


はじめての方へ

はじめてのお家探し、というのは長い人生の中で大イベントだと思います。

そもそもお家探し自体、何回も経験することがございませんので、そこに関われる私たちは、

大変幸せに感じつつも責任感を感じております。

 
【 もっと大きなお家に住みたい。 】
【 家庭菜園が出来るお家に住みたい。 】



【 自然が豊かな環境に住みたい。 】
【 子供の成長に対応出来るお家に住みたい。 】
【 防犯面に配慮したお家に住みたい。 】
 
といった、ご相談をいただきます。

お客様とのひとつひとつの出会いを大切に

精一杯努力させていただきます。

 
京都の不動産のことならお任せ下さい。

私たちと一緒に、お家探しをしませんか。



会社概要

【　商　号　】

株式会社　青伸（ あおしん ）ホーム

【　業　務　】

不動産売買・仲介・建築・リフォーム

【　登録免許番号　】

京都府知事（　１　）第１２９３３号

【　代表者　】

代表取締役　青山 伸太郎　（あおやま しんたろう）

【　所在地　】

京都市左京区下鴨東本町１１番地

下鴨本通北大路を東へ２５０Ｍ

（かごの家 北大路下鴨店の横）

地下鉄烏丸線　北大路駅から東へ徒歩１６分

【　電話番号　】

０７５－７０８－２００７

【　宅地建物取引主任者　】

氏　　　名：青山　伸太郎

登録番号：京都府知事　第２１４５５号

【　事業内容　】

不動産売買の代理及び仲介業務

新築分譲物件の企画・販売業務

不動産活用コンサルタント業務

【　加盟団体　】

（社）　全国宅地建物取引業保証協会

所在地：

東京都千代田区岩本町２丁目６番３号

（社）　全国宅地建物取引業保証協会京都地方本部

所在地：

京都市上京区中立売通室町西入三丁目４５３番地３

【　その他　】

定　休　日：毎週水曜日、土・日・祝日も営業中

営業 時間：１０：００から１９：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　外部リンク集　】

京都市北区・左京区・上京区の不動産のことなら青伸（ あおしん ）ホーム

京都市　不動産総合サイト　青伸（あおしん）ホーム

http://www.kyoto-aoshin.jp/%E9%9D%92%E4%BC%B8-%E3%81%82%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%93-%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/
http://www.zentaku.or.jp/
http://www.aoshin-home.jp/
https://sites.google.com/site/aoshinhome/


不動産情報・・・てくてく日記

青伸（ あおしん ）ホームメールマガジン

京都市左京区　青伸（ あおしん ）Twitter
京都市左京区　青伸（あおしん）Facebook

http://ameblo.jp/aoshin-home/
http://melma.com/backnumber_190411/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
https://www.facebook.com/AoshinHome


希望物件リクエスト

非公開物件や広告掲載前の物件も御紹介させて頂きます。

こんな方にお薦め致します。

「 お子様を転校させたくない。」

「通勤が楽なところに住みたい。」

「希望はあるのに、それを叶える不動産がみつからない。」

私にお任せ下さい。

そんなお客様の為に、豊富な経験からお家をご提案致します。

広告掲載前の物件情報や住宅情報やチラシ、インターネットに掲載できない物件を

いち早くお届け致します。

教えてください・・・ご希望の学校区。

教えてください・・・お家のこだわり。

ご来店を希望されるお客様、ご来店希望日時を教えてください。

■　お電話からの予約

電話番号：０７５－７０８－２００７

受付時間：１０：００から１９：００

■　メールからの予約

【　ご希望日時　】をご指定下さい。

後日ご返答をさせて頂きます。

尚、返信は４８時間以内にするように心がけていますが事情により遅くなることが

ありますので、ご了承下さい。また、昨今のメール事情により送信されたメールが

不達になる場合がございます。

あまりにも遅いと感じられた場合にはお手数ですが、

再度メールを送信して頂ければ幸いです。

https://www.aoshin-home.jp/toi/index.html


【　７月１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

時代の終わり・・・。

否、断じて否。

Ｗ杯王者スペインは、ブラジルにまさかの完敗を喫し、

２０１１年１１月から続いてきた国際Ａマッチ無敗記録は２６試合で

ストップしました。

デルボスケ監督は

「ブラジルの方が上だった」と話し、

セルヒオ・ラモスも

「僕たちは機械じゃない。負ける日は来る」と

敗戦を認めるしかなかった。

王国復活・・・。

本日の新物件情報はございませんでした。

本日の新価格情報はございませんでした。

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

７月７日は、七夕です。

娘がチコチコ・・・願い事を書いています。

私もチコチコ・・・願い事を書いてみました。

私の願い事は、

家族の幸せ・・・。

お小遣いアップ・・・。

願い事が叶いますように

本日の新物件情報です。

中古マンション グラン・コート洛北　１６５０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_245.html

中古マンション 東大路高野第２住宅２号棟　２２８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_300.html

中古マンション 藤和宝ヶ池ホームズ　２９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_279.html

新築戸建 京都市北区上賀茂六段田町 物件詳細　３１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161524.html

新築戸建 京都市北区上賀茂石計町　１号地 物件詳細　５４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161514.html

新築戸建 京都市北区上賀茂石計町　２号地 物件詳細　５４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161515.html

中古テラスハウス 京都市北区上賀茂向梅町　７９０万円

中古戸建 京都市北区西賀茂蟹ヶ坂町 物件詳細　１３８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161517.html

中古戸建 京都市上京区阿弥陀寺前町　５７００万円

中古戸建 京都市左京区岩倉中在地町　１７００万円

中古戸建 京都市左京区下鴨蓼倉町　１７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_245.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_300.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_279.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161524.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161514.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161515.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161517.html


中古戸建 京都市左京区吉田中阿達町　３１８０万円

売土地 京都市北区上賀茂石計町　１号地 物件詳細　３９００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161522.html

売土地 京都市北区上賀茂石計町　２号地 物件詳細　３９００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161523.html

本日の新価格情報です。

中古マンション ライオンズマンション北白川　３６８０→　３４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_324.html

中古戸建 京都市左京区修学院西沮沢町 物件詳細　９８０→　７８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000052243.html

売土地 京都市北区大将軍一条町　５３５０→　４９７０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

中古戸建 京都市北区紫竹牛若町 物件詳細　１４６０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000137869.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161522.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161523.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_324.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000052243.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000137869.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

本日は、息子の誕生日です。

３歳になりました。

大好きな、王将の餃子を買いました。

大好きな、フライドチキンを買いました。

大好きな、マクドナルドのポテトを買いました。

食べることが大好きな息子です。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市北区大宮一ノ井町 物件詳細　９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000162104.html

中古戸建 京都市北区西賀茂今原町　２９００万円

本日の新価格情報です。

中古マンション デ?リード京都北山通　３９８０→　３７８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_47.html

売土地 京都市左京区下鴨下川原町 物件詳細　６７００→　５９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000148790.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000162104.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_47.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000148790.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

本日発売の高級１０００円バーガー発売。。。

日本マクドナルドホールディングスは7月2日、

同社初となる1日限定の高級ハンバーガー

「クォーターパウンダージュエリー」3種類を発売すると発表しました。

え！

１０００円？

質より量の私・・・。

量を求めるなら１００円マック１０個のほうが多いと思う。

本日の新物件情報です。

中古マンション イーグルコート北大路アネックス　２７８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_7.html

中古マンション メガロコープ西陣１号館　１１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_178.html

中古マンション サンレジデンス錦綾東堀川　２７００万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_138.html

中古マンション 八瀬鱒乃坊アーバンコンフォート　１０８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_323.html

新築戸建 京都市左京区一乗寺木ノ本町　３９８０万円

中古戸建 京都市左京区上高野畑ヶ田町 物件詳細　１３８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000162354.html

中古戸建 京都市左京区一乗寺樋ノ口町　２４９０万円

売土地 京都市北区衣笠開キ町　１５９０万円

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_7.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_178.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_138.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_323.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000162354.html


http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

パソコンが新しくなりました。

大変、快適です。

さくさく・・・。

さくさく・・・。

作業の効率が良くなりました。

本日の新物件情報です。

中古マンション パラドール北山　７５０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_54.html

中古マンション 東大路高野第３住宅　１５８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_301.html

売土地 京都市左京区浄土寺西田町　２５８０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

中古戸建 京都市左京区上高野畑ヶ田町 物件詳細　１３８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000162354.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_54.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_301.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000162354.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

本日から

東京ディズニーランドでは、

夏のスペシャルイベント「ディズニー夏祭り」が始まりました。

「爽涼鼓舞」ではシンデレラ城前で大量の水が飛び交う中、

ディズニーの仲間たちがダンスを披露します。

５年ぶりに、行ってみようかなぁ。

東京ディズニーランド・・・。

本日の新物件情報です。

中古マンション エスリード一乗寺　４９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_225.html

収益物件 京都市北区大宮玄琢北東町　４７８０万円

中古戸建 京都市北区大宮玄琢北町　９８０万円

中古戸建 京都市北区西賀茂北山ノ森町　３３８０万円

売土地 京都市上京区西亀屋町　１０５００万円

本日の新価格情報です。

新築一戸建て 京都市北区西賀茂蟹ヶ坂町　３４８０→　３２８０万円

中古戸建 京都市左京区下鴨塚本町　１７５００→　１６０００万円

売土地 京都市北区小山西大野町　４２００→　３８００万円

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_225.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/


http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

連日の猛暑です。

妻から塩分チャージタブレットを渡されました。

ポリポリ・・・食べています。

グレープフルーツ味・・・。

意外と美味しいかも。

本日の新物件情報です。

中古マンション シャルマンコーポ西陣　２９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_147.html

中古マンション ルミエール出町柳　１６５０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_340.html

中古戸建 京都市上京区革堂町 物件詳細　１８９０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000162866.html

中古戸建 京都市上京区西上之町　２９８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉村松町　２１００万円

売土地 京都市上京区尼ヶ崎横町　２５９０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区大宮西野山町 物件詳細　６８０→　５８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000119317.html

売土地 京都市左京区一乗寺庵野町 物件詳細　２４８０→　２２８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000160911.html

本日の写真及び動画追加情報です。

中古戸建 京都市北区大宮一ノ井町 物件詳細　９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000162104.html

中古戸建 京都市北区衣笠鏡石町 物件詳細　２７８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000150444.html

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_147.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_340.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000162866.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000119317.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000160911.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000162104.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000150444.html


中古戸建 京都市左京区岩倉花園町 物件詳細　３０８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000159853.html

売土地 京都市北区衣笠荒見町 物件詳細　１５００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161683.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000159853.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161683.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月１１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

祇園祭です。

京都の夏の風物詩・・・。

京都の三大祭

【　時代祭・葵祭・祇園祭　】

の一つです。

屋台のビールが美味しい季節です。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市左京区岡崎円勝寺町　３６００万円

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市上京区鳳瑞町 物件詳細　２９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161680.html

新築戸建 京都市上京区田村備前町　１号地 物件詳細　３７５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000129327.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000161680.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000129327.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月１２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

息子の風邪が治りません。

夜になると熱が出ます。

朝、微熱・・・。

昼、元気・・・。

夕方、微熱・・・。

夜、発熱・・・。

その繰り返しです。

子供の病気・・・さっぱり、わかりません。

今は、元気にドラえもんを見ています。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市北区上賀茂葵之森町　１４００万円

中古戸建 京都市上京区裏風呂町　２９００万円

店舗 京都市左京区山端壱町田町 物件詳細　１４００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000163328.html

中古戸建 京都市左京区浄土寺上南田町　１９５０万円

中古戸建 京都市左京区永観堂西町　３６５０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区紫竹西野山町　２４３０→　２３５０万円

中古戸建 京都市北区大宮釈迦谷　１１５００→　１０８００万円

中古戸建 京都市上京区椹木町　１３８０→　１２８０万円

売土地 京都市北区小松原北町　２２８０→　２１５０万円

売土地 京都市左京区鹿ケ谷法然院町　１２５００→　１１０００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000163328.html


本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市北区上賀茂蝉ヶ垣内町　A号地 物件詳細　４９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000099996.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000099996.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月１３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

本日より祇園祭が始まりました。

本日の天気は、雨です。

我が家は、明日行ってきます。

明日の天気は、いかがでしょうか？

日頃の行いは、微妙です。

本日の新物件情報です。

中古マンション カバーロ京都御所西　２７８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_88.html

新築戸建 京都市左京区高野泉町 物件詳細　３１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000163583.html

中古戸建 京都市上京区大黒町　２５５０万円

中古戸建 京都市北区紫野雲林院町　９８０万円

売土地 京都市左京区岩倉長谷町　２３８０万円

売土地 京都市左京区銀閣寺前町　４８００万円

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_88.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000163583.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月１４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

営業マンの必需品・・・。

「　洗顔シート　」

最近の商品は、すごい。

その爽快感、まるで洗顔したような爽快感です。

天然コットン原料１００％。

私の必需品です。

京都一の爽やかな営業マン・・・目指しています。

本日の新物件情報です。

新築戸建 京都市左京区岩倉西河原町　４４８０万円

売土地 京都市北区紫野東野町 物件詳細　２８００万円
https://my.melma.com/m/edit/?mag_id=190411

売土地 京都市左京区北白川上池田町　６４８０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

中古戸建 京都市上京区東堀町 物件詳細　５５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000159851.html

