


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：

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/


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

 
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://www.aoshin-home.jp/
https://sites.google.com/site/aoshinhome/
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


【　５月１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

ダイエットに成功かなぁ？

最近、体脂肪が気になったのでダイエットに挑戦してみました。

適度な食事と

適度な運動・・・。

そして、

適度な睡眠。

結果・・・。

３キロ減。

成功かなぁ。

まっ気持ちの問題です。

本日の新物件情報です。

中古マンション 宝ヶ池通パーク・ホームズ　３９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_275.html

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市左京区修学院中林町 物件詳細　３２８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000199646.html

中古戸建 京都市北区紫野北舟岡町 物件詳細　３９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000151717.html

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_275.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000199646.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000151717.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

明日から連休です。

５月３日・４日・５日・６日・７日の５連休です。

家族と楽しみます。

日頃の感謝の気持ちをこめて・・・。

本日の新物件情報です。

中古マンション リソシエ今出川聚楽邸　３３００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000209685.html

新築一戸建て 京都市北区西賀茂蟹ヶ坂町　３５２０万円

中古戸建 京都市上京区下木下町　４２８０万円

中古戸建 京都市上京区下御輿町　７５００万円

中古戸建 京都市北区紫野北舟岡町　１１００万円

中古戸建 京都市北区平野鳥居前町 物件詳細　３４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000209693.html

中古戸建 京都市北区大宮中総門口町　４８８０万円

中古戸建 京都市北区小山下花ノ木町　９８００万円

中古戸建 京都市左京区上高野掃部林町　３９８０万円

売土地 京都市北区西賀茂蟹ヶ坂町　２０００万円

売土地 京都市北区紫竹牛若町　５１８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町　１８３０→　１７８０万円

中古戸建 京都市北区衣笠赤阪町　３９８０→　３６８０万円

売土地 京都市左京区田中西樋ノ口町　３７８０→　３６２０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000209685.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000209693.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　葵祭　】

祇園祭や時代祭とともに京都三大祭に数えられる葵祭は、
賀茂御祖神社と賀茂別雷神社の例祭です。
葵祭には1400年の歴史があり、日本の祭の中で最も優雅で古趣に富んだ祭として
知られております。
平安中期の貴族の間では、単に祭といえば葵祭のことをさすほど有名でした。
賀茂祭が葵祭と呼ばれるようになったのは、
江戸時代の1694年に行列が再興されてのち、
当日の内裏宸殿の御簾をはじめ、牛車、勅使、供奉者の衣冠、牛馬にいたるまで、
すべて葵の葉で飾るようになったためとされています。
祭儀は、宮中の儀、路頭の儀、社頭の儀の三つからなるが、
現在は路頭の儀と社頭の儀のみを見ることができます。
最大の見所は、路頭の儀で、
祭のヒロイン・斎王代らが下鴨神社を経て上賀茂神社へと向かう様子です。

平安貴族そのままの姿の風雅な王朝行列が京都御所を出発。
時代衣装に身を包んだ行列の姿は大変華麗です。

会場：京都御所（京都御苑）〜下鴨神社〜上賀茂神社
日時：2014/5/15(木)　

本日の新物件情報です。

中古マンション エスリード一条東堀川　３４９０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210195.html

中古マンション グレーシィ一条　４１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210196.html

中古戸建 京都市北区大宮西野山町　８８０万円

新築戸建 京都市上京区鳳瑞町　３号地 物件詳細　２９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210200.html

売土地 京都市北区紫野北舟岡町　２７８０万円

売土地 京都市左京区北白川平井町　５９８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区山端柳ヶ坪町 物件詳細　２８８０→　２７８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000191595.html

売土地 京都市北区大宮薬師山東町　２５８０→　２３７０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210195.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210196.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210200.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000191595.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

連休疲れ？

連休明けと共になぜか体がだるく、

いつものような調子が出ない・・・。

そこで、登場です。

疲労が溜まった人にピッタリなのが、

リコピンが含まれているトマトを使った料理です。

あ！

私、トマトが苦手でした。

結局、

気合と根性で克服致します。

本日の新物件情報です。

中古マンション ルモン紫野　１９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210387.html

中古マンション 八瀬鱒乃坊アーバンコンフォート　１０００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210388.html

中古マンション コープ鴨川　A棟　１４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_257.html

新築一戸建て 京都市北区紫野上御輿町　２９８０万円

新築戸建 京都市左京区福本町 物件詳細　３９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210391.html

中古戸建 京都市北区紫野上柏野町　１０８０万円

売土地 京都市左京区下鴨森ヶ前町　２１９０万円

詳しくは青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210387.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210388.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_257.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210391.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月１０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　松尾大社｜還幸祭　】

葵と桂で本殿、神輿などを飾りつける。
また神職の冠や供奉、祭関係者も冠に葵と桂をつけるところから
「松尾の葵祭」または「松尾の国祭」とも言われています。

会場：松尾大社
日時：2014/5/11(日)

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　９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_145.html

中古マンション ライオンズマンション京都西陣　１６００万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_185.html

中古マンション 河原町トウキュウビル　１７５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210594.html

中古マンション グラン・コート京都上七軒　３１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_105.html

新築戸建 京都市上京区山王町 物件詳細　２２００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210596.html

新築一戸建て 京都市北区小山上花ノ木町　６１８０万円

中古戸建 京都市左京区一乗寺西杉ノ宮町　１９８０万円

中古戸建 京都市北区衣笠赤阪町　３４５０万円

売土地 京都市左京区山端川岸町　２１７０万円

詳しくは青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_145.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_185.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210594.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_105.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210596.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月１１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

暑かった。

本当に暑かった。

十分な水分補給と十分な睡眠・・・。

私の暑い日対策です。

皆さんの暑い日対策は何でしょうか？

本日の新物件情報です。

新築戸建 京都市北区紫野南舟岡町 物件詳細　３１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210646.html

新築戸建 京都市北区上賀茂池端町 物件詳細　６４７０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210647.html

中古戸建 京都市北区紫竹下緑町 物件詳細　２６８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210649.html

中古戸建 京都市左京区修学院水川原町　１７８０万円

売土地 京都市北区紫竹下芝本町　５４８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210646.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210647.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210649.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月１２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

５月１４日から発売・・・。

ドリーム・ジャンボのＰＲ広告が最近多い！

買わないと当たらない。

買っても当たらない。

結局、私は買わない。

でも、

妄想・・・。

空想は自由です。

私の夢・・・。

ドリームは、何かな？

本日の新物件情報です。

中古マンション ファミュー御蔭　８４０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210812.html

中古戸建 京都市北区紫竹下芝本町　２３８０万円

中古戸建 京都市北区小山東元町　３９８０万円

中古戸建 京都市左京区上高野薩田町　３１８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉長谷町 物件詳細　３３８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210816.html

新築戸建 京都市左京区岩倉中町　２号地 物件詳細　２９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210818.html

売土地 京都市左京区岩倉中町　３号地 物件詳細　１８８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210821.html

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市上京区鳥居前町　４１００→　３７８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210812.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210816.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210818.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210821.html


中古戸建 京都市左京区岩倉長谷町　２４８０→　１９８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　５月１３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

は！

気付きませんでした。

リモコンの「巻き戻し」ボタンがなくなった。

あれ！

いつから・・・。

本日の新物件情報です。

中古マンション 八瀬鱒乃坊アーバンコンフォート　１１５０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_323.html

収益物件 京都市上京区三軒町 物件詳細　３５９０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000211229.html

本日の新価格情報です。

売土地 京都市上京区中務町　３０８０→　２８８０万円

売土地 京都市北区紫野御所田町　３９８０→　３４８０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

新築戸建 京都市北区紫野南舟岡町 物件詳細　３１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/shinko.html

中古戸建 京都市北区紫竹下緑町 物件詳細　２６８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210649.html

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_323.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000211229.html
http://www.aoshin-home.jp/search/shinko.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000210649.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月１５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　詩仙堂｜丈山翁遺宝展　】

毎年5月23日に詩仙堂を建てた石川丈山の「丈山忌」が営まれ、
その後25日より詩仙堂遺宝展が開催されます。
石川丈山は、江戸前期の武士で漢詩人。
徳川家康に仕え、大坂夏の陣ののちに武士をやめて、
京都・洛北一乗寺に詩仙堂を建て移り住みました。
詩仙堂の名前は、住居に漢から宋までの詩人36人の画像を掲げたことに由来する。

丈山は書家、儒学者、漢詩人、茶人、作庭家としても知られ、
林羅山ら多くの文人らと親交を持った。
著作に漢詩集『覆醤集』などがございます。
遺宝展では、丈山の遺品や書など、多数の貴重な品々が一般公開されます。

会場：詩仙堂
日時：2014/5/25(日)〜5/27(火)

本日の新物件情報です。

売土地 京都市北区上賀茂豊田町　５７３０万円

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　２５８０→　２３８０万円

中古戸建 京都市左京区上高野前田町 物件詳細　２６８０→　２４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000197448.html

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000197448.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月１６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

気になります。。。

京都国際マンガミュージアム。

気になりますが、休館日が水曜日・・・。

いつか・・・

いつか、きっと。

マンガミュージアムへ息子と娘と３人で行きたいです。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市北区紫竹下芝本町　３９８０万円

中古戸建 京都市左京区吉田中阿達町　１２８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉長谷町　６４８０万円

売土地 京都市左京区新丸太町　６６００万円

本日の新価格情報です。

新築一戸建て 京都市左京区高野西開町　４１８０→　３９７０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　５月１７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

