
ワコーレ西宮マンションパビリオン
0120-050-241
ＴＥＬ0798-39-7440
FAX0798-39-7443

ワコーレ夙川霞町

霞町1番6号-〈部屋番号〉

阪急神戸線「夙川」駅 徒歩6分
JR東海道本線（神戸線）「さくら夙川」駅 徒歩9分
阪神本線「香櫨園」駅 徒歩11分

ワコーレトアロードマンションサロン
0120-122-528
TEL078-291-7840
FAX078-242-5511

ワコーレシティ神戸元町

下山手通8丁目16番 以下未定

JR東海道本線（神戸線）「元町」駅 徒歩12分
阪急・神戸高速線「花隈」駅 徒歩5分

ワコーレ西田辺マンションギャラリー　
0120-050-235
TEL06-6624-9019
FAX06-6624-9056

ワコーレ西田辺リーヴス

万代東1丁目4番 以下未定

OsakaMetro御堂筋線｢西田辺｣駅 徒歩12分
阪堺電気鉄道「姫松」駅 徒歩9分
南海高野線「帝塚山」駅 徒歩14分
JR阪和線「鶴ヶ丘」駅 徒歩16分

総戸数

84戸

入居予定

2024.3上旬

51.28㎡～71.19㎡
2LDK・3LDK

2,900万円台～
5,600万円台

ワコーレ池田マンションギャラリー　
0120-050-623
TEL072-734-6511
FAX072-734-6522

ワコーレ池田ザ・ハウス

建石町4番21-〈部屋番号〉

阪急宝塚線「池田」駅 徒歩8分

総戸数

24戸

入居予定

2021.12中旬

72.14㎡
1LDK+F

4,690万円

ワコーレ武庫之荘マンションギャラリー
0120-050-132
TEL06-6435-8921
FAX06-6435-8927

ワコーレ尼崎ディアステージ

浜2丁目14番 以下未定

JR東海道本線（神戸線）「尼崎」駅 徒歩7分

総戸数

36戸

入居予定

2022.10上旬

56.20㎡～76.75㎡
2LDK・3LDK

3,980万円・
5,710万円

ワコーレ武庫之荘マンションギャラリー
0120-050-132
TEL06-6435-8921
FAX06-6435-8927

ワコーレ武庫之荘グレイスガーデン

南武庫之荘2丁目20番 以下未定

阪急神戸線「武庫之荘」駅 徒歩8分

総戸数

33戸

入居予定

2022.11下旬

73.90㎡・99.33㎡
3LDK・4LDK

5,240万円・
7,980万円

ワコーレ武庫之荘マンションギャラリー
0120-050-132
TEL06-6435-8921
FAX06-6435-8927

ワコーレシティ立花

立花町1丁目16番 以下未定

JR東海道本線（神戸線）「立花」駅 徒歩3分

総戸数

132戸

入居予定

2023.11下旬

43.05㎡～70.00㎡
1LDK～3LDK

2,580万円～
5,090万円
（次期以降予定販売価格）

ワコーレ武庫之荘マンションギャラリー
0120-050-132
TEL06-6435-8921
FAX06-6435-8927

ワコーレ武庫之荘ノースグラン

武庫之荘東2丁目17番 以下未定

阪急神戸線「武庫之荘」駅 徒歩10分

総戸数

84戸

入居予定

2024.3上旬

64.82㎡～92.51㎡
2LDK+S～4LDK

 未定

総戸数

27戸

入居予定

2022.8下旬

80.93㎡・84.10㎡
3LDK・3LDK+N

ワコーレ西宮マンションパビリオン
0120-050-241
ＴＥＬ0798-39-7440
FAX0798-39-7443

ワコーレ西宮久寿川ザ・レジデンス

今津曙町12番 以下未定

阪神本線「久寿川」駅 徒歩3分
阪神本線「甲子園」駅 徒歩9分
阪神本線「今津」駅 徒歩10分
阪急今津線「今津」駅 徒歩10分

総戸数

36戸

入居予定

2023.5下旬

61.79㎡～71.65㎡
2LDK+F・3LDK

3,790万円～
4,840万円
（次期以降予定販売価格）

8,860万円・
9,280万円

ワコーレ本山マンションギャラリー
0120-050-089
TEL078-200-6292
FAX078-200-6296

ワコーレ西岡本グランプレイス

西岡本1丁目14番 以下未定

JR東海道本線（神戸線）「住吉」駅 徒歩12分
JR東海道本線（神戸線）「摂津本山」駅 徒歩13分
阪急神戸線「岡本」駅 徒歩15分

総戸数

17戸

入居予定

2023.9下旬

70.06㎡～ 103.20㎡
3LDK・4LDK

未定

ワコーレ西宮マンションパビリオン
0120-050-241
TEL0798-39-7440
FAX0798-39-7443

ワコーレ芦屋呉川Floris

呉川町4番 以下未定

JR東海道本線（神戸線）「芦屋」駅 徒歩14分
阪神本線「芦屋」駅 徒歩13分
阪神本線「打出」駅 徒歩9分

総戸数

29戸

入居予定

2023.5下旬

73.00㎡～110.07㎡
3LDK・4LDK

未定
（次期以降予定販売価格）

ワコーレ本山マンションギャラリー
0120-050-886
TEL078-262-1236
FAX078-200-6296

グランヴィ岡本

岡本5丁目11番 以下未定

阪急神戸線「岡本」駅 徒歩5分
JR東海道本線（神戸線）「摂津本山」駅 徒歩9分

総戸数

19戸

入居予定