中古戸建 京都市上京区革堂町 物件詳細　１８９０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000162866.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

https://my.melma.com/m/edit/?mag_id=190411
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000159851.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000162866.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007


http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月１５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

雨の中、祇園祭に行ってきました。

傘を持って、娘の手を持って・・・。

息子を肩車して・・・。

歩きました。。。

てくてく歩きました。。。

金魚すくい・・・。

フランクフルト・・・。

カキ氷・・・。

軍資金が無くなり・・・帰りました。

やっぱり、お家のビールが最高に旨い。

また、来年では。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市北区大将軍西町　４１９０万円

中古戸建 京都市北区西富仲町　９８０万円

中古戸建 京都市北区衣笠氷室町　２８８０万円

売土地 京都市左京区下鴨蓼倉町　３２８０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市左京区高野泉町 物件詳細　３１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000163583.html

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000163583.html


【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
 
メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts



【　７月１６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

明日は、定休日です。

海へ行ってきます。

日本海を見て・・・

釣りをして・・・・

泳いで・・・。

花火をします。

明日の予定です。

忙しい、一日になりそうです。

一人？

いいえ、家族と一緒です。

本日の新物件情報です。

売土地 京都市左京区北白川下池田町　７７８０万円

本日の新価格情報です。

中古マンション 河原町スカイマンション　４２８０→　３９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000123131.html

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
 
メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000123131.html


http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts



【　７月１８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

さっぱり、すっきり致しました。

チョキチョキ・・・チョキチョキ。

２時間。

これで、準備よし。

来週も海で遊びます。

え！

美容室に行ってきました。

本日の新物件情報です。

売土地 京都市北区上賀茂蝉ヶ垣内町　４２００万円

売土地 京都市左京区下鴨塚本町　Ａ号地 物件詳細　４８４０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164234.html

売土地 京都市左京区下鴨塚本町　Ｂ号地 物件詳細　４８４０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164235.html

収益物件 京都市上京区下清蔵口町 物件詳細　１２８００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164236.html

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区下鴨泉川町　３５００→　３０００万円

本日の写真及び動画追加情報です。

売土地 京都市左京区下鴨西半木町 物件詳細　４０３０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000155054.html

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164234.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164235.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164236.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000155054.html


毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
 
メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts



【　７月１９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

先日、祇園祭でゲットした金魚は

本日も元気です。

もう少し様子を見て、他の金魚と一緒に暮らして頂きます。

和金

琉金

和蘭獅子頭

大きく、大きく・・・なぁれ。

本日の新物件除法です。

中古マンション ジョイシティプランタン　１９５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164408.html

中古マンション ディオ・フェルティ北野東　２３８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_153.html

新築一戸建て 京都市左京区岩倉長谷町　３７８０万円

中古戸建 京都市左京区岡崎天王町 物件詳細　６３０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164415.html

売土地 京都市北区小山下内河原町　６５８０万円

本日の新価格情報です。

中古マンション ライオンズマンション一条智恵光院１４５０→１３８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_183.html

新築戸建 京都市北区紫野上柏野町　３０８０→　２９８０万円

新築戸建 京都市北区大宮西野山町 物件詳細　３４８０→　３２９５万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000129274.html

中古戸建 京都市北区上賀茂岡本町　１３００→　１０８０万円

中古戸建 京都市北区紫竹下緑町 物件詳細　３９８０→　３８９０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000136242.html

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164408.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_153.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164415.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_183.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000129274.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000136242.html


本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市北区衣笠赤阪町 物件詳細　３４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000146829.html
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
 
メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000146829.html


【　７月２０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

昨日から下鴨神社では、みたらし祭が行われています。

平安時代、季節の変わり目に貴族は禊祓いをして、

罪、けがれを祓っていた。

現在は下鴨神社の夏の風物詩として根付いており、

土用の丑の日に御手洗池の中に足をひたせば、

罪、けがれを祓い、疫病、安産にも効き目があるといわれています。

是非、行かなければ。。。

では、

では。

本日の新物件情報です。

中古マンション コンフォールヒルズ衣笠金閣寺道　４５００万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_31.html

中古マンション レジデンス浄土寺　９５０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_341.html

中古マンション パーク・ハイム宝ヶ池銀杏館　２６８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_298.html

中古マンション フォルム聖護院別邸　３５５０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_306.html

中古戸建 京都市北区紫野東舟岡町　１５８０万円

中古戸建 京都市北区紫野大徳寺町　２１８０万円

中古戸建 京都市北区西賀茂今原町 物件詳細　４９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164652.html

中古戸建 京都市左京区浄土寺南田町　３１８０万円

売土地 京都市左京区上高野東氷室町　１号地　２０００万円

売土地 京都市左京区浄土寺馬場町　３４４０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_31.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_341.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_298.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_306.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164652.html


売土地 京都市左京区松ヶ崎六ノ坪町　２号地　４９５０万円

売土地 京都市左京区松ヶ崎六ノ坪町　３号地　４７２０万円

売土地 京都市左京区下鴨南茶ノ木町　７０００万円

売土地 京都市左京区下鴨北園町　７４８０万円

本日の新価格情報です。

中古マンション シンフォニー宝ヶ池　２０００→　１９００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000146827.html

中古戸建 京都市左京区浄土寺南田町　３１８０→　２９８０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

中古戸建 京都市左京区下鴨宮河町 物件詳細　７０００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000158973.html
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
 
メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000146827.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000158973.html


<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts



【　７月２１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

暑い日のビールは、

暑い日だから旨いのか。

ビールが旨いのか。

昨晩、悩んで寝ました。

本日の新物件情報です。

中古マンション 紫野門前町アーバンライフ　２４９０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_64.html

中古戸建 京都市左京区岩倉幡枝町 物件詳細　３６５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164681.html

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区大宮西野山町 物件詳細　１１８０→　９５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000132875.html

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
 
メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_64.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164681.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000132875.html


<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts



【　７月２２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

朝から、娘が熱心に作業中です。

何かなぁ。

夏休みの計画です。

朝、遊ぶ

昼、寝る

夕方、遊ぶ

夜、寝る

その繰り返し、勉強の時間は？

どれどれ、

朝、６時起床。

パパと勉強予定。

え！

パパと・・・。

娘のため、頑張ります。

本日の新物件情報です。

新築戸建 京都市左京区吉田神楽町 物件詳細　３２６６．５万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164906.html

中古戸建 京都市上京区六番町　１８８０万円

中古戸建 京都市左京区頭町　９８０万円

中古戸建 京都市左京区下鴨西半木町　３３８０万円

中古戸建 京都市左京区岡崎東福ノ川町　３７００万円

売土地 京都市左京区松ヶ崎西桜木町　８号地　５８４１万円

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで
http://www.aoshin-home.jp/

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164906.html


【　無料　メールマガジン　】
毎日の新物件情報を随時掲載しております。
⇒　京都の不動産は青伸ホームへ
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
 
メールマガジンの解除はこちらから
⇒　解除
http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞
http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞
http://www.facebook.com/AoshinHome

<　Google+ページ　＞
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts



【　７月２３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

明日は定休日です。

明日から娘は夏休みです。

明日から息子も夏休みです。

海・山・川・・・今年の夏も遊びます。

本日の新物件情報です。

中古マンション ポルト・ド・岡崎　３２５０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_316.html

中古戸建 京都市北区紫野北舟岡町　２１８０万円

中古戸建 京都市北区紫野下鳥田町　２６８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉長谷町　２９８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉中町 物件詳細　３５００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164957.html

売土地 京都市左京区松ヶ崎芝本町　７０００万円

本日の新価格情報です。

中古マンション カーネギー丸太町　２０８０→　１９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000160900.html

中古戸建 京都市北区紫野北舟岡町 物件詳細　３４００→　３１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000157332.html

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市左京区吉田神楽町 物件詳細　３２６６．５万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164906.html
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_316.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164957.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000160900.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000157332.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164906.html


毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
 
メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts



【　７月２５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

海に行ってきました。

天気は、雨・・・。

ドライブ・・・ドライブ・・・。

あれ？

晴れてきました。

日頃の行い・・・。

かなぁ。

結果的に、

海で遊んで・・・。

花火を楽しんで・・・。

最後は、

お風呂屋さんで疲れを癒しました。

本日の新物件情報です。

中古マンション デトム・ワン衣笠　６２０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_417.html

中古マンション サンヴェール京都西陣　１９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_139.html

中古マンション ベレヴュー聖護院　４８００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165298.html

新築戸建 京都市左京区下鴨蓼倉町　５１８０万円

新築戸建 京都市左京区下鴨西半木町　Ｂプラン 物件詳細　５４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165300.html

新築戸建 京都市左京区下鴨塚本町 物件詳細　６５８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165301.html

中古戸建 京都市北区上賀茂中山町　７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_417.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_139.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165298.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165300.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165301.html


売土地 京都市北区小山北大野町　７６３５万円

売土地 京都市上京区一観音町　４５００万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区浄土寺真如町　１６３０→　１４８０万円

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月２６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

こんな記事を発見致しました。

松井秀喜、伝説の「5連続敬遠」語る。

自らも甲子園を沸かせ、1992年の夏の甲子園での“5打席連続敬遠”は、
今も高校野球ファンの間で語り継がれている。
そんな松井氏が、巨人時代の2002年以来となる甲子園に帰ってくる。
「高校野球は、僕にとっては原点」という松井氏。
あの夏の“5打席連続敬遠”が
「自分が努力する、頑張っていく、力になってくれた」と振り返る。

「敬遠自体はあの試合だけじゃくて、それまでも何度もありましたので、
ほかの敬遠となんの違いもなかったんですけどね。
敬遠されたことに関しては何も悔しさだとか、そういう感情みたいなものは
そんなになかったですね。
負けたことだけですよね、悔しかったのは。あの作戦に対する気持ち、
個人的な気持ちは全然なかったですね。
僕も最後の夏でしたし、仲間たちともっと試合したかったという気持ちが
強かったので、負けた悔しさだけが残りましたね」

それでも、自身の野球人生に大きな影響を与えたことは否定しない。
「やはり高校野球のあの甲子園の舞台で、5回敬遠されるっていうことは、
過去にも、それ以降も、おそらくなかった事だと思いますので、
自分自身があそこで敬遠されたバッターだということを、
どこかで証明しなくちゃいけないっていう気持ちが、
心の中のどこかにあったと思うんです。
そういう意味ではエネルギーになったと思うし。
自分が努力するというか、頑張っていく、
力になってくれたんじゃないかっていう気はします」。

あれからもう２１年・・・。
私もテレビで見てました・・・。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市北区大宮玄琢南町　２６８０万円

中古戸建 京都市左京区聖護院西町　１４８０万円

中古戸建 京都市左京区浄土寺馬場町 物件詳細　３９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165474.html

中古戸建 京都市左京区一乗寺才形町　９９００万円

売土地 京都市上京区瑞光院前町　３１８０万円

本日の新価格情報です。

中古マンション コーポラス北野　５３０→　４９０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000157265.html

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165474.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000157265.html


中古マンション 紫野スカイハイツ　１５８０→　１４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_63.html

中古戸建 京都市左京区岡崎西福ノ川町 物件詳細　１６５０→　１５８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000145962.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_63.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000145962.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月２７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

暑い日が続きます。。。

食欲が無く。

睡眠不足。

夏バテ街道・・・爆進中です。

営業の基本は、健康な体と健康な心。

頑張ります。

本日の新物件情報です。

中古マンション 室町スカイハイツ　２３５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165594.html

中古マンション デ?リード北大路　２６００万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_277.html

新築一戸建て 京都市左京区一乗寺燈籠本町　３９８０万円

新築戸建 京都市北区上賀茂東後藤町　３号地 物件詳細　３２２０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165604.html

新築戸建 京都市北区上賀茂東後藤町　７号地 物件詳細　３６９２万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165605.html

中古戸建 京都市上京区東西俵屋町　３３８０万円

中古戸建 京都市北区上賀茂蝉ヶ垣内町　２１８０万円

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165594.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_277.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165604.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165605.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007


<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月２８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　神秘に満ちた深海生物　】

衝撃的だった生きたダイオウイカの映像公開。

注目を集め続ける深海生物。その不思議な生態・・・。

神秘・未知・深海・・・。

このキーワード。

私が好きなキーワードです。

本日の新物件情報です。

中古マンション 今出川ビューハイツ　１６８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_83.html

新築一戸建て 京都市左京区松ヶ崎泉川町　４３５０万円

本日の新価格情報です。

中古マンション 今出川ビューハイツ　１８９０→　１７８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000144739.html

中古戸建 京都市北区衣笠赤阪町　４１８０→　３９８０万円

中古戸建 京都市左京区修学院西沮沢町 物件詳細　７８０→　６８５万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000052243.html

売土地 京都市左京区下鴨梁田町　４１８０→　３９８０万円

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_83.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000144739.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000052243.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007


http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月２９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　夏の風物詩：花火　】