ここまできた・・・汚れない、ハネない、水いらない。

【　便器戦争　】

汚れが付きにくく、タンクをなくして水の使用量を大幅に減らした
パナソニックの住宅用便器「アラウーノ」が、
平成１８年の発売以来８年ぶりに刷新されました。
新築やリフォームでの住宅需要をにらみ、
小便の跳びはねを徹底的に防ぐことで掃除機能を追求しました。
ＴＯＴＯ（トートー）やＬＩＸＩＬ（リクシル）グループも
市場拡大中のタンクレストイレに注力。
「節水」「汚れが付かない」という究極のトイレをめぐる
競争が熱を帯びてきました。

さすが日本。

さすが日本。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市北区上賀茂畔勝町　５４８０万円

中古テラスハウス 京都市上京区仲之町 物件詳細　１８８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000211858.html

中古戸建 京都市上京区橋本町 物件詳細　１９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000211859.html

中古テラスハウス 京都市左京区山端大塚町　１０８０万円

売土地 京都市上京区井田町　１９８０万円

売土地 京都市左京区田中古川町　１７８０万円

売土地 京都市北区上賀茂畔勝町　３７７０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000211858.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000211859.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月１８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

最近、自転車通勤を始めました。

休日に出掛けるときも自転車を使うことが増えてきたので、

この機会にクロスバイクを購入しようと考えています。

今までのママチャリからのグレードアップです。

楽しい夏がやってきます。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市左京区下鴨東半木町　５５８０万円

中古戸建 京都市左京区下鴨下川原町　２９８０万円

中古戸建 京都市左京区銀閣寺町　６９８０万円

中古戸建 京都市北区衣笠氷室町　２６９０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　５月１９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

私、これが欲しい。。。

デジタル・サウンド・プロジェクター
【　YSP-5100　】

高性能ツィーター、YSPシリーズ最大容量のウーファーキャビネット。
HDオーディオ＋7.1chを活かしきる圧倒的サウンドを備えた最高峰YSP

音のビーム化と反射を利用した独自技術により、
リアルサラウンド再生を1台で実現と説明中ですが・・・。

妻に説得中ですが・・・。

交渉は難航しています。

男のロマンと説明したら良かったのかなぁ。

本日の新物件情報です。

中古マンション 衣笠グリーンハイツ　１２８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212325.html

新築一戸建て 京都市上京区北町　２９８０万円

中古戸建 京都市左京区山端大塚町　２４８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212325.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月２０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

また、息子が体調を崩しました。

心配です。

熱は、ありませんが。

嘔吐を繰り返します。

何が原因かは分かりません。

明日、病院へ行ってきます。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市北区西賀茂大栗町　２９８０万円

中古戸建 京都市上京区西東町 物件詳細　２９５万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212476.html

売土地 京都市左京区岡崎入江町　６４８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212476.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月２２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　水・ミネラルウォーター　】

最近、水を飲んでいます。

南アルプスの天然水

六甲のおいしい水

伊豆の天然水

富士山のバナジウム天然水

私のオススメは、南アルプスの天然水です。

水は飲みやすい軟水で、その硬度はおよそ３０です。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市左京区上高野北田町　２６００万円

売土地 京都市左京区岩倉花園町　３５７０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区岩倉幡枝町 物件詳細　１９６００→　１６６００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000186207.html

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000186207.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月２３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　リフレッシュする方法　】

こんな記事を発見・・・。

電車で行ける！足を運ぶだけで気分転換になるスポット

比叡山（滋賀県大津市）
坂本ケーブルで比叡山に登れば、琵琶湖を見渡すことが可能です。
静かな山の上から見る琵琶湖は格別です。
また、延暦寺へも歩いていくことが出来ます。

金華山（岐阜県岐阜市）
岐阜市の中心部に位置する金華山は、
展望台からの景色のスケールが非常に大きく、
特に夜景は壮観です。展望台へはロープウェーで容易にアクセス可能です。

寝覚ノ床（長野県上松町）
木曽川屈指の名勝です。切り立った花崗岩の壁の迫力と、
流れる川の水の音が最高に調和した峡谷です。

五竜の滝（静岡県裾野市）
裾野市を流れる黄瀬川を象徴する滝です。
高さ12mの落差が生み出す水音と水しぶきの迫力は、
至近から見る価値があります。

奈良井宿（長野県塩尻市）
塩尻市の南部に位置する奈良井宿は、
中仙道の宿場町の面影を色濃く残しています。
連続テレビ小説「おひさま」のロケ地としても有名です。
ただ歩いて回るだけでなく、色々な店に立ち寄るのもいいでしょう。

早速、家族会議です。

本日の新物件情報です。

中古マンション ファミール上長者町　２９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_167.html

新築一戸建て 京都市北区紫野十二坊町　２４８０万円

新築一戸建て 京都市北区平野宮本町　３５８０万円

中古戸建 京都市北区小山西花池町　３６８０万円

中古戸建 京都市左京区上高野大塚町 物件詳細　２０９０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212852.html

本日の新価格情報です。

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_167.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212852.html


中古戸建 京都市左京区松ヶ崎東桜木町　５８８０→　５４００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　５月２４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

夏に向けて・・・。

妻に宣言しました。

【　腹筋を割る　】

本日の新物件情報です。

中古マンション 御所東アーバンライフ　１２８００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212987.html

新築戸建 京都市北区大宮玄琢北町 物件詳細　２２８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212988.html

新築戸建 京都市北区紫野東野町 物件詳細　３２８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212989.html

新築戸建 京都市北区紫野上野町 物件詳細　３１５４万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212990.html

新築戸建 京都市上京区西社町 物件詳細　４９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212992.html

新築一戸建て 京都市左京区上高野東氷室町　３４３０万円

中古戸建 京都市北区西賀茂蟹ヶ坂町　１１５０万円

中古戸建 京都市北区紫竹高縄町 物件詳細　３５９０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212999.html

売土地 京都市北区紫野上野町 物件詳細　１７５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212991.html

売土地 京都市上京区西社町 物件詳細　３４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212993.html

売土地 京都市北区紫野東舟岡町 物件詳細　１９５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000213000.html

売土地 京都市上京区東西俵屋町 物件詳細　２５００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000213001.html

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212987.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212988.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212989.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212990.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212992.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212999.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212991.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212993.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000213000.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000213001.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月２５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。

【　熱中症　】

熱中症は、ちょっとした注意で防ぐことができます。

１、体調を整える
睡眠不足や風邪ぎみなど、体調の悪いときは暑い日中の外出や運動は控えよう。

２、服装に注意
通気性の良い洋服を着て、外出時にはきちんと帽子をかぶろう。

３、こまめに水分補給
「のどが渇いた」と感じたときには、
すでにかなりの水分不足になっていることが多いもの。
定期的に少しずつ水分を補給しよう。
特に夏場は汗と一緒に塩分が失われることを考えると、
スポーツドリンクなどを飲むのがオススメです。

皆さん、お体には気をつけてください。

本日の新物件情報です。

中古マンション ローズマンション修学院　４５８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_346.html

新築一戸建て 京都市北区上賀茂中ノ坂町　３４８０万円

新築一戸建て 京都市左京区岩倉幡枝町　４８８０万円

中古戸建 京都市北区紫野西泉堂町　８８００万円

売土地 京都市北区小松原北町　３２９０万円

売土地 京都市左京区岩倉幡枝町　２６８０万円

売土地 京都市左京区新東洞院町　３９８０万円

本日の新価格情報です。

中古マンション ロイヤルアーク宝ヶ池公園　２６８０→　２５８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000206906.html

売土地 京都市左京区修学院水川原町　３２８０→　３０８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_346.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000206906.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月２６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

息子のプレゼントを考えています。

４歳の息子。

前回のプレゼントは、サッカーボールでした。

今回は、何がいいのかなぁ。

プラレール・・・。

機関車トーマスのＤＶＤ・・・。

悩みます。

親子でキャッチボール・・・野球ボール！

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市北区西賀茂蟹ヶ坂町　３６８０万円

中古戸建 京都市北区出雲路立テ本町　１８８０万円
本日の新価格情報です。

新築一戸建て 京都市北区大将軍西町　４４８０→　４２３０万円

新築一戸建て 京都市左京区岩倉南桑原町　７７３０→　７３７０万円

売土地 京都市左京区岩倉南桑原町　５４８０→　５１２０万円

詳しくは、http://www.aoshin-home.jp/  まで

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


【　５月２７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。

妻は、美容室に・・・。

私は、お留守番です。

温泉でも行ってきます。

本日の新物件情報です。

中古マンション シンフォニー北野東　１６８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000213677.html

中古マンション 白川セントラルハイツ　１０８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_269.html

新築一戸建て 京都市北区西賀茂鎮守庵町　３９８０万円

中古戸建 京都市北区衣笠西馬場町 物件詳細　２６８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000213680.html

中古戸建 京都市上京区勘兵衛町　１１２００万円

売土地 京都市左京区下鴨宮崎町　９５００万円

本日の新価格情報です。

売土地 京都市上京区大心院町　４１８０→　３９８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000213677.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_269.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000213680.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月２９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　全国的に暑さ厳しく、札幌47年ぶりに5月の真夏日　】

札幌では正午前に、気温が30.0℃を記録、今年初めて真夏日となりました。
5月に真夏日を記録したのは1967年以来47年ぶりのこと。

北海道、青森県、岩手県など全国の34か所で、5月としての最高気温を記録し、
全国的に夏本番を思わせる暑さとなった。

この暑さはあすにかけて続く見込みで、
九州から東北地方にかけての広い範囲で30℃前後の気温が予想されている。

皆さん！

ビールが美味しい季節になりました。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市左京区南禅寺北ノ坊町　１３５００万円

