8

北野商事有限会社

06-6607-3561

住吉区

平成29年度 昭栄マンション

住吉区長居東4-9-8

507,508,510

42

泉崎 博範

06-6697-7385

住吉区

平成30年度 ハイネスキタノ

住吉区我孫子5-11-15

302

5

北野商事有限会社

06-6607-3561

住吉区

令和元年度 カワデンエミネンスハイツ

住吉区遠里小野1-9-1

311

97

株式会社 エステートトーワ

06-6130-0100

住吉区

令和元年度 北野ハイツ

住吉区我孫子5-11-21

203

25

北野商事有限会社

06-6607-3561

東住吉区

平成29年度 メゾンヒガシビル

東住吉区南田辺1-10-25

303

24

有限会社 フジ管財

06-6185-7239

東住吉区

平成29年度 ライオンズマンション北田辺

東住吉区北田辺5-8-25

201

43

久保見 之彦

080-5765-0465

平野区

平成29年度 瓜破ハイツ イマタ

平野区瓜破3-2-53

101

13

有限会社 弁慶屋今田

06-6709-1036

平野区

平成26年度 エスポハイツ六反

平野区長吉六反3-1-15

東1,西1,西2

4

木村 征一

06-6709-8033

平野区

平成27年度※ エスポハイツ六反

平野区長吉六反3-1-15

東2

4

木村 征一

06-6709-8033

53

株式会社 タウンホーム

06-6700-6702

平野区

平成26年度 ノ-ブルハイツなみはや

平野区長吉長原1-1-48

403,405
502,603

平野区

平成30年度 パーマリィハイツ平野南

平野区長吉長原1-5-5

305

12

宮野 邦子

06-6708-4371

西成区

平成29年度 プランド-ル天下茶屋

西成区天下茶屋2-19-8

201,401

3

有限会社 サン・グリック

06-6655-5000

西成区

平成29年度 ぶらんめぞん

西成区潮路1-5-23

401,402

8

株式会社 馬場建築研究所

072-997-6000

西成区

平成30年度 ボヌール・潮路

西成区潮路1-1-22

201

2

有限会社 サン・グリック

06-6655-5000

西成区

令和元年度 淡路屋ビル

西成区梅南1-1-6

301,401

2

有限会社 サン・グリック

06-6655-5000

※補助年度が平成27年度の物件については、国の「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」の入居対象者に該当する必要があります。