線香花火には、関東と関西で違いがございます。

火玉がパチパチと火花を散らし、
最後にはポトリと落ちてしまう…。
その姿と印象的な香りは、どこか切なさをも感じさせます。

線香花火のルーツは関西地方。
ワラスボの先に火薬をつけ、
それを香炉に立てて火をつけて遊んでいたことが始まりとされています。

米作りが盛んでワラが豊富にあった関西地方では、
ワラスボの先に火薬をつけただけのシンプルな
「スボ手牡丹」と呼ばれる線香花火が、
300年以上形を変えずに親しまれてきたのだそうです。

そして、この「スボ手牡丹」のワラの部分を紙に代用したのが、
紙すきが盛んだった関東の線香花火「長手牡丹」。

一般的に日本人がイメージする、
紙製のカラフルな持ち手の線香花火です。

紙で作ることができるので、
スタンダードな線香花火として関東から全国へ広がったといわれています。

今年の夏は、日本の線香花火を手に、楽しんでみてはいかがでしょうか。

本日の新物件情報です。

新築戸建 京都市北区大宮中総門口町３号地 物件詳細　４１００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165916.html

新築戸建 京都市北区大宮中総門口町 物件詳細　６５００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165918.html

売土地 京都市北区大宮中総門口町 物件詳細　５２５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165921.html

中古戸建 京都市左京区修学院室町　１１８００万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区大将軍西鷹司町 物件詳細　２６５０→　２４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000145100.html

中古戸建 京都市左京区上高野掃部林町 物件詳細

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165916.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165918.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165921.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000145100.html


１２５００→　１１９００万円

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　７月３０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　カピバラの赤ちゃん　】

自由な赤ちゃん・・・。

食事のシーンでは他の子の分を横取りしたり、

みんな一緒に眠たくなったり・・・。かわいいです。

http://www.youtube.com/watch?v=GL14-M2g4w8

youtubeからでした。

本日の新物件情報です。

中古マンション インペリアル聖護院　１４７０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166091.html

新築一戸建て 京都市左京区岩倉村松町　２８６０万円

新築一戸建て 京都市左京区岩倉幡枝町　６１３０万円

中古戸建 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町 物件詳細　４８８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166099.html

売土地 京都市左京区田中西樋ノ口町　４２００万円

売土地 京都市左京区岩倉西宮田町　４９８０万円

売土地 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町 物件詳細　８８８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166103.html

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市北区上賀茂東後藤町　３号地 物件詳細　３２２０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165604.html

新築戸建 京都市北区上賀茂東後藤町　７号地 物件詳細　３６９２万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165605.html

新築戸建 京都市北区大宮玄琢南町　B号地 物件詳細　３２８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000087199.html

中古戸建 京都市左京区岩倉幡枝町 物件詳細　３６５０万円

http://www.youtube.com/watch?v=GL14-M2g4w8
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166091.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166099.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166103.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165604.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165605.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000087199.html


http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164681.html

中古戸建 京都市左京区一乗寺下り松町 物件詳細　１１５００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000146607.html

売土地 京都市左京区北白川下池田町 物件詳細　７７８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164081.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164681.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000146607.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164081.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

連日の猛暑日です。

十分な水分補給の後は、

十分な睡眠補給です。

水分と睡眠・・・。

私の元気の源です。

本日の新物件情報です。

中古マンション ポルト・ド・浄土寺　４０００万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_317.html

中古戸建 京都市上京区若宮横町 物件詳細　４４００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166207.html

中古戸建 京都市左京区鹿ヶ谷下宮ノ前町 物件詳細　１９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166208.html

中古戸建 京都市左京区岡崎南御所町 物件詳細　２３００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166209.html

売土地 京都市北区衣笠西尊上町 物件詳細　７１００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166211.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_317.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166207.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166208.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166209.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166211.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

本日、「金曜ロードSHOW！」にて、
宮崎駿監督の名作アニメ「天空の城ラピュタ」が放送されます。
放送14回目となる同作品。

劇中にあわせて呪文「バルス」をSNSや掲示板に書き込む
「バルス祭り」が賑わいをみせています。
前回放送時には、毎秒2万5088ツイートを記録し、
当時の世界記録を樹立。

現在の記録、毎秒3万3388ツイートを今夜更新できるか、
注目が集まっています。

【　豆知識　】

ムスカ
政府調査機関の特務将校。何事にも冷静な秀才。
ジブリのなかで、唯一の悪人と言われているキャラクター。
アニメージュによると、年齢は28歳。
ロマンアルバムだと、32歳。意外と若い。

ムスカの、もう一つの名前は「ロムスカ・パロ・ウル・ラピュタ」。
ラピュタ王家の一族で、シータとは親戚関係。

ムスカは、
宮崎駿監督が初めて監督をした『未来少年コナン』に登場する
レプカの子孫です。

物語の終盤、「バルス」の呪文で城が崩壊するとき、
崩れ落ちる城やロボット兵と一緒に、ムスカが落下しています。

ドーラ
ドーラがモールス信号を盗聴するときの
ノートの背表紙は「ANGO」と書かれている。
ドーラの部屋には、ドーラの若い頃の写真があり、
シータと似ています。
ジブリ作品関連資料集によると、
シータが年を取るとドーラになると書かれています。

バルス
「バルス」はトルコ語で平和の意味。
映画の設定では、「閉じよ」の意味。

ロボット兵
ラピュタに登場するロボット兵が、
初めて登場したのは「ルパン三世」です。

有名な話ですけども、宮崎監督が演出を担当した、
TVシリーズのルパン三世「さらば愛しきルパンよ」に登場しています。
このときのロボットの名前は「ラムダ」でした。
ラピュタのロボット兵のように意思を持ったロボットではなく、
人が操縦して動くものでした。

本日の新物件情報です。



新築一戸建て 京都市左京区岩倉幡枝町　１号地　４０８０万円

新築一戸建て 京都市左京区岩倉幡枝町　２号地　３５８０万円

新築一戸建て 京都市左京区岩倉幡枝町　３号地　３４８０万円

新築一戸建て 京都市左京区岩倉幡枝町　４号地　３８８０万円

新築一戸建て 京都市左京区岩倉幡枝町　５号地　３８８０万円

新築一戸建て 京都市左京区岩倉幡枝町　６号地　３７８０万円

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

花火の季節です。

こんな記事を発見致しました。

花火師が選ぶ、美しい花火。

日本各地で開催される花火大会。
その中でもプロの目から見て、おすすめなのはどの大会？

さまざまな花火大会で受賞経験を持つ花火師・野村陽一さんに、
全国の美しい花火大会を1〜10位まで選んでいただきました。

一般の花火大会のみならず、
プロの花火師たちが技を競い合う花火競技大会からもセレクト。

あなたのお住まいの近くで予定されている大会を
ぜひチェックしてみてください。

１、長岡まつり大花火大会
新潟県長岡市・信濃川で毎年2日間に渡って開催される、
100年以上続く伝統的な花火大会。

２、全国花火名人選抜競技大会
静岡県袋井市で開催され、テーマに応じた新作、
ユニークな作品を楽しめます。
全国の有名花火師が集結する競技大会も見どころのひとつ。

３、全国花火競技大会
秋田県大仙市・大曲地区で開催される、
国内で最も権威のある競技大会。
内閣総理大臣賞が与えられることでも有名です。

４、伊勢神宮奉納全国花火大会
三重県伊勢市・伊勢神宮で開催され、
式年遷宮の今年は大会中盤の「式年遷宮奉祝スターマイン」が
素晴らしい。

５、古河花火大会
茨城県古河市内のゴルフ場で開催され、目玉は巨大な「三尺玉」。
高台からだと真正面から見ることが可能です。

いかがでしたでしょうか。
この夏は、是非一度。

本日の新物件情報です。

中古マンション メガロコープ西陣１号館　１１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166520.html

中古戸建 京都市上京区西町　９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166520.html


中古戸建 京都市北区出雲路立テ本町 物件詳細　１３８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166522.html

中古戸建 京都市北区大宮玄琢北東町　３０５０万円

売土地 京都市北区紫野上野町　１２８０万円

本日の新価格情報です。

中古マンション ライオンズマンション上賀茂　４４５０→　３９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000111099.html

中古戸建 京都市上京区阿弥陀寺前町　５７００→　５３００万円

中古戸建 京都市左京区上高野畑ヶ田町 物件詳細　８００→　５５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000119736.html

中古戸建 京都市左京区下鴨蓼倉町 物件詳細　３０８０→　２９００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000137020.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166522.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000111099.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000119736.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000137020.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

最近、浴衣姿の女性を見かけます。

夏を感じる、その姿。

浴衣と花火。

浴衣とビール。

似合いますね。

2013年7月26日、

「第18回新橋こいち祭」が東京・新橋で開催されました。

浴衣が似合う人を選出する「ゆかた美人コンテスト」には

最終選考の10人の女性が登場しました。

選ばれた方・・・おめでとうございます。

選ばれなかった方・・・最終選考、素晴らしいことです。

本日の新物件情報です。

中古マンション 京都北白川アーバンコンフォート　２３８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_234.html

新築一戸建て 京都市左京区岡崎東天王町　５８８０万円

売土地 京都市北区西賀茂円峰　４５９０万円

売土地 京都市左京区鹿ケ谷桜谷町　７２８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区大宮西野山町　４７５０→　４２５０万円

中古戸建 京都市左京区静市市原町 物件詳細　２１８０→　１９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000139222.html

中古戸建 京都市左京区松ヶ崎東町　５２００→　４９００万円

売土地 京都市左京区下鴨西本町　３８００→　３６３０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_234.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000139222.html


＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

８月８日から阪神甲子園球場で行われる
第９５回全国高校野球選手権大会の組み合わせ抽選会が本日行われました。

史上８校目の春夏連覇を目指す浦和学院（埼玉）は
３日目第４試合で、注目のスラッガー・上林誠知を擁する
仙台育英高（宮城）との対戦が決まりました。

今年の夏も熱くなりそうです。

本日の新物件情報です。

売土地 京都市左京区下鴨宮崎町　３１８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市上京区松之木町 物件詳細　１８８０→　１５８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000160908.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000160908.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

明日は、定休日です。

バーベキュー： barbecueを致します。

薪、炭、ガスなどの直火によって肉や野菜、魚介類 などを焼く料理、

もしくはその調理法や行為を指す。 

語源は「丸焼き」を意味するスペイン 語のbarbacoa。

明日の豆知識ゲット。

お肉とお酒・・・私の担当です。

朝から買い物に行ってきます。

本日の新物件情報です。

中古マンション ルミエール高野　１３５０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_339.html

中古マンション ネバーランド鴨川　４１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_281.html

中古戸建 京都市北区上賀茂狭間町　４４８０万円

中古戸建 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町 物件詳細　１３８００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166923.html

売土地 京都市北区平野宮本町 物件詳細　１９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166924.html

本日の新価格情報です。

売土地 京都市北区小山下板倉町 物件詳細　８３００→　７５００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000135322.html

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市北区大宮薬師山西町 物件詳細　４２８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000159099.html

中古戸建 京都市上京区松之木町 物件詳細　１５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_339.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_281.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166923.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166924.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000135322.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000159099.html


http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000160908.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000160908.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

本日、緊急地震速報が出ました。

車の運転中に、プィプィ・・・。

あれ？

何かな？

え・・・地震速報。

しかも、関西で震度７。

車を停車させて、ドキドキ感。

結局、誤報。

体感ゆれ無し。

率直に、「誤報で良かった」。

本日の新物件情報です。

中古マンション パレロワイヤル聖護院　１６５０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_292.html

中古戸建 京都市北区西賀茂今原町　１７００万円

中古戸建 京都市上京区長門町　２１８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉三宅町 物件詳細　１８８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167296.html

売土地 京都市左京区岩倉三宅町 物件詳細　１８８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167297.html

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区上高野畑ヶ田町　３４８０→　３１８０万円

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_292.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167296.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167297.html


＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

妻が居ません。

娘が居ません。

息子も居ません。

本日より、一人ボッチです。

家出・・・否。

妻の実家に、夏休みを利用して遊びに行きました。

たまには、

たまには、

たまには、

一人がいいかも。

「　・・・　」

電話してみようかなぁ。

元気かなぁ。

本日の新物件情報です。

中古マンション レスタージュ西陣　２３８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_205.html

中古戸建 京都市左京区浄土寺上南田町 物件詳細　９９０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167490.html

売土地 京都市左京区北白川下別当町　５８５０万円

本日の新価格情報です。

新築一戸建て 京都市左京区岩倉中町　４３８０→　４２８０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

中古戸建 京都市北区北野西白梅町 物件詳細　３５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_205.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167490.html


http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000153694.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000153694.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月１０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

今夏一番の厳しい暑さ・・・。

皆さん、

夜も熱中症に気をつけてください。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市北区大将軍西鷹司町　２６９０万円

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月１１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

自宅のパソコンの買い替えを考えています。

考えているパソコンは、

NEC　LaVie L LL750/LS6 PC-LL750LS6

富士通　FMV LIFEBOOK AH77/K FMVA77K

SONY　VAIO Fit 15 SVF15A18CJ

の３つです。

どれかな・・・。

悩んでます。

本日の新物件情報です。

中古マンション 聖護院パーク・ホームズ　３３５５万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167715.html

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区修学院石掛町　１１８０→　９５０万円

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167715.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月１２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