売土地 京都市左京区下鴨梁田町　６４００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　５月３０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

６月１日は、娘の日曜参観日です。

授業は、算数です。

内容は、繰り上がりの足し算です。

大丈夫でしょうか？

心配です。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市北区衣笠開キ町 物件詳細　３２８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000213998.html

本日の新価格情報です。

売土地 京都市上京区下柳原北半町　３８８０→　３７８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000213998.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　５月３１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　ヨーグルトのドレッシング　】

最近よくサラダを食べます。

その度に色々なドレッシングを試してみますが、

なかなか「コレだ!!」というようなドレッシングがありません。。。

結局、

自分でアレンジして作ってしまいました。

ヨーグルト・・・

オリーブオイル・・・

塩・・・

レモン汁・・・

柚子の皮のみじん切りも加えて！

はい。完成・・・。

意外と美味しく出来ました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
本日の新物件情報です。

中古マンション フォルム上賀茂　２３８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_60.html

中古マンション エルザ京都御所西　３６８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_87.html

中古戸建 京都市北区等持院中町　３１８０万円

売土地 京都市北区上賀茂畔勝町　４１００万円

売土地 京都市左京区浄土寺西田町　３２００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_60.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_87.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　宇宙一美しい答え　】

こんな記事を発見致しました。

さて問題です。
どんなふうに恋に落ちるの？

ジャネット・ウィンターソン（作家）
恋に落ちるときは、穴に落ちるように落ちるのではありません。
宇宙空間を落ちていくように落ちます。自分だけの惑星から飛びだし、
だれかほかの人の惑星をたずねるのです。

そこに着くと、なにもかもがちがって見えます。
花も、動物も、人々が着ている服の色も。
恋に落ちると、おどろくことがいっぱいです。
だってそれまでは自分だけの惑星で、
なにもかもうまくいっていると思っていたわけですからね。

たしかにうまくいってはいたのですが、
そんなときにだれかが宇宙のむこうから信号を送ってくれ、
そこに行くには思いっきりジャンプするしかありませんでした。
さて、そのだれかの軌道に乗っていると、しばらくするうちに、
ふたつの惑星をいっしょにして、
そこを家庭と呼んで暮らす決心がつくかもしれません。
そうしたらイヌもつれていけます。
それともネコでしょうか。金魚も、ハムスターも、
きれいな石のコレクションも、左右ちぐはぐのソックスも、
ぜんぶもっていけます。
友だちにも遊びにきてもらえます。
おたがいに好きな物語を読んで聞かせることもできます。
最初に落ちたのは、
そばにいなければいやだと思うだれかといっしょにいるために、
どうしても決心しなければならない特大のジャンプでした。

それだけのことです。

なるほど！

なるほど！

次の質問です。

どうして音楽があるの？

風はどこからくるの？

空はどうして青いの？

どうして、

なぜ戦争が起きるの？



さて、宇宙一美しい答えは・・・・。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
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。



【　６月２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　３日以降、暑さは収まる見通し　】

もう少し・・・。

もう少し・・・。

今日も暑かった。

本当に今年冷夏なんだろうか？

熱中症には気を付けて下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
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西陣南　１５００万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_190.html

新築戸建 京都市北区紫野石龍町 物件詳細　３４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000214602.html

中古戸建 京都市上京区北伊勢殿構町 物件詳細　２３８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000214604.html

売土地 京都市左京区高野玉岡町　３３５０万円

売土地 京都市左京区下鴨東岸本町　１３５００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_190.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000214602.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000214604.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６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。

献血に行ってきます。

今回で２回目です。

少々緊張します。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市北区上賀茂葵之森町　３５８０万円

新築一戸建て 京都市上京区中務町　４２８０万円

中古戸建 京都市北区紫野東御所田町　２８８０万円

中古戸建 京都市北区平野上八丁柳町　２９８０万円

中古戸建 京都市左京区修学院西沮沢町　２５５０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　６月５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

雨・・・。

久しぶりの雨の日です。

最高気温も２３度と快適な一日でした。

息子は、運動場で遊べなくてブツブツ・・・。

明日は、晴れるとイイね。

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　５４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_268.html

新築一戸建て 京都市北区大宮一ノ井町　３３３０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉三宅町　２５００万円

中古戸建 京都市左京区上高野東山　６８００万円

売土地 京都市上京区西町　１５３０万円

売土地 京都市左京区下鴨西高木町 物件詳細　４６８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215036.html

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_268.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215036.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

約１７年ぶりとなる「セーラームーン」シリーズ

【　美少女戦士セーラームーン Crystal　】

今朝から娘が興奮気味です。

予告編

娘に教えてあげました。

セーラームーンの合言葉は
【　月にかわっておしおきよ　】。

１７年・・・。

ずいぶん昔になりました。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市北区紫野泉堂町 物件詳細　２６８０万円

売土地 京都市北区紫野門前町　２１５０万円

売土地 京都市北区出雲路立テ本町　２８８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区紫竹西南町　３３８０→　３１８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

https://www.youtube.com/watch?v=v9Ft3viBgtQ
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215149.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　不変の強さ！ハンマー投げで驚異の日本選手権２０連覇　】

おめでとうございます。

２０連覇・・・。

男子ハンマー投げ決勝が行われ、
室伏広治さんが、７３メートル９３で驚異の２０連覇を達成しました。

雨が降りしきる中での試合となったが、
安定した投てきを続け、２位に６メートル以上の差をつけての強さ。

レジェンドですね！

本日の新物件情報です。

中古マンション サンクタス賀茂川　３１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_34.html

中古マンション ルミエール丸太町　１８５０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_203.html

中古マンション グランドパレス北園　４２８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215367.html

新築一戸建て 京都市北区衣笠御所ノ内町　３４８０万円

新築戸建 京都市左京区高野泉町 物件詳細　３２８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215371.html

中古戸建 京都市北区紫野南舟岡町　２１８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉忠在地町　３２８０万円

売土地 京都市北区小山下花ノ木町　４８００万円

売土地 京都市北区小山下板倉町 物件詳細　９２００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215374.html

売土地 京都市上京区下石橋南半町　３３５０万円

売土地 京都市左京区下鴨貴船町　１３５００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム　まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_34.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_203.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215367.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215371.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215374.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　USJ「ハリポタ」エリア　】公開
https://www.usj.co.jp/

本日、映画『ハリー・ポッター』シリーズをテーマにした
新エリア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」の
内覧会イベントが行われました。
同エリアのランドマークともいえるホグワーツ城の内部が初公開された。

７月１５日・・・オープン予定です。

行きたい・・・。

体験したい・・・。

待ちきれない・・・。

パパは只今計画中。

この夏は家族と旅行へ・・・。

まだ、家族には秘密です。

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

新築一戸建て 京都市北区衣笠御所ノ内町　３６８０万円

売土地 京都市北区上賀茂菖蒲園町　４９００万円

本日の新価格情報です。

売土地 京都市左京区銀閣寺前町 物件詳細　８８８０→　８４５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000051640.html

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

https://www.usj.co.jp/
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_130.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000051640.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　藤森神社｜紫陽花まつり　】

梅雨の頃、境内はあじさいで埋め尽くされる洛南の古社のお祭です。

紫陽花の宮として知られる藤森神社の境内二か所に紫陽花苑があり、
延べ1500坪の苑内には3500株の紫陽花が植えられています。
紫陽花の季節に行われる紫陽花祭には、例年多くの人が参拝します。
お祭の中日となる6月15日(日)は、午前10時より神事が行われ、
献花、献茶、神楽の奉納が行われます。

暑い。

暑い日が続きます。

皆さん、お体には気をつけてください。

本日の新物件情報です。

中古マンション リソシエ・レスティーナ御所南　４９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215688.html

新築戸建 京都市上京区有馬町 物件詳細　４７８４万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215689.html

売土地 京都市北区等持院南町　３０００万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区下鴨水口町　４６９０→　４５３０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215688.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215689.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月１０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

父の日まで、あと５日です。

期待と不安でいっぱいです。

期待してます。。。

妻・・・娘・・・息子。

パパが主役になる日まで、あと５日。

もし、忘れられていたら。ショックです。

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

新築一戸建て 京都市北区紫竹西栗栖町　３８８０万円

中古戸建 京都市北区紫竹上緑町　４７００万円

中古戸建 京都市左京区吉田神楽岡町　１１０００万円

売土地 京都市上京区下御輿町 物件詳細　７３８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215853.html

売土地 京都市左京区岡崎東天王町 物件詳細　３５８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215854.html

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区小山東元町　３９８０→　３６８０万円

中古テラスハウス 京都市左京区岩倉村松町　１７８０→　１６８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_35.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215853.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215854.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月１２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

昨日は、定休日・・・。

休みを利用して妻とデート。

行き先は、宇治の平等院・・・。

さすが、世界遺産！

近くには宇治川塔の島やお茶やさんも多く、楽しい一日でした。

本日の新物件情報です。

売土地 京都市左京区下鴨西高木町　３５００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　６月１３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　プラモデル　】

最近、プラモデルを作っています。

私の数少ない趣味です。

毎日コツコツ・・・。

毎晩コツコツ・・・。

完成まで長い道のりです。

本日の新物件情報です。

中古マンション ベルム西陣　７８０万円

売土地 京都市北区北野下白梅町　６８８０万円

売土地 京都市上京区一条殿町　１９６００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_171.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月１４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　人に優しくて思いやりがある子　】になるママの口癖