明日より連休です。

８月１３日から１７日までお休みです。

海で

川で

家族と

友人と

楽しく過ごします。

では・・・。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市北区紫竹牛若町　２４８０万円

売土地 京都市左京区下鴨北園町　６５８０万円

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月１８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

長い連休を頂きました。

川で遊んで・・・。

海で遊んで・・・。

花火をして、水族館と動物園に行ってきました。

来年からは、もう少し行き先を考えます。

本当に疲れました。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市上京区下横町　１５９０万円（　京町屋　）

新築戸建 京都市左京区北白川久保田町 物件詳細　４１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167748.html

本日の新価格情報です。

新築戸建 京都市上京区四番町　３号地 物件詳細　４０８０→　３８８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000127389.html

収益物件 京都市北区衣笠鏡石町 物件詳細　３８９０→　３７８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000153028.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167748.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000127389.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000153028.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月１９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

京都の夏の風物詩・・・。

【　川床　】

次の休日は、川床です。

貴船・鴨川・高雄・・・。

悩んでます。

距離的には、貴船。

かなぁ・・・。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市左京区浄土寺上馬場町　２１８０万円

売土地 京都市上京区柏清盛町　１５７２万円

売土地 京都市北区紫竹東大門町　４３５０万円

売土地 京都市北区衣笠東開キ町 物件詳細　４８８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168285.html

本日の新価格情報です。

中古マンション 室町スカイハイツ　２３５０→　２２００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165594.html

中古マンション パークホームズ北大路紫野レジデンス
５５８０→　５４９０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000155068.html

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市左京区北白川久保田町 物件詳細　４１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167748.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168285.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165594.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000155068.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167748.html


＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月２０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

私の好きなアイス。。。

井村屋のアイス「あずきバー」です。

昔から変わらない味・・・。

懐かしい感じがイイ・・・。

今年は、

記録的猛暑が続く中、過去最高の売り上げペースを記録している。

頑張れ、あずきバー。

本日の新物件情報です。

中古マンション エクセル堀川　１１５０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_85.html

中古マンション 八瀬鱒乃坊アーバンコンフォート　１１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_323.html

中古戸建 京都市北区大宮西野山町　１１８０万円

中古戸建 京都市北区西賀茂上庄田町　２７８０万円

中古戸建 京都市左京区岡崎東福ノ川町 物件詳細　８８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168463.html

本日の新価格情報です。

新築一戸建て 京都市上京区北町　３５８０→　３３８０万円

中古戸建 京都市北区衣笠馬場町 物件詳細　１９８０→　１６８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000155069.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_85.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_323.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168463.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000155069.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/


<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007

<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


【　８月２２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

第９５回全国高校野球選手権大会最終日・決勝

前橋育英（群馬）が初出場優勝を飾った。

２年生エースの高橋光の力投が快挙へ導いた。

試合前まで５試合４１イニングを投げ、

防御率０・００。

決勝は３失点完投と今大会を自責点０で終えることは

できなかったが、

「先輩たちの思い、全員の気持ちを込めて投げた。最高の場所です」

と笑顔。

今年も熱いドラマがございました。

おめでとうございます。

本日の新物件情報です。

中古マンション メガロコープ西陣１号館　１１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_178.html

中古マンション 御所東アーバンライフ　８５００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168723.html

中古マンション コスモ衣笠　１４８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_28.html

中古戸建 京都市北区小松原北町 物件詳細　１２８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168725.html

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市上京区西上之町　２９８０→　２８９０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_178.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168723.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_28.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168725.html


中古戸建 京都市北区大宮釈迦谷 物件詳細　５６００→　５５００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000144528.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

 
＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000144528.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　８月２３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

淡々

２１日に日米通算４０００安打を達成した

ヤンキースのイチローはブルージェイズ戦に１番・右翼で先発出場し、

二塁打を放って３打数１安打、１四球でした。

前夜の記者会見で

「意識していないことはない」と言い切った背番号３１は、

この日の一打にも「同じように大事な１本です」。

淡々・淡々・・・。

イチロー名言

「　自分で無意識にやっていることを、

　　もっと意識をしなければならない。　」

「　しっかりと準備もしていないのに、目標を語る資格はない。　」

本日の新物件除法です。

新築マンション パデシオン洛北ザ・ミッドレジデンス　３９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_426.html
 
中古戸建 京都市北区衣笠開キ町　８００万円

 
中古戸建 京都市北区西賀茂大深町 物件詳細　２８８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168949.html
 
中古戸建 京都市北区紫野上御所田町 物件詳細　３５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168950.html
 
中古戸建 京都市上京区溝前町　２９５０万円

 
中古戸建 京都市左京区下鴨水口町　４９８０万円

 
売土地 京都市左京区東丸太町　１２８００万円

本日の写真及び動画追加情報です。

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_426.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168949.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168950.html


中古マンション イニシア京都一乗寺　３４８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000155960.html
 
中古マンション 御所東アーバンライフ　８５００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168723.html
 
新築戸建 京都市北区西賀茂北川上町 物件詳細　３３９０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000126414.html
 
新築戸建 京都市北区大宮北山ノ前町 物件詳細　３７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000154002.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000155960.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168723.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000126414.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000154002.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts



【　８月２４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは

美味しく飲めるアレンジレシピ〈赤ワイン〉

シナモン香る赤ワインサングリア

【　材　料　】

赤ワイン、オレンジ、りんご、シナモンスティック 
ホットワインのような雰囲気で、シナモンの香りがアクセントのサングリアです。

カリモッチョ

【　材　料　】

赤ワイン、コーラ

スペインではポピュラーなワインの飲み方で、

若い子が最初に飲むお酒として定番のようです。

カルディナール

【　材　料　】

赤ワイン、カシスリキュール

キールの白ワインを赤ワインに変えると、

”カーディナル”になります。

本来であればフランスの”ボージョレ”を使用するそうです。

アメリカン・レモネード

【　材　料　】

赤ワイン、レモン・ジュース、砂糖、ミネラルウォーター

アルコールが苦手な方も飲みやすいカクテルのひとつです。

キティ

【　材　料　】

赤ワイン、ジンジャーエール

子猫でも飲めるほどの飲みやすいということで名前が

付けられているくらい、飲みやすいカクテルです。

皆さんも是非・・・。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

本日の新物件情報です。

中古マンション 東大路高野第２住宅　１９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_300.html

新築一戸建て 京都市上京区新柳馬場頭町　３２８０万円

中古戸建 京都市左京区吉田上阿達町　３４８０万円

中古戸建 京都市左京区高野玉岡町　３８００万円

中古戸建 京都市北区下鴨松原町 物件詳細　４５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000169140.html

売土地 京都市上京区左馬松町　４０８０万円

売土地 京都市左京区松ヶ崎呼返町　７７００万円

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

本日の新価格情報です。

中古マンション ライオンズマンション北白川　３４８０→　３１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_324.html

新築戸建 京都市左京区銀閣寺前町　１号地 物件詳細

８９８０→　８４５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000084376.html

売土地 京都市北区上賀茂藪田町 物件詳細　５９８０→　５７４０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000020560.html

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/
 

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_300.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000169140.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_324.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000084376.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000020560.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　８月２５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

美味しく飲めるアレンジレシピ〈白ワイン〉

スプリッツァー

【　材料　】

白ワイン、ソーダ

白ワインをソーダ水で割っただけですが、違う雰囲気を楽しめ、

かなり飲みやすくなります。

オペレーター

【　材料　】

白ワイン、ジンジャーエール、レモンジュース

甘味・酸味・苦みとバランス良くプラスされ、爽やか雰囲気のカクテルです。

キール

【　材料　】

白ワイン、カシスリキュール

少し甘めのカクテルなので、甘めの白ワインがお好きな方にオススメです。

ジンジャー入り白ワインサングリア

【　材料　】

白ワイン、パイナップル 、キウイフルーツ、グレープフルーツ、 生姜

出来上がりは柑橘系の爽やかな酸味が主体の味わいが楽しめます。

ジンジャーのおかげで甘すぎず、さっぱりとしています。

皆さんも是非・・・。

本日の新物件情報です。

中古マンション デ?リード北大路　１６８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000169156.html

中古マンション メガロコープ西陣１号館　１１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_178.html

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000169156.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_178.html


新築一戸建て 京都市左京区田中玄京町　３７８０万円

中古戸建 京都市北区等持院北町　２４８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉南桑原町　６５００万円

売土地 京都市北区上賀茂榊田町　５７００万円

売土地 京都市左京区浄土寺石橋町　４４００万円

売土地 京都市左京区鹿ヶ谷桜谷町 物件詳細　１４８００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000169168.html

本日の新価格情報です。

売土地 京都市左京区田中西樋ノ口町　４２００→　３９８０万円

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/
 
【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000169168.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007


http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　８月２６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは

美味しく飲めるアレンジレシピ〈スパークリング〉

ミモザ

【　材料　】

スパークリングワイン、オレンジジュース

この世で最もおいしく贅沢なオレンジジュースと言われているだけあり、

とても飲みやすいです。

キールロワイヤル

【　材料　】

スパークリングワイン、クレームドカシス

白ワインとカシスで作るキールのベースをシャンパンに代えより豪華にした

カクテルです。

ダイヤモンド・フィズ

【　材料　】

スパークリングワイン、ドライジン、レモンジュース、砂糖

レモン・ジュースですっきりとした味わいをプラスしたカクテルです。

本日の新物件情報です。

中古マンション 京都堀川グランドハイツ　１１００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000169397.html

新築一戸建て 京都市北区小山初音町　３７８０万円

中古戸建 京都市上京区近衛町　５５００万円

本日の写真及び動画追加情報です。

中古マンション デ?リード北大路　１６８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000169156.html

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000169397.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000169156.html


新築戸建 京都市北区大宮西小野堀町 物件詳細　３１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000156144.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000156144.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　８月２７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

バルセロナやポルトなどで活躍し、

現在はフルミネンセに所属する元ポルトガル代表MFデコが、

自身36回目の誕生日を迎える前日の26日に現役引退を表明した。

残念です。

名言

【　不器用な人ほど上手くなれる。不器用な人ほど人の気持ちがわかる。

　　そして、いつかは極められる。　】

【　自分にあのチャンスが回ってくれば！

　　なんて考えていると決していい結果は生まれてこない。　】

【　サッカーは気持ちが九割 技術が一割　】

【　お前一人が手を抜けば他のやつの努力が無駄になる　】

本日の新物件情報です。

中古マンション 東大路高野第３住宅　１６８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_301.html

中古マンション エスリード一乗寺　３８００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_225.html

中古マンション リソシエ・ラグジェ御所西　３０８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_358.html

中古戸建 京都市北区西賀茂北山ノ森町　３３８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉北池田町　１１８００万円

売土地 京都市上京区行衛町 物件詳細　４９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_301.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_225.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_358.html


http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000169590.html

売土地 京都市左京区吉田上阿達町　２９８０万円

 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000169590.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　８月２９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

熱い戦い・・・。

欧州サッカー連盟は、

欧州チャンピオンズリーグ１次リーグ組み合わせ抽選会に向けて、

シードチームのポットの振り分けを発表した。

組み合わせ抽選会は３２チームを４つのポットに振り分け、

各ポットから１チームずつを選んで８グループに組み分ける。

同じサッカー協会に所属するチームは、同じグループに入らない。

国別のCL本戦出場チームは以下のとおり。

■スペイン

バルセロナ

レアル・マドリード

アトレティコ・マドリード

レアル・ソシエダ

■イングランド

マンチェスター・U
マンチェスター・C
チェルシー

アーセナル

■ドイツ

バイエルン

ドルトムント

レヴァークーゼン

シャルケ

■イタリア

ユヴェントス



ナポリ

ミラン

■フランス

パリSG
マルセイユ

■ロシア

CSKAモスクワ

ゼニト・サンクトペテルブルク

■ポルトガル

ポルト

ベンフィカ

■その他

シャフタール（ウクライナ）

アヤックス（オランダ）

オリンピアコス（ギリシャ）

ガラタサライ（トルコ）

コペンハーゲン（デンマーク）

アンデルレヒト（ベルギー）

バーゼル（スイス）

オーストリア・ウィーン（オーストリア）

ステアウア・ブカレスト（ルーマニア）

ビクトリア・プルゼニ（チェコ）

セルティック（スコットランド）

大会初の連覇を目指すバイエルンや、

前々回王者チェルシー、

2010－11シーズン優勝のバルセロナ、

史上最多となる10回目の優勝を目指す

レアル・マドリードなどが出場致します。

本日の新物件情報です。

中古マンション 室町スカイハイツ　１７８０万円



http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_176.html

中古マンション コンフォールヒルズ衣笠金閣寺道　２５９０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_31.html

売土地 京都市左京区南禅寺北ノ坊町　６３８０万円

売土地 京都市左京区松ヶ崎呼返町　７２００万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区北野西白梅町 物件詳細　３５８０→　３２００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000153694.html

本日の写真及び動画追加情報です。

中古戸建 京都市左京区修学院坪江町 物件詳細　１１５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000145970.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

 
＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_176.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_31.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000153694.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000145970.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/


 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　８月３０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