ママは「だいじょうぶ？」を口癖にしよう！

この口癖がなぜいいのか？
理由は、”優しさや思いやりは人に関心を持つことから始まる”からです。
子どもは、驚くほど細かくママの言動を見ています。
成長して、真っ先に参考にするのはママの言動です。

そのため、
家でママが「だいじょうぶ？」と子どもに起こる出来事に関心があることを
示してあげることが大事なのです。

もちろん、家だけでは足りません。
外で困った出来事に遭遇している人を見たら、見ず知らずの他人であっても、
関心を持つことを示してあげてください。

「だいじょうぶ？」の気持ちと言葉は、
子どもに、人に関心を持つことを教えられるとっても簡単な習慣。
そして、優しさや思いやりを身に付けさせてくれるとっても大事な習慣です。

素晴らしい記事です。

で、パパの口癖は？

「　・・・　」

妻と相談して考えます。

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　２７００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000216481.html

新築戸建 京都市北区紫野中柏野町 物件詳細　２８８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000216483.html

新築一戸建て 京都市北区小山堀池町　４５８０万円

新築一戸建て 京都市上京区南清水町　４３８０万円

新築一戸建て 京都市上京区猪熊一丁目　４０８０万円

中古戸建 京都市左京区高野上竹屋町　１９８０万円

中古戸建 京都市左京区修学院犬塚町　３５８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000216481.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000216483.html


売土地 京都市左京区岩倉西河原町　３９８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム　まで

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


【　６月１５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

暑い日が連日続きます。

熱中症でしょうか？

今日は、

体がぐったり・・・。

頭痛がひどい。

二日酔いではございません。

皆さんも気をつけてください。

本日の新物件情報です。

売土地 京都市北区小山東大野町　２１８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　６月１６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

父の日のプレゼントを頂きました。

妻から・・・。

娘から・・・。

息子から・・・。

家族からの愛情を頂きました。

本日もお仕事頑張ります。

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高野東　１１８０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000216828.html

中古マンション イーグルコート衣笠　３４８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_8.html

中古マンション グランエスパス鴨川丸太町 PRIOR　５９８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_353.html

中古戸建 京都市北区大宮西野山町　５２００万円

中古戸建 京都市左京区岩倉北池田町　３２８０万円

中古戸建 京都市左京区東竹屋町 物件詳細　４５００万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000216833.html

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000216828.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_8.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_353.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000216833.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月１７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。

のんびり温泉へ行ってきます。

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岡崎第２　１７８０万円
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_326.html

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_326.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月１９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

本日、

娘が小学校から走って帰ってきました。

汗だくです。

「　ただいま・・・　」

あのね・・・あのね・・・あのね！

話を聞くと、

娘のクラスで一番にミニトマトが赤くなり収穫してきたようです。

よかったね。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市上京区新ン町 物件詳細　１７５０万円
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000217242.html

中古戸建 京都市上京区溝前町　３１８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000217242.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月２０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　痛恨のドロー　】

応援してました。

サッカー日本代表は、
ワールドカップ・ブラジル大会の第二戦となるギリシャ代表戦に臨み、
０－０で引き分けました。

勝ち点１

グループリーグ最終戦となるコロンビア戦・・・。

グループ最強のコロンビア。

頑張れニッポン。

頑張れニッポン。

本日の新物件情報です。

中古マンション フォルムウィング上賀茂　１９８０万円

中古マンション ライオンズマンション北山通　１９９０万円

中古マンション 東大路高野第２住宅８号棟　１８５０万円

中古戸建 京都市左京区北白川山田町　２４８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区等持院中町 物件詳細　３６８０→　２９８０万円

売土地 京都市左京区田中東樋ノ口町　７９８０→　７２８０万円

売土地 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町 物件詳細　７１１１→　６８４０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_59.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_68.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_300.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000201981.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000184390.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月２１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　富岡製糸場と絹産業遺産群　】が世界文化遺産に・・・。

富岡製糸場は１８７２年に明治政府が西洋の技術を導入して建設した
当時世界最大規模の器械製糸場で、
木骨レンガ造の繰糸場などの生産設備がほぼ完全に残る。

世界に認められる日本の文化・・・
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 グラン・シティオ北山通弐番館　５２８０万円

中古マンション 室町スカイハイツ　２５８０万円

中古マンション コープ鴨川　Ｂ棟　１１８０万円

新築戸建 京都市北区北野西白梅町　Ｃ号地 物件詳細　３３８０万円

新築一戸建て 京都市北区紫野上築山町　３３８０万円

中古戸建 京都市北区紫野泉堂町　２９８０万円

売土地 京都市上京区大心院町 物件詳細　３２８０万円

売土地 京都市北区衣笠御所ノ内町 物件詳細　２１８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_23.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_176.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_258.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000217711.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000217714.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000217715.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月２２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　三室戸寺｜あじさい園ライトアップ　】

三室戸寺では、あじさい園開園の期間中、
週末に限ってライトアップを行っています。

晴天にも雨天にも映えるあじさいの花だが、
夕闇が濃くなる中、ライトに浮かび上がる様子は、
日中とは異なる、幻想的な趣きがございます。

会場｜三室戸寺
日時｜2014/6/14(土)〜6/29(日)の土・日
住所｜宇治市菟道滋賀谷21

ご家族でいかがでしょうか。

本日の新物件情報です。

中古マンション ロジュマン京都国際会館　５６８０万円

新築一戸建て 京都市左京区北白川久保田町　４１８０万円

売土地 京都市北区大宮南椿原町　２９４０万円

売土地 京都市北区大宮東小野堀町　７４８０万円

本日の新価格情報です。

売土地 京都市北区上賀茂菖蒲園町 物件詳細
１１９９０→　１０９００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_344.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000183044.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月２３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

え！そうめん。。。

【　カップヌードル｜初のそうめん　】

日清食品は７月７日にカップヌードルシリーズで初めてのそうめんとなる
「カップヌードルライトそうめん」発売します。

通常のお湯を入れて食べるホットだけでなく、
氷を入れて冷やすアイス調理をすることも出来ます。

スープは、
鶏をベースにシイタケのだしとアサリ、
コンブのうまみを加えた和風で、アクセントにショウガを効かせています。

税抜き価格は１７０円。

本日の新物件情報です。

売土地 京都市北区衣笠北荒見町　１６８０万円

売土地 京都市北区大将軍西鷹司町　２１８０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

売土地 京都市北区衣笠御所ノ内町 物件詳細　２１８０万円

売土地 京都市上京区大心院町 物件詳細　３２８０万円

売土地 京都市上京区西社町 物件詳細　３４８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000217715.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000217714.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000217706.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月２４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。

海へ行こうかなぁ。

朝から海で釣りをして・・・。

車で寝る。

６月は、アイナメ・アジ・・・。

何が釣れるかな。

本日の新物件情報です。

中古マンション グローバル紫野　１６８０万円

中古マンション パークシティ北大路　４５８０万円

中古戸建 京都市北区西賀茂上庄田町　３１８０万円

中古戸建 京都市北区上賀茂津ノ国町 物件詳細　２４３０万円

中古テラスハウス 京都市左京区下鴨蓼倉町 物件詳細　１３８０万円

売土地 京都市北区紫竹下高才町 物件詳細　５９８０万円

売土地 京都市左京区下鴨蓼倉町　７９８０万円

売土地 京都市左京区鹿ヶ谷徳善谷町 物件詳細　８８００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_26.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_55.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218076.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218077.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218078.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218080.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月２６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　奇跡信じるも願い届かず　】

サッカーＷ杯・日本｜コロンビア戦

グループリーグ１敗１分で崖っぷちに立たされた日本代表は、
この最終決戦に勝利することが、決勝トーナメント進出の最低条件だった。

日本が勝ち越せば奇跡は目の前の状況となったが、
逆に後半にコロンビアに３点を奪われ１‐４惨敗。

敗退が決まった。

本日の新物件情報です。

新築戸建 京都市左京区下鴨松ノ木町 物件詳細　４９８０万円

中古戸建 京都市左京区岡崎西福ノ川町 物件詳細　１４８０万円

収益物件 京都市上京区西大路町 物件詳細　６７８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218351.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218352.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218355.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月２７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

海開き・・・。

いよいよです。

青い海。

青い空。

そして、美味しいビール。

ビールの美味しい季節になりました。

本日の新物件情報です。

中古マンション ルネ下鴨東　２７８０万円

中古マンション Brillia御所西　５１８０万円

中古戸建 京都市北区上賀茂北大路町　９９２０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉花園町　６７８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区一乗寺松田町 物件詳細　２６８０→　２４８０万円

売土地 京都市左京区一乗寺稲荷町 物件詳細　６５００→　５７００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_337.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_431.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000188506.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000207524.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月２８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

娘と息子が、

「　・・・　」

「　・・・　」

海に行きたい。

川へ行きたい。

外で遊びたい。

朝から大変でした。

本日の新物件情報です。

中古マンション ネオコーポ北山　１１８０万円

新築一戸建て 京都市北区西賀茂北今原町　３７８０万円

新築戸建 京都市左京区田中上玄京町　１号地 物件詳細　３０８０万円

新築戸建 京都市左京区田中上玄京町　２号地 物件詳細　２４３０万円

中古戸建 京都市左京区修学院石掛町　１２８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉幡枝町　３７８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉幡枝町 物件詳細　３９８０万円