2012-13シーズンUEFA欧州年間最優秀選手賞の表彰式が

モナコで行われました。

バイエルンのMFフランク・リベリが受賞した。

バルセロナFWリオネル・メッシ、

R・マドリーFWクリスティアーノ・ロナウド、

そしてリベリの3選手が最終候補となっていたが、

ジャーナリストらの電子投票の結果により決定。。。

リベリは36票を獲得し、

メッシの13票、

ロナウドの3票を大きく上回る票を獲得した。。。

本日の新物件情報です。

中古マンション シャリエ西陣　２９５０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_146.html

中古マンション パレロワイヤル岡崎　３３００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_290.html

中古戸建 京都市上京区晴明町　１４８０万円

売土地 京都市北区北野西白梅町　２８５０万円

売土地 京都市北区小山西花池町　３３８０万円

売土地 京都市左京区下鴨松ノ木町　４９８０万円

売土地 京都市左京区松ヶ崎呼返町　７２００万円

本日の新価格情報です。

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_146.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_290.html


中古マンション イーグルコート北大路アネックス

２７８０→　２６５０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_7.html

新築一戸建て 京都市北区小山中溝町　５５８０→　５２８０万円

中古戸建 京都市北区小松原南町　３６８０→　３２８０万円

中古戸建 京都市上京区西社町 物件詳細　５６５０→　５３５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000129492.html

中古戸建 京都市左京区岩倉長谷町　２８８０→　２６８０万円

 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_7.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000129492.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　８月３１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

一度見てみたい。。。

「浅草サンバカーニバル」が、

東京都台東区の雷門周辺で開催されました。

浅草の夏の風物詩としておなじみとなったカーニバルは

今年で32回目。

この日は19チーム約3000人のダンサーがパレードに参加しました。

本日の新物件情報です。

中古マンション 今出川ビューハイツ　１４００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000170616.html

本日の新価格情報です。

中古マンション サンステージ衣笠　１１００→　１０５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000160039.html

新築一戸建て 京都市北区上賀茂豊田町　４４８０→　４３８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉上蔵町 物件詳細　１２３０→　１０８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000156419.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000170616.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000160039.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000156419.html
http://www.aoshin-home.jp/


http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

９月になりました。

夏から秋になりました。

睡眠の秋。

食欲の秋。

読書の秋。

スポーツの秋。

頑張ります。

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

 
＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/


http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　宮崎監督引退表明　】

監督や脚本に加え、作画などにも携わる完璧主義者。

７２歳の高齢になり、体力と気力の限界を感じたことや、

後輩の育成が幕引きへの主な理由とみられる。。。

トトロが一番好きです。

本日の新物件情報です。

中古マンション コスモ堀川寺之内　１９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_130.html

中古マンション 東大路高野第３住宅　１７００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_301.html

新築一戸建て 京都市北区大将軍坂田町　１号地　３３８０万円

中古テラスハウス 京都市北区西賀茂北川上町 物件詳細　７９５万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171049.html

中古戸建 京都市左京区田中飛鳥井町 物件詳細　３０８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171050.html

店舗 京都市上京区真盛町 物件詳細　８９９８万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171044.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_130.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_301.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171049.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171050.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171044.html
http://www.aoshin-home.jp/


⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

明日は、定休日です。

ゆっくりと休みます。

「　・・・・　」

「　・・・・　」

「　・・・・　」

あ！

息子とトーマス電車を乗りに行く約束がございました。

明日は、男二人旅。

大阪へゴー

本日の新物件情報です。

中古マンション 河原町スカイマンション　３５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_91.html

新築一戸建て 京都市左京区浄土寺上馬場町　６４８０万円

中古戸建 京都市北区小山堀池町 物件詳細　２８８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171093.html

中古戸建 京都市北区西賀茂角社町　７３８０万円

中古戸建 京都市左京区上高野沢淵町　１９８０万円

中古戸建 京都市左京区北白川久保田町 物件詳細　１０５００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_91.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171093.html


http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171096.html

売土地 京都市左京区下鴨梁田町 物件詳細　６７５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171097.html

売土地 京都市左京区下鴨高木町 物件詳細　９３４０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171098.html

売土地 京都市左京区松ヶ崎東桜木町　２００００万円

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts
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【　９月５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

こんな記事を発見致しました。

【　今すぐできる防災対策　】

日ごろから重装備で防災対策をしている人。

防災速報アプリを入れて携帯している人。

防災対策を何もしていない人。

災害はいつ起こるか分かりません。

すぐにでもできる防災対策があります。

無料アプリ「防災速報」

災害時にきっとあなたの助けになります。

備蓄品と非常時持ち出し品の確認

妊娠している方、乳幼児・介護が必要な方がいるご家庭、

ペットがいる方は備蓄品にもプラスα（アルファ）が必要です。

避難場所や避難経路の確認

家族や身近な人と、

緊急時の連絡方法について話あっておくことも大切です。

本日の新物件情報です。

中古マンション ルイシャトレ河原町丸太町　３３８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_200.html

中古戸建 京都市北区衣笠御所ノ内町 物件詳細　４１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171459.html

売土地 京都市北区上賀茂向梅町 物件詳細　３５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171460.html

売土地 京都市上京区中宮町 物件詳細　５３７０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_200.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171459.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171460.html


http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171461.html

本日の新価格情報です。

中古マンション シャルマンコーポ西陣　２９８０→　２８７０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_147.html

中古マンション シンフォニー宝ヶ池　１９００→　１８００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000146827.html

中古戸建 京都市北区西賀茂大深町 物件詳細　２８８０→　２５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168949.html

中古戸建 京都市左京区岩倉長谷町　１８５０→　１６８０万円

中古戸建 京都市左京区上高野西明寺山 物件詳細

４３８０→　３９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000076661.html

中古戸建 京都市左京区一乗寺下り松町　４９８０→　３９８０万円

売土地 京都市北区鷹峯黒門町 物件詳細　２９８０→　３６８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000133879.html

売土地 京都市上京区一観音町　３８００→　３３００万円

本日の写真及び動画追加情報です。

中古マンション 河原町スカイマンション　３５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171091.html

中古テラスハウス 京都市北区西賀茂北川上町 物件詳細　７９５万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171049.html

中古戸建 京都市北区小山堀池町 物件詳細　２８８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171093.html

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171461.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_147.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000146827.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000168949.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000076661.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000133879.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171091.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171049.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171093.html


詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
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【　９月６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　絶対ぶつからないミニカー：秩序　】

http://www.youtube.com/watch?v=m75HmwoXjxk

スバルの運転支援システム「アイサイト」を搭載した

ぶつからないミニカーのムービー第三弾。。。

ミニカーたちがライトを点灯し、

森を経由し?て街へと走っていく美しい光のファンタジー。

途中の整列シーンは圧巻です。

本日の新物件情報です。

中古マンション ライオンズマンション京都烏丸　１７００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_184.html

中古マンション 紫野門前町アーバンライフ　２５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_64.html

中古マンション ルネ下鴨東　２５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_337.html

新築一戸建て 京都市北区大宮一ノ井町　３６８０万円

中古戸建 京都市上京区主税町　５８０万円

中古戸建 京都市上京区下横町　１５８０万円

中古戸建 京都市上京区大黒町 物件詳細　６５００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171646.html

中古戸建 京都市左京区田中上柳町 物件詳細　２９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171649.html

http://www.youtube.com/watch?v=m75HmwoXjxk
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_184.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_64.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_337.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171646.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171649.html


売土地 京都市左京区岩倉長谷町　２５９０万円

売土地 京都市左京区上高野東田町　４０８０万円

本日の新価格情報です。

新築戸建 京都市北区大宮一ノ井町　Ａ号地 物件詳細

３３８０→　３１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000070517.html

中古戸建 京都市北区紫野南舟岡町　２５００→　２２８０万円

売土地 京都市北区平野宮本町 物件詳細　１９８０→　１８５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166924.html
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000070517.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166924.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

雨が続く日々・・・。

娘と息子は、退屈そうです。

晴れて。

晴れて。

今朝は、

てるてる坊主を二人で作ってました。

中古マンション 京都北山スカイハイツ　１１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_14.html

中古マンション ライオンズマンション修学院　２７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_328.html

売土地 京都市左京区北白川下池田町　３１５０万円

売土地 京都市左京区八瀬野瀬町 物件詳細　３９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171789.html

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区衣笠開キ町 物件詳細　１８８０→　１７５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000153693.html

中古戸建 京都市左京区下鴨泉川町　３０００→　２８００万円

本日の写真及び動画追加情報です。

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_14.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_328.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171789.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000153693.html


中古マンション ルネ下鴨東　２５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171638.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

 
＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171638.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

今朝、娘が大笑い。

見る者を一瞬でトリコにしてしまうゆるキャラがいる。

千葉県船橋市の非公式ゆるキャラ「 ふなっしー」である。

職業

梨の妖精

性格 口は悪く虚言癖があるけど案外素直

両親

普通の梨の木

2000年に1度だけ現れる奇跡の梨の妖精

私も虜になりました。

本日の新物件情報です。

中古マンション 東大路高野第３住宅　１５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_301.html

中古マンション サントハイム御所東　２７００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_136.html

中古戸建 京都市北区衣笠鏡石町　１９８０万円

売土地 京都市上京区一観音町　７０００万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市上京区道正町 物件詳細　１４９０→　１３９０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000144773.html

中古戸建 京都市左京区吉田橘町　２７８０→　２５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_301.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_136.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000144773.html


 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　ディズニー・ハロウィーン　】

東京ディズニーシーでは、

秋のイベント「ディズニー・ハロウィーン」が始まりました。

「ハロウィーン・デイドリーム—スケルトンズ・サプライズ」では

ミッキーらが船で登場、カーニバルを盛り上げてくれます。

危険です。

娘が興味津々です。

本日の新物件情報です。

中古連棟 京都市北区小山元町　２５８０万円（　京町屋　）

中古戸建 京都市北区西賀茂今原町　２９００万円

中古戸建 京都市左京区下鴨宮崎町 物件詳細　５６８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000173119.html

売土地 京都市北区衣笠赤阪町　３６８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区衣笠鏡石町 物件詳細　２７８０→　２５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000150444.html

売土地 売土地 京都市左京区銀閣寺前町 物件詳細

１０９００→　９７００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000051640.html

本日の写真及び動画追加情報です。

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000173119.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000150444.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000051640.html


売土地 京都市左京区八瀬野瀬町 物件詳細　３９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171789.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171789.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月１０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　PS4　】日本発売は2014年2月22日に決定

http://www.jp.playstation.com/ps4/

人とゲームと"つながる"、かつてない体験を

PS4でのゲームライフは、

リビングを飛び出してネットワークや普段の生活に融合し、広がっていきます。

人とゲーム、人と人が”つながる”ことで生まれる感動や驚き。

新しいゲーム体験は、新しいゲーム機で。

どこにいてもお楽しみいただける「最高の遊び場」

“プレイステーション 4”は、

高い処理能力とコンテンツへの速やかなアクセス、ユーザー体験の最適化、

ソーシャルとの融合、セカンドスクリーンを実現し、ユーザーの皆様に

“最高の遊び場”として、

今までにない新しいエンタテインメント体験を提供します。

最高の没入感を実現するゲーム体験、お好みのアプリケーション、

「プレイステーション」ならではの各種サービスを通じて、

プレイヤーの皆様は、これまでの常識を覆すようなゲーム体験を

PS4?でお楽しみいただけます。

すごい、コンセプトと保証内容

そして、価格販売。

本日の新物件情報は、ございませんでした。

本日の新価格情報です。

収益物件 京都市北区大宮北椿原町 物件詳細　９２８０→　８９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000158454.html

http://www.jp.playstation.com/ps4/
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000158454.html


新築一戸建て 京都市北区紫野中柏野町　３１８０→　２９８０万円

中古戸建 京都市左京区岡崎東福ノ川町　２５８０→　２３８０万円

中古戸建 京都市左京区浄土寺南田町　２９８０→　２７８０万円

売土地 京都市左京区下鴨宮崎町　３１８０→　２９８０万円

 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

 
＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月１２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　ぷよぷよテトリス　】

誰もが知っている2大アクションパズルゲーム

『ぷよぷよ』と『テトリス』の頂上決戦が、

このたびついに実現することとなりました。

ゲーム史に残る夢のようなこのコラボレーションが、

どのような実を結ぶのか。今から期待が高まるばかりですね。

本日の新物件情報です。

中古マンション 京都堀川グランドハイツ　１２５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000173610.html

中古マンション 西賀茂ハイツ　１２３０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_51.html

中古戸建 京都市左京区下鴨夜光町　８４８０万円

売土地 京都市北区西賀茂鹿ノ下町　３５８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区岡崎東福ノ川町　８８０→　８５０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉幡枝町 物件詳細　３６５０→　３４９０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164681.html

本日の写真及び動画追加情報です。

中古戸建 京都市左京区岡崎東福ノ川町 物件詳細　２３８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000159267.html

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000173610.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_51.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000164681.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000159267.html


新築戸建 京都市左京区高野泉町 物件詳細　３１８０万円

建物完成済み：即日内覧可能

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000163583.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000163583.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月１３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　ウサビッチ　Season5　】

不思議な森に迷い込んだプーチン＆キレネンコ達。

落ち着けそうな巨大な木の下を見つけ、そこでキャンプすることに。

すると、森に住む怪人ケダムスキーが現れる！

ケダムスキーの狙いはキレネンコのたいせつなにんじん！

娘の好きなアニメです。

プーチンが大好き。

本日の新物件情報です。

中古マンション メガロコープ西陣２号館　１１３０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_179.html

中古マンション 西賀茂ハイツ　１０８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_51.html

中古マンション 藤和宝ヶ池ホームズ　２９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000173669.html

売土地 京都市左京区岩倉三宅町　３３８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区等持院北町　２４８０→　２２８０万円

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_179.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_51.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000173669.html
http://www.aoshin-home.jp/


毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月１４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

運動会直前・・・。

９月２８日（土）は、娘の運動会です。

パパの努力の日です。

最高の笑顔をゲット致します。

努力が報われる日はいつでしょうか。

本日の新物件情報です。

中古マンション メガロコープ西陣１号館　１０８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_178.html

中古マンション ザ・パークハウス 二条城　４２８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_396.html

中古戸建 京都市北区紫竹西野山町　２９５０万円

売土地 京都市北区紫野西蓮台野町　２号地　２６８０万円

本日の新価格情報です。

中古マンション ポルト・ド岡崎　３２５０→　２９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_316.html

中古戸建 京都市上京区東西俵屋町　３３８０→　３１８０万円

 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_178.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_396.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_316.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月１５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　バレンティン５６号｜王氏超え日本新記録　】

東京ヤクルトのウラディミール・バレンティンは、

神宮球場で行われた阪神戦でプロ野球シーズン最多本塁打の新記録となる

５６号を放った。

ヤクルトは今季、まだ１８試合を残しており、

さらなる記録更新、そして「６０号」への期待も高まる。。。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市北区紫野南舟岡町　３４７０万円

中古戸建 京都市上京区有馬町　１９８０万円

中古戸建 京都市左京区高野泉町　１２５０万円

中古テラスハウス 京都市左京区岩倉村松町　１３８０万円

中古戸建 京都市左京区下鴨東高木町　１８０００万円

売土地 京都市北区大将軍南一条町　２７８０万円

売土地 京都市北区紫竹下芝本町　３２８０万円

 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html


メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月１６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・・雨・・

・雨・・・。

大変です。

皆さん、水災保険付けてますか。

●「洪水」

台風や暴風雨、豪雨等により発生した洪水、

あるいは融雪による洪水などです。

あるいは、近年相次いでいるゲリラ豪雨などで、

マンホールから水があふれ出したため起きる、

いわゆる都市型水害も対象になります。

●「高潮」

台風が近づくと気圧が低くなり風が強くなると起こりやすくなる、

高潮による被害も対象になります。

ただ、内陸部に住んでいる方には縁のないものですね。

●「土砂崩れ」



集中豪雨などによる「土砂崩れ」も水害です。

たとえば、地滑り、がけ崩れ、土石流などがあげられますね。

本日の新物件情報はございませんでした。

本日の新価格情報はございませんでした。

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月１９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

夜が寒くなりました。

自転車で帰るのは、やめようかなぁ。

自転車での通勤は、やめようかなぁ。

寒いから。。。

温かい鍋が食べたくなる時期です。

本日の新物件情報です。

中古マンション 西陣グランドハイツ　１４９０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000174468.html

中古マンション アバンエスパス鴨川　４６００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000174469.html

中古戸建 京都市上京区十四軒町　７００万円

中古戸建 京都市北区紫竹西野山町 物件詳細　２３００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000174471.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000174468.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000174469.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000174471.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html


⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月２０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

またまた、明日から三連休。

天気は、晴れ？

天気は、曇り？

天気は、雨？

私は、仕事です。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市北区大宮南山ノ前町　３２３０万円

新築一戸建て 京都市北区大宮南山ノ前町　３３８０万円

新築一戸建て 京都市北区衣笠北高橋町　３６８０万円

新築一戸建て 京都市北区小山堀池町　５５００万円

新築一戸建て 京都市左京区浄土寺上馬場町　６３８０万円

中古戸建 京都市北区大宮薬師山西町　２６８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉北池田町　４５００万円

売土地 京都市北区北野紅梅町　６２５０万円

売土地 京都市上京区東西町 物件詳細　３４００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000174709.html

売土地 京都市上京区新柳馬場頭町　９０００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000174709.html


本日の新価格情報です。

売土地 京都市北区紫竹西栗栖町　４５００→　４２８０万円

売土地 京都市北区大宮南田尻町　１１０００→　１００００万円

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月２１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

楽天のエース、田中将大投手が、

札幌ドームで行われた日本ハム戦に先発登板し、

８回で１０４球を投げ、

４安打８奪三振１失点で開幕２２連勝＆昨年から２６連勝と自身が持つ

“世界記録”を更新しました。

チームは７—３で勝ち、２連勝で初のリーグ優勝へマジックを６とした。

素晴らしい、記録です。

本日の新物件情報です。

中古マンション チサンマンション一乗寺　１８６０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_276.html

中古戸建 京都市北区岩倉幡枝町　５３８０万円

本日の新価格情報です。

中古マンション 京都北山スカイハイツ　８００→　７００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_14.html

中古戸建 京都市北区西賀茂北鎮守庵町 物件詳細

３６８０→　２９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000133798.html

売土地 京都市左京区岩倉三宅町　６８７０→　６７００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_276.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_14.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000133798.html


詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月２２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

強いなぁ。

レスリング女子代表が帰国・・・。

吉田沙保里 選手・・・Ｖ14達成！世界大会67戦無敗。

伊調馨 選手・・・世界大会50戦無敗。

素晴らしい記録ですね。

本日の新物件情報です。

中古マンション ポルト・ド・浄土寺　３４８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_317.html

新築一戸建て 京都市左京区田中西浦町　３４８０万円

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区衣笠開キ町　５８０→　５００万円

中古戸建 京都市上京区甲斐守町　６３６０→　６１５０万円

 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_317.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html


メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月２３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

三連休・・・最終日。

疲れた娘は、寝ました。

疲れた息子は、寝ました。

我が家は平和です。

本日の新物件情報です。

中古マンション 西賀茂ハイツ　１１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_51.html

中古マンション 御所前スカイマンション　３０８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_126.html

中古マンション 東大路高野第２住宅　１５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000174787.html

本日の新価格情報です。

中古マンション ポルト・ド・浄土寺　４９８０→　４１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000087417.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_51.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_126.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000174787.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000087417.html
http://www.aoshin-home.jp/


http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月２４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

京都府八幡市八幡双栗の府道で、

集団登校中の同市立八幡小学校の児童の列に、乗用車が突っ込んだ事故。

またか・・・

娘と息子の通学道・・・大丈夫かなぁ。

明日は、一緒に行こうかなぁ。

不安です。

本日の新物件情報です。

収益物件 京都市左京区田中西春菜町 物件詳細　２１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175259.html

中古マンション ライオンズマンション京都紫野　１１００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_187.html

中古戸建 京都市左京区田中泉町 物件詳細　２３８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175261.html

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区紫野中柏野町 物件詳細　２５３０→　２４５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000152595.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175259.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_187.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175261.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000152595.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html


メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

 
＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月２６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

９月２８日は、娘の運動会です。

天気予報は、晴れ。

雨天は、１０月２日になります。

娘の活躍を妻と息子と一緒に応援致します。

頑張れ・・・。

頑張れ・・・。

本日の新物件情報です。

収益物件 京都市北区西賀茂蟹ヶ坂町 物件詳細　２８００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175527.html

店舗 京都市上京区鳳瑞町 物件詳細　２９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175528.html

中古マンション サンステージ衣笠　１９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175529.html

中古戸建 京都市上京区片原町 物件詳細　１５００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175530.html

中古戸建 京都市上京区新烏丸頭町　１５０００万円

本日の新価格情報です。

売土地 京都市左京区修学院北沮沢町 物件詳細　１９８０→　１７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000160043.html

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175527.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175528.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175529.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175530.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000160043.html


中古戸建 京都市左京区鹿ケ谷桜谷町 物件詳細

３４８００→　２９０００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000101353.html

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市上京区西社町 物件詳細　２９８０万円

新築住宅完成済み｜即日内覧可能

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000142855.html

店舗 京都市上京区真盛町 物件詳細　８９９８万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171044.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000101353.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000142855.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000171044.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月２７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

秋です。

半袖シャツが寒い季節になりました。

長袖シャツを着て出勤致します。

春から夏へ

夏から秋へ。。。

味覚、スポーツ、読書、睡眠・・・。

秋の楽しみ方・・・色々です。

本日の新物件情報です。

中古マンション デ・リード哲学の道　彩季庵　３６８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_278.html

中古戸建 京都市北区西賀茂南今原町 物件詳細　１２８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175621.html

売土地 京都市北区衣笠御所ノ内町 物件詳細　４１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175622.html

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区小山初音町 物件詳細　１２８００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000136916.html

売土地 京都市左京区修学院室町　４１００→　３８７０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_278.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175621.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175622.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000136916.html


詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月２８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

ダイエット・・・。

最近考えています。

楽しくダイエット、

楽してダイエット。

目指せ、体脂肪率１０％。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市上京区横神明町　４８８０万円

新築一戸建て 京都市上京区東石屋町　４９８０万円

新築一戸建て 京都市左京区岩倉西河原町　３７８０万円

新築一戸建て 京都市左京区一乗寺庵野町　３９８０万円

売土地 京都市北区小山堀池町 物件詳細　４０５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175664.html

本日の新価格情報です。

新築戸建 京都市上京区田村備前町　１号地 物件詳細

３７５０→　３５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000129327.html

中古戸建 京都市左京区岡崎南御所町 物件詳細　２３８０→　１７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166209.html

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175664.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000129327.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000166209.html


中古戸建 京都市北区紫野大徳寺町　２１８０→　２０８０万円

中古戸建 京都市北区西賀茂山ノ森町　４４５０→　４２８０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市北区小山堀池町 物件詳細　５５００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000174704.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000174704.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
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https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　９月２９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　今季限りでの現役引退を発表した広島の前田智徳外野手　】

・なんでこんな選手が2軍におるんや？-福本豊

・何よりユニホームの着こなしが気に入った。

　こういう選手は成功するんです-山本浩二

・前田選手とイチロー選手の2人は、

　他の多くの選手とは打撃センスの次元が違う-原辰徳

・彼にとっては3割3分が最低ノルマ。

　他の打者と同じ基準で考えたらいけない-掛布雅之

・打撃が素晴らしいし凄みもある。

　広角に打てるし好機にも強く、いつも打ちそうな雰囲気が漂っている。

　日本で一番いいバッターかもしれません-松井秀喜 

・理想のバッティングは前田さん-福留孝介

・あいつは天才じゃない。研究熱心で、

　相手が自分をどう攻めるかを考えながら練習している-達川光男 

・いちばん会いたいのは前田さん-イチロー 

・夏場の練習で他の選手が『きつい』と悲鳴をあげても、

　前田だけは黙々とバットを振っている-小早川毅彦

本日の新物件情報です。

中古マンション コスモ衣笠　１２００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_28.html

中古マンション ライオンズマンション京都紫野　２２００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_28.html


http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_187.html

中古マンション サンレジデンス錦綾東堀川　２５４０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_138.html

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市北区大宮玄琢南町 物件詳細　２６８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165472.html

中古戸建 京都市上京区西今出川町 物件詳細　２３８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000159266.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_187.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_138.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000165472.html
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https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts



【　９月３０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

筋肉痛です。

娘の運動会で、頑張った証拠です。

足が

肩が

腰が

大変です。

日頃の運動不足が露呈しました。

でも、頑張りました。

本日の新物件情報です。

中古マンション レスポアール紫明　１５９０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176065.html

中古マンション デ・リード御所西　２３８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_155.html

中古マンション 高野川ハイツ　１６８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_274.html

中古マンション ネオコーポ洛北　１９００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_280.html

新築一戸建て 京都市北区紫野門前町　３５８０万円

中古戸建 京都市上京区真倉町 物件詳細　２７６０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176065.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_155.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_274.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_280.html


http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176070.html

中古戸建 京都市北区小山西玄以町　７４８０万円

中古戸建 京都市北区小山西大野町 物件詳細　１１８００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176072.html

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区紫野雲林院町　２９８０→　２７８０万円

中古戸建 京都市北区紫野下柏野町 物件詳細　３１８０→　３０００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000159742.html

中古戸建 京都市左京区修学院北沮沢町　４３８０→　４１８０万円

 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176070.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176072.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000159742.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007