中古戸建 京都市左京区北白川西蔦町　５７８０万円

売土地 京都市上京区東西俵屋町 物件詳細　４１８０万円

売土地 京都市上京区西中筋町 物件詳細　７１００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218662.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218667.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218668.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218673.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218675.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218676.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月２９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。

朝から娘と息子はプールで水遊び。

夕方からは、公園で水遊び。

気持ちよさそうな二人。

いいなぁ。

子供は・・・子供の特権です。

本日の新物件情報です。

中古マンション ネオコーポ洛北　１９８０万円

中古戸建 京都市北区上賀茂深泥池町　６８０万円

売土地 京都市北区紫野十二坊町　１８５０万円

売土地 京都市北区大宮東小野堀町　４１８０万円

本日の新価格情報です。

中古マンション 東大路高野第３住宅３９棟　１５５０→　１５００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_280.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000177951.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　６月３０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　STAND BY ME ドラえもん　】

いっしょに、ドラ泣きしません？

何度見ても・・・。

感動です。

楽しみです。

娘と息子とドラ泣きします。

本作では原作の記念すべき
第1話「未来の国からはるばると」、
ドラえもんとの別れを描く「さようならドラえもん」、
しずかとのプロポーズから結婚までを描く「雪山のロマンス」
「のび太の結婚前夜」のストーリーを再構築し、
ドラえもんとのび太の出会いから別れ、
のび太としずかとの愛が描かれています。

私が気になっているのは、

「雪山のロマンス」「のび太の結婚前夜」です。

本日の新物件情報です。

中古マンション 御所北アーバンライフ　７９８０万円

中古戸建 京都市北区大宮中ノ社町　２６８０万円

中古戸建 京都市北区紫野中柏野町　９８０万円

中古戸建 京都市上京区西上之町　８８０万円

中古戸建 京都市上京区裏風呂町　２６８０万円

中古戸建 京都市左京区一乗寺赤ノ宮町 物件詳細　１１８０万円

中古戸建 京都市左京区下鴨蓼倉町　２７８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

https://www.youtube.com/watch?v=OVw__hIg3IU
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_119.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218995.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

７月になりました。

【　貴船神社｜七夕笹飾りライトアップ　】

貴船の水まつりが行われる7月7日を中心に、
本宮境内で七夕飾りのライトアップが実施されています。
本殿や境内各所、
色とりどりの短冊が揺らめく笹飾りを幻想的に照らし、
境内は幽玄の世界に変貌します。

会場｜貴船神社　本宮境内
日時｜2014/7/1(火)〜8/15(金)
　　　ライトアップは夕暮れ〜20:00(土日祝は〜21:00)
料金｜境内無料
　　　願いごとの短冊は100円

ご家族でいかがでしょうか。
短冊に願いを・・・。

本日の新物件情報です。

売土地 京都市左京区下鴨膳部町　４３００万円

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赤ノ宮町 物件詳細　１１８０万円

中古戸建 京都市北区紫野西藤ノ森町 物件詳細　２３８０万円

新築戸建 京都市左京区田中上玄京町　１号地 物件詳細　３０８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218995.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000189537.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218667.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

息子の保育園では、プール開きが始まりました。

「先生！　今日やるの？やるの？」
「ねぇ、やるでしょ？」
「でも・・・。」
「入りたい！」

水が苦手な息子は、憂鬱。
頑張れ、息子。

本日の新物件情報です。

中古マンション パーク・ハイム宝ヶ池銀杏館　２６８０万円

中古戸建 京都市左京区田中西浦町　１５８０万円

売土地 京都市上京区中務町　２８８０万円

本日の新価格情報です。

売土地 京都市北区小山下花ノ木町　４８００→　４６００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_298.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

明日は、息子の誕生日です。

４歳になります。

プレゼントは、

先日妻と相談して購入しました。

今日からウキウキの息子です。

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　１２８０万円

新築一戸建て 京都市左京区田中大堰町　３８３０万円

新築一戸建て 京都市左京区田中樋ノ口町　４８５０万円

中古戸建 京都市左京区松ヶ崎小脇町　２６８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区岩倉長谷町　６４８０→　５９８０万円

本日の写真及び動画追加情報です。

売土地 京都市北区小山下花ノ木町 物件詳細　４６００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_160.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000215370.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

私の息子・・・。

七夕のお願いは、

「　ぼくは、パーシーになりたい。　」

パーシー？

いたずら好きで小さなパーシーはトーマスのいちばんのお友達。

息子の願い。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市左京区高野泉町　２６８０万円

新築戸建 京都市左京区田中玄京町 物件詳細　３３８０万円

中古テラスハウス 京都市左京区岡崎西福ノ川町　７８０万円

売土地 京都市左京区下鴨蓼倉町 物件詳細　５４８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000219693.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000219697.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

体重計の電池を交換致しました。

あら不思議。

３日前の体重から４キロ増えてました。

増やすのは、簡単。

減らすのは、至難。

最近、飲み過ぎかも。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市北区上賀茂神山　２３８０万円

売土地 京都市上京区上柳原町　４４００万円

本日の新価格情報です。

新築一戸建て 京都市上京区柏清盛町　３１８０→　２９８０万円

中古マンション フォルム聖護院別邸　３３５０→　３２００万円

本日の写真及び動画追加情報です。

売土地 京都市左京区下鴨蓼倉町 物件詳細　５４８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_306.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000219697.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

今日は、七夕です。

【　貴船神社｜貴船の水まつり　】

古来の雨乞神事に由来するもので、
水の恩恵に感謝の誠を捧げ、
また一年間の降雨・晴天の天候が順調で、
適度な水の恵みを戴けるようにと祈る祭です。

祭典では、
まず水にゆかり深く最も手近なお茶を、
境内に湧き出る御神水を使い、
濃茶・薄茶を点てて御神前に捧げる献茶式、
また日常の料理を古式ゆかしい作法をもって魚に
直接手をふれずに庖丁とまなばしを使って、
見事な庖丁さばきで調理した有職料理を献ずる式庖丁の儀式、
また雅やかな舞楽の奉納などが行われます。

会場｜貴船神社

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。

中古戸建 京都市北区紫野東御所田町　２８８０→　２６８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　７月８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　台風8号｜NEOGURI（ノグリー）　】

台風です。

大型で非常に強い台風第８号は、北へ毎時３０kmで進んでいます。
中心気圧は９４５hPa、中心付近の最大風速は４５m/sです。

この台風は、このあと次第に東よりに進路を変え、
１０日には九州付近に接近または上陸する恐れがございます。

１１日には東海道沖に達する見込みです。
台風周辺地域および進路にあたる地域は暴風や大雨に、
台風の進路にあたる海域は大しけに厳重な警戒が必要です。

皆さん、気をつけてください。

本日の新物件情報です。

中古マンション サンクタス北野　３８５０万円

中古マンション アバンエスパス智恵光院　４１８０万円

新築戸建 京都市北区紫野西蓮台野町 物件詳細　４１８０万円

売土地 京都市左京区下鴨上川原町　９３７５万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区田中南西浦町　１１８０→　１０８０万円

中古戸建 京都市北区紫野西蓮台野町　２５９０→　２５５０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_135.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_78.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000220191.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月１０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

我が家の金魚が大きくなりました。

よく食べます。

よく寝ます。

大きな水槽でグングン大きくなってきました。

名前は、ランちゃん。

女の子です。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市左京区岩倉下在地町　４４８０万円

中古戸建 京都市北区紫野泉堂町　３３００万円

売土地 京都市北区衣笠東開キ町　１２４０万円

売土地 京都市北区大宮薬師山西町 物件詳細　３６００万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区一乗寺里ノ西町　１６８０→　１４８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000220457.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月１１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

本日は、暑かった。

水分補給・・・。

水分補給・・・。

休憩

水分補給・・・。

水分補給・・・。

休憩

本日は、本当に暑かった。

お腹は、タポタポです。

本日の新物件情報です。

中古マンション ハイツエンペラー修学院　１４８０万円

中古マンション デ・リードヴィンテージ御所西　４７８０万円

売土地 京都市北区西賀茂樋ノ口町　１号地 物件詳細　２４１０万円

売土地 京都市北区西賀茂樋ノ口町　２号地 物件詳細　２３８０万円

新築戸建 京都市北区西賀茂樋ノ口町　３号地 物件詳細　４６６０万円

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　７３０→　６８０万円

中古戸建 京都市北区紫竹上緑町　４７００→　４３００万円

新築一戸建て 京都市上京区中務町　４２８０→　４０８０万円

中古戸建 京都市北区紫竹西野山町 物件詳細　２７９０→　２６９５万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_285.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_157.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000220582.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000220583.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000220584.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000173713.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月１４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

公開された。

【　ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター　】

ふむふむ。

ハリー・ポッターの物語の世界を、
圧倒的なスケールと徹底した細部へのこだわりで再現した
壮大なエリア、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター。

そびえ立つホグワーツ城、
その前には魔法使いの住むホグズミード村が広がり、
ライド・アトラクションや数々のお店もございます。

あなたはここで、
“あの世界”を実際に楽しむことができるのです。

ふむふむ。
ふむふむ。

娘は、ノリノリ・・・。
息子も一緒にノリノリ・・・。

え！
行くの？

行くに決まっています。

はぁ。

憂鬱な私と妻。

本日の新物件情報です。

中古マンション ワールドダック　７８０万円

売土地 京都市北区紫竹高縄町　２４８０万円

本日の新価格情報です。

中古マンション ロイヤルアーク宝ヶ池公園　２６８０→　２４８０万円

中古戸建 京都市左京区下鴨下川原町　２９８０→　２７８０万円

売土地 京都市左京区修学院水川原町　３０８０→　２９８０万円

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000221166.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_342.html