<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

１０月になりました。

１０月２２日に京都では、時代祭がございます。

葵祭・祇園祭・時代祭。

京都の三大祭の一つです。

時代祭は、平安神宮の創建と平安遷都1100年祭を奉祝する行事として、

1895年(明治28年)に始まった行事です。

現在では祇園祭、葵祭とともに京都三大祭の一つに数えられています。

時代祭の特色は、何といっても時代風俗行列が行われること。

時代風俗列は、実際は神幸祭のお供と位置づけられる祭列。

しかし緻密な時代考証が重ねられた１万2000点にもおよぶ調度、

衣裳、祭具は京都が都として培ってきた伝統工芸技術の粋を集めて

復元されたもので、非常に見ごたえがございます。

明治維新から延暦時代へさかのぼって再現される行列には

平成19年より「室町幕府執政列」と「室町洛中風俗列」が

室町時代列として新たに行列に加わりました。

20列、2000人に達する行列が、



総延長2キロ間に一大時代絵巻を展開します。

本日の新物件情報はございません。

本日の新価格情報はございません。

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

１０月６日は区民運動会です。

先日の筋肉痛が癒えたばかりです。

参加？

不参加？

悩んでます。

娘の声援を頂けるチャンス・・・。

頑張れ・・・パパ。

頑張れ・・・パパ。

この声が、明日からの励みになります。

参加させて頂きます。

本日の新物件情報です。

収益物件 京都市左京区浄土寺南田町 物件詳細　３１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176222.html

新築戸建 京都市左京区修学院登り内町

Ａ号地 物件詳細　５２２８．３万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176223.html

新築戸建 京都市左京区修学院登り内町　Ｂ号地 物件詳細　４１１１万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176225.html

新築戸建 京都市左京区修学院登り内町　Ｂ号地 物件詳細　４２５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176222.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176223.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176225.html


http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176226.html

売土地 京都市左京区修学院登り内町　Ａ号地 物件詳細　３５００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176224.html

売土地 京都市左京区修学院登り内町　Ｂ号地 物件詳細　２６５５万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176227.html

本日の新価格情報です。

中古マンション フォルム松ヶ崎ノーザンレジデンス

１０８００→　９３００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_308.html

中古戸建 京都市上京区西町　９８０→　８８０万円

売土地 京都市北区上賀茂高縄手町 物件詳細

１５０００→　１３８００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000157027.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176226.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176224.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176227.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_308.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000157027.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/


 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは

【　体操世界選手権　】

内村が圧倒的な力を見せつけて史上初の４連覇を果たした。

決勝の全６種目で１５点台をマークし、

２位の加藤に２点差近くをつける合計９１・９９０点の圧勝。

通算３度優勝の女子のスベトラーナ・ホルキナ（ロシア）を抜き、

個人総合優勝回数記録を塗り替えた。

「日本が個人総合で一番強いと思っているので当然。

　美しい体操が評価されるとあらためて分かった」

本日の新物件情報です。

中古マンション フォルム北山　１９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_61.html

新築一戸建て 京都市上京区老松町　３１８０万円

中古戸建 京都市上京区藪之下町　４１８０万円

中古戸建 京都市北区西賀茂北山ノ森町 物件詳細　１８８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176424.html

中古戸建 京都市北区大宮西小野堀町 物件詳細　２５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176431.html

中古テラスハウス 京都市左京区一乗寺木ノ本町　７８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉上蔵町　３５００万円

売土地 京都市北区紫野西蓮台野町　２３８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_61.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176424.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176431.html


売土地 京都市北区紫竹上竹殿町　６６００万円

売土地 京都市左京区下鴨下川原町　６４００万円

本日の新価格情報です。

中古マンション 岩倉村松団地　７３０→　６８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000152235.html

新築戸建 京都市北区大宮西野山町 物件詳細　３２９５→　２９９５万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000129274.html

中古戸建 京都市北区紫竹東栗栖町 物件詳細　４５８０→　４３８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000087024.html

売土地 京都市左京区下鴨西梅ノ木町　３５８０→　３３８０万円

売土地 京都市上京区花開院町 物件詳細　４４００→　４１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000129496.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000152235.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000129274.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000087024.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000129496.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/


<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　吉野家｜裏メニュー　】

「アタマの大盛」を正式商品・・・。

アタマの大盛？？？

「アタマの大盛」は、

ごはんは「並盛」で具は「大盛」という中間的な商品。

ふむふむ。

明日、行ってみます。

はたして、私に頼む勇気があるかなぁ。

問題は、そこです。

本日の新物件情報です。

中古マンション 岩倉村松団地　７５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176490.html

中古マンション パーク・ハイム宝ヶ池銀杏館　２７５０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_298.html

中古マンション イーグルコート聖護院　４３００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_220.html

新築一戸建て 京都市北区紫野南舟岡町　２９８０万円

新築一戸建て 京都市北区紫野十二坊町　３７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176490.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_298.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_220.html


新築一戸建て 京都市左京区北白川久保田町　３７８０万円

中古戸建 京都市左京区田中東高原町　５２８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区岩倉中町　４９９０→　４４８０万円

 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

本日は、区民運動会です。

運動会日和の青空・・・。

娘が走り、

息子も走る。

妻も走って、私は応援。

本日は、スポーツの秋を満喫しました。

夜は、

味覚の秋を満喫致します。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市上京区中社町　２９８０万円

中古戸建 京都市左京区岡崎天王町　４１８０万円

中古戸建 京都市北区上賀茂神山 物件詳細　４７８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市上京区長門町　２１８０→　１９８０万円

中古戸建 京都市左京区一乗寺下り松町 物件詳細

３９８０→　３６５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000147825.html
 

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000147825.html


詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

ラーメンは、塩派・醤油派・豚骨派・魚介派・・・。

最近のラーメンは、凄い。

価格も、８００円前後が当たり前・・・。

それだけ、材料費が高騰している為？

昔は、６００円前後プラス半チャーハンで８００円前後だった記憶です。

種類も豊富です。

塩・醤油・豚骨・魚介・つけ面・・・。

私は、豚骨派かなぁ。

妻は、特に無いようです。

美味しいラーメン、散策中です。

本日の新物件情報です。

中古マンション サンステージ衣笠　１９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_35.html

中古戸建 京都市北区溝前町 物件詳細　２２７０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176809.html

中古戸建 京都市左京区岩倉幡枝町 物件詳細　２１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176810.html

中古戸建 京都市左京区大原井出町　３３８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_35.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176809.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176810.html


本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区一乗寺梅ノ木町 物件詳細

４５００→　４０００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000122984.html

本日の写真及び動画追加情報です。

中古戸建 京都市北区上賀茂神山 物件詳細　４７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176534.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000122984.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176534.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome


https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

１０月１１日は、妻の誕生日です。

本日、プレゼントを購入致しました。

１０月３０日は、娘の誕生日です。

まだ、プレゼントは思案中です。

本日の新物件情報です。

中古マンション ブリリア京都岡崎　４１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_310.html

新築戸建 京都市上京区二本松町 物件詳細　２５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176925.html

新築一戸建て 京都市左京区岩倉西宮田町　６９６０万円

中古戸建 京都市上京区毘沙門横町 物件詳細　８８００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176929.html

中古戸建 京都市左京区吉田泉殿町　８３００万円

売土地 京都市左京区岩倉西宮田町　４９８０万円

売土地 京都市上京区毘沙門横町 物件詳細　８８００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176930.html

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区西賀茂角社町　７３８０→　６８５０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_310.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176925.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176929.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176930.html


詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月１０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

明日は、妻の誕生日です。

「　おめでとう　」

本日の新物件情報です。

中古マンション マンハイム鴨川　２１３０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000177321.html

中古戸建 京都市北区衣笠鏡石町　２３８０万円

中古戸建 京都市左京区一乗寺馬場町　１２８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉花園町　１８００万円

本日の新価格情報です。

収益物件 京都市北区紫野今宮町 物件詳細　４９９８→　４６９８万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000158968.html

新築一戸建て 京都市左京区吉田本町　５２００→　５０５０万円

中古戸建 京都市北区紫竹東栗栖町 物件詳細　４３８０→　４２８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000087024.html

中古戸建 京都市左京区岩倉長谷町　５９８０→　５４８０万円

売土地 京都市左京区浄土寺馬場町　３４４０→　３２７５万円

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市左京区浄土寺東田町　１号地 物件詳細　４９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000177321.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000158968.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000087024.html


http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000148813.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000148813.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月１１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

今朝は、腹痛で目が覚めました。

うぅぅぅぅぅ・・・。

うぅぅぅぅぅ・・・。

体調管理は、仕事の基本。

食べ過ぎ・飲みすぎに気をつけます。

本日の新物件情報です。

中古マンション ルヴィラ堀川　２４００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_204.html

中古マンション 京都北白川アーバンコンフォート　２４８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_234.html

中古戸建 京都市北区紫竹下梅ノ木町　２９８０万円

本日の新価格情報です。

売土地 京都市左京区松ヶ崎中町 物件詳細　３９３０→　３７３０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000075152.html

本日の写真及び動画追加情報です。

売土地 京都市左京区岩倉長谷町 物件詳細　１９００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000049551.html

中古戸建 京都市上京区毘沙門横町 物件詳細　８８００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176929.html

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_204.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_234.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000075152.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000049551.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000176929.html


 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月１２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

明日は、一人ディナーです。

妻と娘と息子は、お友達とログハウスにお泊りです。

あっちは、あっち。

こっちは、こっち。

男の一人ディナーを満喫致します。

飲んで・・・飲んで・・・飲んで・・・。

何も気にすることなく、飲んで・・・飲んで・・・寝ます。

本日の新物件情報です。

中古マンション 東大路高野第３住宅 物件詳細　１５５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000177951.html

中古戸建 京都市左京区修学院西沮沢町　１７８０万円

中古戸建 京都市左京区下鴨東半木町　２３８０万円

売土地 京都市左京区岩倉西河原町　２９８０万円

売土地 京都市左京区和国町　３５８０万円

売土地 京都市北区上賀茂畔勝町　４３００万円

 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000177951.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月１３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

ただ今、ダイエット中です。

今日で３日目です。

明日は、無理かも・・・。

この心が、今の体型と体脂肪・・・。

本日の新物件情報です。

中古マンション 岩倉村松団地　７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000178004.html

中古マンション ハイツ白川　１８５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000178005.html

中古マンション コープ鴨川　A棟　３１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_257.html

新築一戸建て 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町　３５８０万円

中古戸建 京都市上京区一観音町　２８８０万円

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000178004.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000178005.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_257.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html


＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月１４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

３連休最終日です。

明日からは、静かな朝がやってきます。

静かに起きて、

静かな朝食。

静かに出勤の用意をして、

はい、出発・・・。

最近、多くないですか？

３連休・・・。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市北区紫野上野町　１３８０万円

中古戸建 京都市北区紫竹下緑町　２６９０万円

中古戸建 京都市北区小山西上総町　３１８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉忠在地町　３５８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区一乗寺才形町　９９００→　８９００万円

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

http://www.aoshin-home.jp/


【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月１５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　大福にしか見えない鳥がかわいすぎる　】

「森の妖精」と呼ばれるほど愛らしい、

エナガ科の鳥「シマエナガ」の様子をおさめた映像です。

真っ白なボディーに、ちょこんとした目と口ばし。

正面から見ると、まるで大福みたいです。

http://www.youtube.com/watch?v=_f8HgasfTZc

本日の新物件情報です。

中古マンション コルソルナニ条城北　２７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_132.html

中古マンション 東大路高野第２住宅９棟　１５９０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_300.html

中古マンション グランドメゾン修学院　?番館　３２８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_243.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

http://www.youtube.com/watch?v=_f8HgasfTZc
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_132.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_300.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_243.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html


＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月１７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　自転車は「右側」を走ってはいけない！　】

自転車で「路側帯」を走る際のルールがもうすぐ変わる。

これまで自転車は、道路の右端・左端どちらの路側帯も走行できたが、

年内に施行される改正道路交通法で、通れる路側帯が「道路左端のもの」に

限定されるのだ。

路側帯とは、歩道がない道路端に設置されている、

主に歩行者が通るための部分。

白い実線1〜2本、もしくは実線と点線で、車道と区別されている。

なお実線2本のものは「歩行者専用路側帯」と呼ばれ、

自転車はもともと通行不可能だ。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市上京区西中筋町　３３８０万円

中古戸建 京都市上京区玄蕃町　７８０万円

中古戸建 京都市上京区東西俵屋町　１４８０万円

中古戸建 京都市北区衣笠北荒見町　７８０万円

中古戸建 京都市北区紫竹北大門町 物件詳細　１７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000178769.html

中古戸建 京都市北区紫野中柏野町　３０００万円

売土地 京都市北区大宮一ノ井町　１号地　１７２０万円

売土地 京都市北区紫野西御所田町　４４５０万円

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000178769.html


http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts
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【　１０月１８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　不正送金7億円に＝被害止まらず、最悪時の2倍　】

警察庁は18日、

インターネットバンキング利用客のIDやパスワードが盗み取られて預貯金を

不正に送金される事件の被害が、

1月から今月15日までに約7億6000万円になったと発表した。

被害は6月に急増した後、食い止められておらず、過去最悪だった

2011年の約3億800万円の2倍を超えた。　

恐るべし・・・。

その能力・・・。

その技術・・・。

もっと違うことで、世の中を幸せにすることが出来るのに。

残念です。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市北区上賀茂狭間町 物件詳細　１９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000178891.html

中古戸建 京都市北区西賀茂今原町　２４８０万円

中古テラスハウス 京都市左京区聖護院西町　１４８０万円

中古戸建 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町　５５００万円

売土地 京都市北区西賀茂大栗町　６２８０万円

売土地 京都市上京区南佐竹町　５５００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000178891.html


売土地 京都市左京区北白川下池田町　４９００万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区衣笠氷室町　２８８０→　２７５０万円

中古戸建 京都市北区紫野下築山町　４２５０→　４１５０万円

 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞
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<　Google+ページ　＞
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【　１０月１９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

夢・・・実現へ！

今年の「年末ジャンボ宝くじ」の１等と前後賞を合わせた当選金が、

昨年の６億円から７億円に引き上げられることになった。

買わないと・・・当たらない。

買っても・・・当たらない。

そんな私、今年はどっち？

本日の新物件情報です。

中古マンション コスモ衣笠　１２３０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000179173.html

中古戸建 京都市北区小山西大野町　４６８０万円

中古戸建 京都市左京区北白川仕伏町　９５０万円

中古戸建 京都市左京区下鴨泉川町　２５８０万円

売土地 京都市北区紫野今宮町　２２８０万円

本日の新価格情報です。

新築戸建 京都市左京区下鴨西高木町 物件詳細　５５８０→　５３８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000151363.html

中古戸建 京都市上京区西今出川町 物件詳細　２３８０→　２１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000159266.html
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詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除
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【　１０月２０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

１０月２５日（金）は娘の授業参観日です。

科目は、道徳です。

頑張ってくれるかなぁ。

本日の新物件情報です。

中古マンション 河原町スカイマンション　１９５０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_91.html

売土地 京都市左京区岩倉長谷町　１９８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市上京区西町　８８０→　７８０万円

売土地 京都市北区紫野東御所田町　２２８０→　２１８０万円

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html
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＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞
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【　１０月２１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　ガチャガチャ　】

「ガシャポン」「ガチャ」などと呼ばれるカプセルトイは、

子どものころに何度も買った記憶がある人が多いだろう。

以前は子ども向けの玩具が中心だったが、

ここ数年は大人がハマる商品が増えているのだ。

こんな記事を発見しました。

昔は、１００円でしたが

びっくり、２００円

びっくり、３００円

時代でしょうか？

娘と息子には、ハマってほしくないガチャガチャ。

本日の新物件情報です。

中古マンション シティハイツ北野　４８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_145.html

中古マンション エスリード一乗寺　２７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_225.html

売土地 京都市左京区岡崎東天王町　４５８０万円

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/
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【　１０月２２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　いいとも終了　】

フジテレビ系お昼の人気バラエティー番組『笑っていいとも！』が

来年3月で終了することが、番組内で発表されました。

国民的な長寿番組の突然の終了発表に、

現レギュラー陣をはじめ、芸能人たちが驚きと悲しみを

ツイッターで続々つぶやいている。

３２年間、また長寿番組が終わります。

時代でしょうか・・・残念です。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市北区紫野上鳥田町　３８８０万円

中古戸建 京都市左京区一乗寺里ノ西町　１７８０万円

売土地 京都市左京区岩倉長谷町　２５８０万円

京都市北区紫野西蓮台野町　１号地　２６８０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市北区上賀茂中ノ坂町３号地 物件詳細　３６８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000147780.html

新築戸建 京都市北区上賀茂中ノ坂町４号地 物件詳細　３６８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000147781.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/
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【　１０月２４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　日本広域の進路予想　】

台風27号（　FRANCISCO｜フランシスコ　）

2013年10月24日16時30分発表

強い台風第27号は、24日15時には南大東島の西約140kmにあって、

北へゆっくり進んでいます。

中心気圧は965hPa、中心付近の最大風速は35m/sです。

台風28号（　LEKIMA｜レキマー　）

2013年10月24日16時30分発表

猛烈な台風第28号は、24日15時には父島の南東約750kmにあって、

北西へ毎時20kmで進んでいます。

中心気圧は905hPa、中心付近の最大風速は60m/sです。

台風情報です。

皆さん、気をつけてください。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市左京区田中西浦町　７８０万円

中古戸建 京都市左京区修学院山ノ鼻町　１４８０万円

中古戸建 京都市左京区修学院石掛町 物件詳細　２５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000179801.html

中古戸建 京都市左京区一乗寺出口町　８０００万円

中古戸建 京都市左京区岡崎北御所町　８１８０万円

本日の新価格情報です。

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000179801.html


新築一戸建て 京都市上京区西院町　２５８０→　２４９０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

中古戸建 京都市左京区一乗寺里ノ西町 物件詳細　１７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000179659.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/
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【　１０月２５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

本日は、雨。。。

午前も

午後も

雨・・・。

気分憂鬱です・・・。

明日は、また雨・・・。

頑張れ、お天気さん。

本日の新物件情報です。

中古マンション アステシオ清和院　６１５０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_77.html

新築戸建 京都市上京区仲之町 物件詳細　２７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180037.html

新築戸建 京都市左京区高野泉町 物件詳細　３５１１万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180038.html

新築戸建 京都市左京区高野泉町 物件詳細　３７１５万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180039.html

新築戸建 京都市左京区高野泉町 物件詳細　４３９２万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180040.html

中古戸建 京都市北区西賀茂水垣町　２０８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_77.html
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http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180038.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180039.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180040.html


中古戸建 京都市北区紫野東舟岡町 物件詳細　２３８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180043.html

中古戸建 京都市上京区小山町 物件詳細　３４８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180041.html

売土地 京都市左京区高野泉町 物件詳細　２２００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180045.html

売土地 京都市左京区高野泉町 物件詳細　２３００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180046.html

売土地 京都市左京区高野泉町 物件詳細　２８５０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180048.html

本日の新価格情報です。

新築戸建 京都市左京区北白川久保田町 物件詳細

４１８０→　３９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167748.html

中古戸建 京都市上京区一観音町　２８８０→　２７７０万円

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180043.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180041.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180045.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180046.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180048.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000167748.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html


＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月２６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

寒い夜が続きます。

本日は、晩ご飯は一人鍋です。

大根を摩り下ろした、みぞれ鍋です。

私は、豚バラ薄切り肉を加えて食べるのが大好きです。

心も体もポカポカです。

明日も頑張ります。

本日の新物件情報です。

中古マンション インペリアル東岡崎　１１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_217.html

新築一戸建て 京都市上京区金馬場町　３７８０万円

新築一戸建て 京都市左京区田中玄京町　２９８０万円

中古戸建 京都市左京区上高野沢淵町　２０８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉花園町　３４８０万円

中古戸建 京都市左京区吉田本町　４３５０万円

中古戸建 京都市北区上賀茂本山　１２０００万円

売土地 京都市左京区吉田神楽岡町　４９８０万円

売土地 京都市左京区岩倉南平岡町　６４００万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_217.html


売土地 京都市左京区松ヶ崎井出ヶ鼻町　１１２６３万円

本日の新価格情報です。

中古マンション 藤和宝ヶ池ホームズ　２９８０→　２８８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000173669.html

中古戸建 京都市左京区吉田上阿達町　３４８０→　３２８０万円

中古戸建 京都市上京区近衛町　５５００→　５２００万円

詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000173669.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月２７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

１０月３０日は、娘の誕生日です。

７歳になります。

誕生日プレゼントは、任天堂３ＤＳ.ＬＬとソフト１本。

最近のゲーム機・・・価格が高い！

また、その性能も凄い！

はたして、７歳に使いこなせるかなぁ。

心配です・・・。

あれ？

ＡＣアダプタ・・・別売り。

げ！

追加料金お願いします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

本日の新物件情報です。

中古マンション シャトー銀閣　１４９０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_262.html

中古テラスハウス 京都市左京区修学院水川原町　５８０万円

売土地 京都市左京区下鴨梅ノ木町　６９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_262.html


詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月２８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

プロ野球創設期の名投手、故沢村栄治氏を記念した

「沢村賞」の選考委員会が、都内ホテルで開かれ、

２４勝０敗と驚異的な成績を残した楽天・田中将大投手が満場一致で選出された。

田中の同賞受賞は１１年以来、２年ぶり２度目。

本日の新物件情報です。

新築戸建 京都市上京区七番町 物件詳細　１８９０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180415.html

新築戸建 京都市左京区岩倉幡枝町　Ｅ号地　６１３０万円

中古戸建 京都市上京区大東町　９８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉木野町　２９８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区上賀茂葵之森町 物件詳細　１７８０→　１４８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000163326.html

中古戸建 京都市北区紫竹牛若町　２４８０→　２１８０万円

中古戸建 京都市北区大将軍西鷹司町　２６９０→　２５９０万円

 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180415.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000163326.html
http://www.aoshin-home.jp/


http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０月２９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　バロンドール候補発表　】

4季連続受賞中のメッシら…バイエルンから最多6名

4季連続でFIFAバロンドールに輝いているバルセロナ所属の

アルゼンチン代表FWリオネル・メッシや、

2008年度の受賞者であるレアル・マドリード所属の

ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドも名を連ねた。

メッシ・・・かなぁ。

日本人候補・・・夢かなぁ。

本日の新物件情報です。

中古マンション シェモア北山　１１８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180544.html

新築一戸建て 京都市北区紫竹上竹殿町　３８６０万円

新築一戸建て 京都市左京区田中大久保町　３７８０万円

中古戸建 京都市北区等持院南町　２１００万円

本日の新価格情報です。

中古マンション エスリード一乗寺　４０００→　３９００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000119416.html

中古戸建 京都市北区紫竹下緑町　２６９０→　２４９０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉花園町 物件詳細　３８８０→　３４８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000062827.html

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180544.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000119416.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000062827.html


中古戸建 京都市上京区森之木町　９８００→　８８００万円

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市左京区岩倉幡枝町　Ｅ号地 物件詳細　３８８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180060.html

売土地 京都市北区西賀茂鹿ノ下町 物件詳細　３５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000173615.html
 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
 
<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180060.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000173615.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html
http://www.mag2.com/m/0001171970.html
http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/
http://twitter.com/#!/aoshin2007
http://www.facebook.com/AoshinHome
https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts


【　１０ 月３１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

「うれしい以外ない」そして「早く休みたい」

本音でしょう。。。

おめでとうございます。

大阪・東海大仰星高時代は全くの無名選手だった。

浪人を経て入学した大体大で、ようやく才能が開花。

巨人入団１年目の１９９９年に２０勝を挙げて沢村賞を獲得するなど

実績を積み上げた。

海外フリーエージェント権を行使し、２００９年にオリオールズ入り。

だが、相次ぐ故障に泣かされた。

１年目に右肘腱を部分断裂し、その後も右肘や左太もものけが。

レンジャーズでリーグ優勝に貢献した１１年は、

プレーオフで３本塁打を浴び、

ワールドシリーズの出場登録を外されたこともあった。

夢にまで見たワールドシリーズの大舞台。

５点差がつき、セーブのつかない場面でも指揮官は迷わず

マウンドに上原を送った。

球場を包む大きな「コージコール」の中、

「１点、２点ぐらいはいいという気持ち」でマウンドに上がった。

そして、先頭打者の８番・ジェイ、９番・デスカルソを連続で

左翼フライに仕留めると、

最後は１番のＭ・カーペンターを「あれが生命線なんで」と得意の

フォークで空振り三振。見事に３者凡退で期待に応えた。

「今年はちょっと出来すぎ。自分でもちょっと怖いんで、

“ゆっくり休め”と自分自身に言いたいですね」と結んだ上原。

その目の縁は真っ赤に染まっていた。。。



世界一、太く大きな雑草魂・・・。

本日の新物件情報です。

中古マンション シャルマン植物園ハイツ　１２８０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_42.html

中古マンション 藤和宝ヶ池ホームズ　２５３０万円

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_279.html

新築一戸建て 京都市左京区岩倉南桑原町　７９７０万円

売土地 京都市左京区松ヶ崎東桜木町　６３００万円

売土地 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町　１４０００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180747.html

本日の新価格情報です。

収益物件 京都市北区西賀茂蟹ヶ坂町 物件詳細　２８００→　２６００万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175527.html

中古戸建 京都市左京区岡崎天王町　４１８０→　３９８０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

中古戸建 京都市北区上賀茂葵之森町 物件詳細　１４８０万円

 
詳しくは青伸(あおしん）ホームまで

http://www.aoshin-home.jp/

【　無料　メールマガジン　】

毎日の新物件情報を随時掲載しております。

⇒　京都の不動産は青伸ホームへ

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_42.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_279.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000180747.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000175527.html
http://www.aoshin-home.jp/
http://archive.mag2.com/0001171970/index.html


http://archive.mag2.com/0001171970/index.html

メールマガジンの解除はこちらから

⇒　解除

http://www.mag2.com/m/0001171970.html

＜　スタッフブログ：日々の出来事を毎日更新中　＞

＜　てくてく日記　＞

http://d.hatena.ne.jp/ao0757082007/

<　青伸ホーム：Twitter　＞

http://twitter.com/#!/aoshin2007
 
<　Facebookファンページ　＞

http://www.facebook.com/AoshinHome
 
<　Google+ページ　＞

https://plus.google.com/u/0/b/107109485298780262756/107109485298780262756/posts
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奥付

大切な資産だからこそ「 期待に応えたい 」その気持ちが私の原点です。

本日の京都市不動産情報です。

http://p.booklog.jp/book/60867

著者 : aoshin
著者プロフィール：http://p.booklog.jp/users/aoshin/profile

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/60867

ブクログ本棚へ入れる

http://booklog.jp/item/3/60867

http://aoshin-home.jp/
http://p.booklog.jp/book/60867
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