売土地　京都市左京区新東洞院町　３９８０→　３７８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　７月１５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　伏見稲荷大社｜本宮祭　】

本宮祭は稲荷大神のご分霊を祀る全国の崇敬者が本社に参拝し、
日々の御神恩に感謝する大祭です。

宵宮祭には、
稲荷山をはじめ境内の全域に散在の石灯篭・数千に及ぶ
奉納提灯に灯を点ずる万灯神事が行われます。

この万灯神事で石灯篭や提灯に灯がともると、
境内は幻想的な雰囲気に包まれます。

また両日にわたり、
外拝殿およびその周辺で日本画家などの奉納による行灯画が展観され、
境内駐車場広場では本宮踊りが賑々しく奉納されます。

会場｜伏見稲荷大社
日時｜2014/7/19(土)〜7/20(日)
　　　19日（宵宮祭）は18:00〜／20日（本宮祭）は9:00〜

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３号棟　１４８０万円

中古マンション 東大路高野第３住宅３９棟　１５５０万円

中古戸建 京都市左京区山端大塚町　１２９０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉西河原町　９８００万円

本日の新価格情報です。

中古マンション ネオコーポ北山　１１８０→　１１３０万円

新築戸建 京都市左京区岩倉幡枝町　２号地 物件詳細
３１８０→　２９８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_300.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_301.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000218662.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000074990.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月１７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。

 
海・・・。

 
川・・・。

 
ビールの美味しい季節です。

本日の新物件情報です。

 
中古戸建 京都市北区衣笠鏡石町 物件詳細　２７００万円

 
中古戸建 京都市左京区下鴨東塚本町 物件詳細　１２４００万円

 

本日の新価格情報です。

 
中古戸建 京都市北区紫野南舟岡町　１５８０→　１２８０万円

 
中古戸建 京都市左京区上高野大塚町 物件詳細　２０９０→　１９８０万円

 
中古テラスハウス 京都市北区小山上内河原町 物件詳細

４１８０→　３９８０万円

 
売土地 京都市左京区南禅寺北ノ坊町　９７２０→　８８４０万円

 
詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000221536.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000221537.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000212852.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000205748.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月１８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　祇園祭　】

先日、初めて鉾（　菊水鉾　）の上に上りました。

高い鉾の上からの眺めは壮観でした。

いやぁ・・・。

良かった。良かった。

来年も・・・是非。

皆様の・・・是非。

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。

中古マンション 北山グランドハイツ　１５８０→　１４８０万円

中古マンション メガロコープ西陣１号館　１７８０→　１６８０万円

中古マンション ファミュー御蔭　１１３０→　１０８０万円

中古戸建 京都市左京区下鴨北園町　５１８０→　４８８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000197100.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_178.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_303.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月１９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　石清水八幡宮摂社｜高良社祭　】

高良社祭は毎年7月17、18日に八幡に夏を告げる境内山麓・高良神社の例祭で、
「太鼓祭り」の名で親しまれています。

高良神社は『徒然草第52段／仁和寺のある法師』に登場する神社として
知られている石清水八幡宮の摂社で、また旧八幡地区の氏神です。

最大の見所は20日18時30分頃、
高良神社に各神輿が一堂に集まる「宮入り」です。
参道を練り歩くその姿は迫力満点です。

また、
石清水八幡宮青年会により1987年に復興された
「提灯献灯」が参道に並び、約600灯もの提灯の燈が灯る。

本日の新物件情報です。

中古マンション フォルム堀川今出川　１９８０万円

新築戸建 京都市北区衣笠鏡石町 物件詳細　３６８５万円

売土地 京都市上京区下竪町　８７０万円

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　９８０→　７８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉西河原町　９８００→　８８００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_169.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000221837.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月２０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　城南宮｜例祭　】

午前９時より本殿で祭典が執行される。
夕刻には本殿前に「方除安全」「無病息災」の木札を収めた
2本の氷柱が供えられ、参拝者は氷柱に触れ暑気を払って祈願します。

拝殿を囲む提灯に火が入り、
夏の宵の風情が増す１８時より２０時３０分まで、
神楽殿の表舞台において「お涼み神楽」が奉納され、
自由に拝観することが出来ます。

本日、私も家族で行ってきます。

会場｜城南宮

住所｜京都市伏見区中島鳥羽離宮町７

本日の新物件情報です。

中古マンション 二条聚楽町アーバンコンフォート　３４８０万円

中古戸建 京都市北区紫野西藤ノ森町 物件詳細　１２８０万円

中古戸建 京都市左京区一乗寺清水町 物件詳細　２７５０万円

売土地 京都市北区大宮玄琢南町　１４３０万円

売土地 京都市北区紫竹牛若町　４９８０万円

売土地 京都市左京区上高野畑町 物件詳細　４５００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_161.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000221865.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000221866.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000221871.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月２１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　東寺｜弘法市　】

毎月21日に東寺の境内で開催される「弘法市」は
全国からファンが訪れる京都屈指の市です。

骨董や古着のほか、
ユニークなオリジナル商品を販売する店舗も多く、
一日いても見飽きない楽しい市です。

つい店舗を見るのに夢中になっていると忘れがちだが、
暑さ対策をしてお出かけを・・・。

会場｜東寺（教王護国寺）
住所｜京都市南区九条1

本日の新物件情報です。

中古マンション ウェリス修学院　５８００万円

中古戸建 京都市北区紫竹高縄町　３８００万円

本日の写真及び動画追加情報です。

中古戸建 京都市北区紫野西藤ノ森町 物件詳細　１２８０万円

売土地 京都市左京区上高野畑町 物件詳細　４５００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_350.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000221865.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000221871.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月２２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

本日は、８年目の結婚記念日です。

プレゼントとワインを買って帰ります。

一生懸命考えたプレゼント・・・。

ちょっと奮発した赤ワイン・・・。

ダッシュで帰ります。

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　１４８０万円

中古マンション グラン・ドール丸太町大宮　３８５０万円

中古マンション クレステージ今出川通り東館　４２８０万円

新築一戸建て 京都市北区大宮薬師山東町　３１８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区衣笠開キ町　３２８０→　３１８０万円

売土地 京都市北区紫野門前町　２１５０→　２０００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000221922.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_104.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_115.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月２４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　下鴨神社｜みたらし祭　】

下鴨神社の夏の風物詩。

平安時代、季節の変わり目に貴族は禊祓いをして、
罪、けがれを祓っていました。

現在で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。

祭当日、裸足になってみたらし池をすすむ「足つけ神事」には、
老若男女が集まり、御手洗池で膝までを浸し、無病息災を祈ります。

御手洗池から取れた黒い小石は「かん虫封じ神石」としての信仰があり、
この日に限り授与されています。

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。

中古戸建 京都市北区紫野北舟岡町　１１００→　９９０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　７月２５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　三宝寺｜ほうろく灸祈祷　】

ほうろく灸祈祷は、
一年のうち一番暑い土用の丑の日に行う日蓮宗の祈祷です。
呪文を書いた「炮烙（ほうろく）」を頭にのせ、
もぐさを置いて火をつけ木剣にて九字を切り悪邪霊を除くもので、
暑気払いや中風封じなどに効くといわれています。

ほうろく灸祈祷は、
直接肌の上にお灸をするのではないため、
小さな子供でも受けることが出来ます。

祈祷会当日は「福王子」交差点より無料送迎バスが運行されています。

会場｜三宝寺 本堂

日時｜2014/7/29(火) 9:00〜14:00

本日の新物件情報です。

収益物件 京都市上京区古美濃部町 物件詳細　１７８００万円

中古マンション 西賀茂ハイツ　８９０万円

中古マンション ビューフォート修学院　２５９０万円

中古マンション サンレジデンス錦綾東堀川　２５７０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000222753.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000222754.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000222756.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_138.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月２６日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

花火大会・・・。

８月１日｜教祖祭PL花火芸術

多彩な花火で世界の人々の平和を祈念
世界の人々の平和を祈念するために花火が打ち上げられる。
花火の種類や演出は多彩で、色鮮やかなスターマインが空を照らし、
光の芸術が繰り広げられます。

関西の大会では数少ない尺玉が、
複数の場所から同時に打ち上げられるさまは圧巻です。
数千発もの花火が打ち上げられるラストは、
まばゆい光が轟音とともに出現する。

８月１１日｜第54回宇治川花火大会

“源氏ろまん”がテーマの風雅な花火
2014年も“源氏ろまん”をテーマに、多くの花火が宇治川に花開きます。
紫式部にちなんだ紫が基調の花火をはじめ、
スターマインなど、風雅な花火が目白押しです。
華やかな宮廷世界を思わせる美しさです。

ふむふむ・・・。
ふむふむ・・・。

決めました。

夏と花火。

夏と花火とビール。

今年は、この２つを見に行きます。

天候が心配ですが・・・。

本日の新物件情報です。

新築戸建 京都市北区紫野中柏野町 物件詳細　３４８０万円

新築一戸建て 京都市左京区岩倉中在地町　３２８０万円

中古戸建 京都市北区大宮東総門口町　１５５０万円

売土地 京都市左京区下鴨泉川町　６２５０万円

本日の新価格情報です。

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000222933.html


中古戸建 京都市左京区岩倉花園町　１６８０→　１５８０万円

売土地　京都市北区上賀茂豊田町　５７３０→　５４８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　７月２７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　五智山蓮華寺｜きゅうり封じ　】

きゅうり封じは弘法大師が伝えた秘法。
病をきゅうりに封じ込め、
五智不動尊に病気平癒を祈願したことに由来します。

きゅうりに名前、年齢、病名などを記し、
御祈祷の後に持ち帰る。
3日間、朝晩痛いところ悪いところをきゅうりでさすり、
4日目の朝にそのきゅうりを人の踏まない清浄な土に埋めると
病気を持ち去ってくれるといわれています。

きゅうり封じの秘法は他の寺にも伝わっていたが、
蓮華寺が最も有名でした。

会場｜五智山蓮華寺

日時｜2014/7/28(月)〜7/29(火)

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西陣南　７２０万円

中古マンション コスモ堀川寺之内　１８８０万円

新築一戸建て 京都市北区大宮東小野堀町　５４８０万円

中古戸建 京都市北区紫竹下園生町　４５８０万円

売土地 京都市左京区岩倉長谷町　１７８０万円

本日の新価格情報です。

売土地 京都市北区衣笠西開キ町　１０００→　９８０万円

売土地 京都市北区衣笠御所ノ内町　２１８０→　２０８０万円

売土地 京都市北区小山堀池町　４６００→　４４００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000222952.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_130.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月２８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　京の七夕　】

「一年に一度、願いごとをする」という七夕にちなんで、

「願い」をテーマに、京都の夏の風物詩「京の七夕」が開催されます。

全国から願いを募るとともに、様々なイベントが行われます。

また各会場では、竹と光などで、京都ならではの七夕が演出されます。

会場｜堀川会場（御池通〜今出川通）と鴨川会場（四条大橋〜御池大橋）

日時｜2014/8/2(土)〜11日（月）19:00〜21:30

私の願い事・・・。

本日の新物件情報です。

中古マンション ディオ・フェルティ北野東　２３８０万円

中古マンション 松ヶ崎パーク・ホームズ　２３５０万円

新築一戸建て 京都市北区北野紅梅町　５９８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉幡枝町　５３８０万円

売土地 京都市北区紫竹上梅ノ木町　４９８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区上賀茂中山町　７９０→　６９０万円

中古戸建 京都市北区衣笠御所ノ内町　１４８００→　１３８００万円

売土地 京都市上京区柳原北半町　３７８０→　３６８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_153.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000223264.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月２９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。

家族で海に行ってきます。

海で遊んで、

温泉で疲れを癒して、

最後は、花火で楽しみます。

明日のお天気は、晴れ。

レッツ・・・ゴー。

本日の新物件情報です。

中古マンション 衣笠グリーンハイツ　１３８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉下在地町 物件詳細　３２８０万円

売土地 京都市左京区田中西春菜町　４１９０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区岩倉北池田町　３１５０→　２９８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_13.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000223443.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　７月３１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

海は広いなぁ。大きいなぁ。

海へ行ってきました。

楽しかったぁ。

今年は、あと何回行けるかなぁ。

本日の新物件情報」です。

中古戸建 京都市左京区一乗寺門口町　２４８０万円

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　２２８０→　２１９０万円

 
詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000206940.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　第39回京の夏の旅文化財特別公開｜島原 輪違屋　】

〜新選組ゆかりの島原に現存する唯一の置屋〜

元禄年間の創業以来320年以上も営業を続ける、島原に現存する唯一の置屋。
襖に道中傘を貼りこんだ「傘の間」や、
壁に本物の紅葉を塗りこんでかたどった「紅葉の間」など
斬新な意匠の座敷が残っています。

また、
新選組の近藤勇の屏風などもみどころです。

会場｜島原 輪違屋(しまばら わちがいや)

日時｜2014/7/12(土)〜9/30(火) 10:00〜15:30（受付終了）

皆様・・・是非いかがでしょうか。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市北区上生洲町　２７８０万円

売土地 京都市北区西賀茂蟹ヶ坂町　２３８０万円

本日の新価格情報です。

新築一戸建て 京都市北区紫野南舟岡町　３２８０→　３１８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　８月２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

本日は、娘の小学校で夏祭りがございました。

フランクフルト・・・・。ムシャムシャ

カキ氷・・・。ムシャムシャ

たこ焼き・・・。ムシャムシャ

最後は、金魚すくい。

夏休みを満喫中の娘です・・・。

そろそろ宿題しませんかぁ。

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　１２８０万円

中古マンション グランドパレス下鴨　３４５０万円

新築戸建 京都市上京区橋本町 物件詳細　３３２３万円

新築戸建 京都市北区小山花ノ木町 物件詳細　５６８０万円

新築戸建 京都市北区衣笠東開キ町 物件詳細　２７８０万円

中古戸建 京都市北区紫野花ノ坊町　３２８０万円

中古戸建 京都市左京区一乗寺青城町 物件詳細　４１８０万円

中古戸建 京都市左京区上高野市川町　５８００万円

売土地 京都市北区大将軍東鷹司町 物件詳細　３５０万円

売土地 京都市北区上賀茂神山　９８０万円

売土地 京都市北区紫野東舟岡町　１６４０万円

売土地 京都市北区大宮東小野堀町 物件詳細　３１８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_35.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_240.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000223938.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000223940.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000223950.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000223942.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000223949.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000223948.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

風邪です。

悪寒・・・のどの痛み。

関節痛・・・鼻水。

間違いなく風邪です。

体調管理に気をつけます。

本日の新物件情報です。

中古マンション デ・リード京都北山通　２９５０万円

中古戸建 京都市北区衣笠高橋町 物件詳細　１０８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_47.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000223972.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

風邪が治りました。

薬を飲んで・・・。

水分を十分に補給して・・・。

ゆっくり寝ました。

気がつけば・・・朝。

お仕事頑張ります。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市左京区上高野隣好町　３３８０万円

新築一戸建て 京都市左京区修学院室町　４１８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市北区紫竹上緑町　４３００→　４１８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　８月５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　醍醐寺｜醍醐山万灯会　】

万灯会は、灯明をともして祖先を供養し、
生きとし生けるものの命に報恩感謝の祈りを捧げる法要のことです。

醍醐寺では毎年8月5日の夜に営んでいます。

下醍醐では、
18時30分から1000を超える置き灯ろうや提灯をともし、
参道が照らされ、国宝の金堂や五重塔も特別にライトアップされます。

色とりどりの優しい光のなか、
ご先祖に感謝と祈りを捧げてみてはいかがでしょうか。

会場｜醍醐寺　下醍醐

日時｜2014/8/5(火)　18:30〜21:00

本日の新物件情報です。

中古マンション ルミエール聚楽　１８００万円

中古マンション クレアガーデン京都岡崎　４９８０万円

中古戸建 京都市上京区飛鳥井町 物件詳細　３４８０万円

中古戸建 京都市上京区裏風呂町　５３８０万円

中古テラスハウス 京都市北区小山下内河原町　４２８０万円

売土地 京都市北区小山上板倉町　４４００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_202.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_237.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000224412.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月７日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　六道珍皇寺｜精霊迎え　】

平安時代、六道珍皇寺は葬送地・鳥辺山の入口に位置することから、
あの世に通じるところとされていました。

今でも盆の時期に先祖の霊は、
ここを通ってかえってくると言われています。

「六道まいり」の期間中、
境内には先祖の亡魂・精霊を迎える「迎え鐘」の音が響き渡ります。
また、
重要文化財の薬師如来像の御開帳や寺宝の公開なども行われます。

本日の新物件情報です。

中古マンション パーク・ハイム宝ヶ池銀杏館　２９３０万円

中古戸建 京都市北区大宮北椿原町　４５００万円

中古戸建 京都市左京区下鴨北園町　６９８０万円

売土地 京都市北区小山東元町　２５００万円

売土地 京都市北区紫野上石龍町　３３８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_298.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　六波羅蜜寺｜萬燈会厳修　】

本堂内で数多くの灯明を人形文字のかたちに点じ、祖先の精霊を迎えます。
萬燈会厳修は七難即滅・七福即正の祈願が空也上人以来の伝統行事として
修ぜられており、期間中は火の要心の護符が授けられます。

萬燈会によって迎えられた精霊は、大文字の送り火によって送られます。

会場｜六波羅蜜寺

日時｜2014/8/8(金)〜8/10(日)　20:00〜

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市上京区西社町　４９５０万円

新築一戸建て 京都市北区西賀茂蟹ヶ坂町　３５８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市上京区中社町　３４８０→　３３５０万円

中古戸建 京都市北区西賀茂今原町　４７８０→　４４８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　８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・・・。

次は、

連日の大雨・・・。

次は、

皆さん、気をつけて下さい。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市左京区岩倉花園町　６５８０万円

中古戸建 京都市北区等持院南町　１８３０万円

中古戸建 京都市北区紫竹牛若町　４９８０万円

本日の新価格情報です。

新築戸建 京都市北区紫野東御所田町　１号地 物件詳細
５９８０→　５６８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000184358.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月１０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

すごい雨でした。

すごい風でした。

外で遊べない娘たちは、家の中でストレス発散中。

明日は、是非晴れて！

本日の新物件情報です。

新築戸建 京都市左京区一乗寺青城町 物件詳細　５４６０万円

中古戸建 京都市左京区上高野隣好町 物件詳細　２８８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000224981.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000224983.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月１１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　お盆期間中の営業について　】

８月１３日(水)から８月１７日(日)は休業させて頂きます。

８月１８日(月)より平常営業となります。

宜しくお願い致します。

本日の新物件情報です。

売土地 京都市左京区岩倉南池田町　２８８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　８月１２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

明日は、海で遊びます。

波・・・大丈夫かなぁ。

天気・・・大丈夫かなぁ。

起きれるかなぁ。

今晩の晩酌は、控えます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市左京区高野泉町　４９８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　８月１８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

夏期休暇が終わりました。

飲んで、

食べて、

寝てました。

本日より営業開始です。

本日の新物件情報です。

新築一戸建て 京都市北区紫野北舟岡町　４４８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　８月１９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　宇治川の鵜飼　】

夏の風物詩、宇治川の鵜飼。

鵜匠と鵜の絶妙な技は格別で、川面に吹くさわやかな風が、
まるでいにしえ人になったように錯覚させてくれます。

二人の女性鵜匠を中心にした、
手綱さばきも鮮やかな匠の技を堪能してはいかがでしょうか。

会場｜乗船場所…京都府立宇治公園中の島喜撰橋畔（宇治橋上流塔の島）

日時｜2014/6/15(日)〜9/21(日)　
出船時刻：6/15〜8/31…19：00　9/1〜9/23…18：30

本日の新物件情報です。

新築戸建 京都市北区紫竹牛若町 物件詳細　３８８０万円

新築戸建 京都市左京区一乗寺東水干町 物件詳細　４８２６万円

中古戸建 京都市左京区吉田神楽岡町　２３８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区下鴨蓼倉町　２４８０→　２３８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000225786.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000225788.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月２１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　東寺｜弘法市　】

毎月21日に東寺の境内で開催される「弘法市」は
全国からファンが訪れる京都屈指の市です。

骨董や古着のほか、ユニークなオリジナル商品を販売する店舗も多く、
一日いても見飽きない楽しい市です。

つい店舗を見るのに夢中になっていると忘れがちだが、
真夏の8月、暑さ対策をしてお出かけ下さい。

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　８８８０万円

売土地 京都市左京区岩倉幡枝町　１号地 物件詳細　３４１５．２万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000226012.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000226013.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月２２日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

朝から娘は勉強中・・・。

宿題が終わりません。。。

頑張れ。

頑張れ。

あれ？

また、休憩。

この調子では、

終わらないかも。。。

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衣笠　１３８０万円

新築戸建 京都市北区紫野上築山町 物件詳細　３８３６万円

新築戸建 京都市上京区天秤町　３８８０万円

売土地 京都市北区紫野中柏野町　２１８０万円

売土地 京都市上京区袋町 物件詳細　６４８０万円

売土地 京都市左京区松ヶ崎西桜木町　８９４０万円

本日の新価格情報です。

中古マンション 八瀬鱒乃坊アーバンコンフォート　９００→　８６０万円

中古マンション ライオンズマンション京都岡崎　１５９０→　１４８０万円

中古マンション ネバーランド鴨川　４６８０→　４４８０万円

中古戸建 京都市上京区裏風呂町　２６８０→　２５８０万円

売土地 京都市上京区鷹司町　１３６００→　１１８００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000226228.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000226229.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000226234.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月２３日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

夏休み最後の週末・・・。

８月２７日から静かな朝が迎えられます。

息子は保育園へ。

娘は小学校へ。

私の大切な朝のひととき・・・。

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烏丸西　２５５０万円

中古マンション シンフォニー宝ヶ池　１９８０万円

新築戸建 京都市左京区田中西浦町 物件詳細　２６８０万円

中古テラスハウス 京都市上京区新白水丸町　２５８０万円

中古戸建 京都市北区西賀茂下庄田町　３０８０万円

中古戸建 京都市左京区松ヶ崎三反長町　６８８０万円

売土地 京都市北区平野宮本町　１２４００万円

売土地 京都市左京区浄土寺真如町　３１８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_192.html
http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_271.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000226532.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月２４日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

外出中です。

否！

逃走中です。

先日、娘と息子が沢ガニを捕まえてきました。

快適な空間を御用意しましたが、

朝・・・。

５匹中・・・３匹いません。

あれ？

あれ？

逃走致しました。

洗面所の前で、一匹確保。

玄関で、一匹確保。

最後の一匹が行方不明の状態です。

誰か知りませんか？

我が家のカニちゃん。

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　２４８０万円

中古戸建 京都市北区上賀茂中ノ坂町　７３０万円

中古戸建 京都市上京区利生町　２９８０万円

中古戸建 京都市上京区姥ヶ西町　４６８０万円

売土地 京都市左京区岩倉幡枝町　３３７０万円

本日の新価格情報です。

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_35.html


中古マンション サンステージ衣笠　１２８０万円→　１２５０万円

中古戸建 京都市左京区一乗寺西杉ノ宮町　１９８０→　１８８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　８月２５日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　大覚寺｜観月の夕べ　】

大覚寺の「観月の夕べ」は9世紀初め、
嵯峨天皇が大沢池に船を浮かべて遊んだことが始まりと言われています。

９月８日の満月法会では月を望む場所に設けられた祭壇に供物を供え、
農作物の豊作と人々の幸せを祈願します。

観月の夕べの期間中は、様々な催し物が行われるほか、
大沢池にうかべられた龍頭鷁首舟の遊覧を楽しむことが出来ます。

平安の王朝絵巻さながらに催される優雅なひとときを
楽しんでみてはいかがでしょうか。

会場｜大覚寺

日時｜２０１４/９/６(土)〜９/８(月)
　　　１７：００〜２１：００（２０：３０受付終了）

本日の新価格情報です。

新築一戸建て 京都市上京区主税町　３５８０万円

中古戸建 京都市左京区松ヶ崎樋ノ上町　２８８０万円

売土地 京都市上京区東今小路町　３８００万円

本日の新価格情報です。

新築一戸建て 京都市北区衣笠荒見町　３０３０→　２９８０万円

新築一戸建て 京都市上京区西上之町　３０３０→　２９８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　８月２６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。

今年最後の川遊びです。

そして・・・

夏が終わります。

食欲の秋

読書の秋

秋が始まります。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市左京区岩倉長谷町　２３８０万円

本日の新価格情報です。

中古戸建 京都市左京区岩倉中町　３１８０→　３１００万円

売土地 京都市左京区岡崎入江町　６９８０→　６６７０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　８月２８日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

息子の大好きな仮面ライダー。

「仮面ライダー」が“禁じ手”

バイク捨て、車に乗る刑事ライダー登場・・・。

え！

ライダー？

ドライバー？

仮面ドライバー。

まさか！

楽しみです。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市北区紫野十二坊町　１６８０万円

中古戸建 京都市上京区仲之町　１７９０万円

中古戸建 京都市左京区松ヶ崎御所ノ内町　４５８０万円

売土地 京都市北区西賀茂蟹ヶ坂町　２３８０万円

売土地 京都市左京区吉田橘町　２２００万円

本日の新価格情報です。

中古マンション コルソルナ二条城北　２７００→　２５５０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

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


【　８月２９日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　梅小路公園で大興奮　】

先日、息子と梅小路公園へ行ってきました。

蒸気機関車に大興奮です。

トーマス・・・。

エドワード・・・。

ヘンリー・・・。

ゴードン・・・。

ボルダー・・・。

それぞれに名前をつけて大満足。

でも、ボルダーは岩です。

本人が満足ならいいかなぁ。

疲れた息子を、おんぶして帰りました。

本日の新物件情報です。

中古戸建 京都市左京区銀閣寺前町 物件詳細　１７００万円

中古戸建 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 京都市北区等持院南町　１８５０→　１６８０万円

中古戸建 京都市北区平野鳥居前町　３４８０→　３１９０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000227648.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月３０日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

突然の雨・・・。

昨日に引き続き・・・突然の雨。

勿論、ずぶ濡れです。

明日は、傘を持って出かけます。

本日の新物件情報です。

中古マンション パレス洛北　１７８０万円

新築一戸建て 京都市北区上賀茂畔勝町　５８８０万円

新築一戸建て 京都市北区上賀茂西上之町　３５３０万円

新築一戸建て 京都市北区紫竹下高才町　４７８０万円

売土地 京都市北区紫野南舟岡町 物件詳細　１８８０万円

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　２１９０→　２０９０万円

新築一戸建て 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町　３５８０→　３３８０万円

売土地 京都市北区衣笠北荒見町　１６８０→　１５８０万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/mansion/details_289.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000227906.html
http://www.aoshin-home.jp/


【　８月３１日号　】本日の新物件情報です。

皆さん、こんにちは。

【　秋の味覚　】

ぶどう狩り・・・。

りんご狩り・・・。

梨狩り・・・。

行きたい。

家族で行きたい。

今年こそ！

現在、家族会議中です。

本日の新物件情報です。

中古マンション マンハイム鴨川　２６８０万円

新築戸建 京都市上京区上鍛冶町 物件詳細　４１８０万円

中古戸建 京都市左京区岩倉三宅町 物件詳細　３９８０万円

売土地 京都市左京区岩倉幡枝町　２４９０万円

売土地 京都市左京区岩倉中大鷺町　１２０００万円

売土地 京都市左京区下鴨萩ヶ垣内町　１２４００万円

本日の新価格情報です。

新築一戸建て 京都市北区大宮南山ノ前町　３３６０→　３２６０万円

中古戸建 京都市北区紫竹大門町　２５５０→　２３８０万円

中古戸建 京都市北区鷹峯南鷹峯町　５５００→　５３００万円

詳しくは、青伸(　あおしん　）ホーム まで

http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000227939.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000227940.html
http://www.aoshin-home.jp/search/details_0000227941.html
http://www.aoshin-home.jp/


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。
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