2023.1下旬

90.01㎡～121.18㎡
2LDK+F～4LDK

未定
（次期以降予定販売価格）

ワコーレ灘マンションギャラリー
0120-050-298
TEL078-200-6374
FAX078-200-6378

ワコーレ六甲 楠丘町 

楠丘町6丁目5番 以下未定

阪急神戸線「六甲」駅 徒歩5分
JR東海道本線（神戸線）「六甲道」駅 徒歩8分

総戸数

19戸

入居予定

2023.6下旬

95.14㎡
3LDK+S

8,880万円

ワコーレ灘マンションギャラリー
0120-050-298
TEL078-200-6374
FAX078-200-6376

ワコーレ六甲篠原中町

篠原中町6丁目5番 以下未定

阪急神戸線「六甲」駅 徒歩12分

総戸数

25戸

入居予定

2024.3上旬

50.08㎡～103.04㎡
2LDK～4LDK

未定

ワコーレ姫路マンションギャラリー
0120-050-207　
ＴＥＬ079-280-1426
ＦＡＸ079-280-1428

ワコーレ姫路オーナーズレジデンス

元塩町101番地‐〈部屋番号〉号

JR山陽本線（神戸線）「姫路」駅 徒歩11分
山陽電鉄「山陽姫路」駅 徒歩11分

総戸数

92戸

入居予定

2023.3下旬

55.76㎡～82.75㎡
1LDK+F～4LDK

2,990万円～
5,990万円
（次期以降予定販売価格）

ワコーレ姫路マンションギャラリー
0120-050-207　
ＴＥＬ079-280-1426
ＦＡＸ079-280-1428

ワコーレ姫路ディアプレイス

神田町2丁目1番地1-〈部屋番号〉号

JR山陽本線（神戸線）「姫路」駅 徒歩13分
山陽電鉄「山陽姫路」駅 徒歩13分

総戸数

44戸

入居予定

2023.8下旬

65.03㎡～82.17㎡
2LDK+S～4LDK

2,４８0万円～
4,470万円
（第2期予定販売価格）

ワコーレ垂水マンションギャラリー
0120-050-307
ＴＥＬ078-647-7229
ＦＡＸ078-647-7344　

ワコーレ垂水五色山一丁目

五色山1丁目5番 以下未定

JR山陽本線（神戸線）「垂水」駅 徒歩6分
山陽電鉄「山陽垂水」駅 徒歩6分

総戸数

22戸

入居予定

2022.9下旬

73.16㎡～85.42㎡
3LDK～4LDK

5,580万円～
7,880万円

ワコーレ明石マンションパビリオン
0120-050-480
ＴＥＬ078-915-7430
ＦＡＸ078-915-7450

ワコーレ明石グリーンプロムナード

西新町2丁目3番 以下未定

JR山陽本線（神戸線）「明石」駅 徒歩13分
山陽電鉄「西新町」駅 徒歩3分

総戸数

52戸

入居予定

2023.7下旬

53.62㎡～70.03㎡
1LDK+F～3LDK

2,900万円台～
4,700万円台
（次期以降予定販売価格）

ワコーレ明石マンションパビリオン
0120-050-480
ＴＥＬ078-915-7430
ＦＡＸ078-915-7450

ワコーレ明石本町ラフィニティ

本町2丁目6番 以下未定

JR山陽本線（神戸線）「明石」駅 徒歩7分
山陽電鉄「山陽明石」駅 徒歩7分

総戸数

41戸

入居予定

2023.9下旬

71.16㎡～75.47㎡
2LDK+S～3LDK

4,490万円台～
5,470万円台
（第3期抽選販売価格）

総戸数

177戸

入居予定

2024.11下旬

43.13㎡～122.98㎡
1LDK～4LDK

未定

ワコーレ西代マンションギャラリー
0120-050-135
TEL078-642-4081
FAX078-642-4031

（仮称）ワコーレ須磨の“スマイル”プロジェクト

東町3丁目1番 以下未定

山陽電鉄本線「東須磨」駅 徒歩4分
山陽電鉄本線「月見山」駅 徒歩9分
JR山陽本線（神戸線）「須磨海浜公園」駅 徒歩11分
JR山陽本線（神戸線）「鷹取」駅 徒歩12分

総戸数

22戸

入居予定

2024.1下旬

57.06㎡～96.12㎡
1LDK+S～3LDK+S+N

未定

0120-050-238

ワコーレノイエ御影三丁目

御影3丁目5番以下未定（住居表示実施地区）

阪急神戸線「御影」駅 徒歩10分

総戸数

2戸

入居予定

2022.10下旬順次

109.85㎡・112.75㎡
4LDK

未定

ワコーレ本山マンションギャラリー
0120-050-647
TEL078-200-6294
FAX078-200-6296

ワコーレ東灘・駅前2分プロジェクト

深江北町4丁目7番 以下未定

阪神本線「深江」駅 徒歩2分
JR東海道本線（神戸線）「甲南山手」駅 徒歩13分

総戸数

29戸

入居予定

2023.3上旬

57.21㎡～68.04㎡
2LDK・3LDK

未定
（第2期予定販売価格）

即入居可
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・
航空写真

交 通

間取り

販売価格
（税込）

お問い合わせ先

所在地

大阪府新築分譲マンション

新築分譲マンション

新築分譲マンション

新築分譲マンション

兵庫県

兵庫県

兵庫県

一戸建て住宅

兵庫県

池田市

尼崎市 西宮市 芦屋市

東灘区
神戸市

中央区
神戸市

須磨区
神戸市

灘区
神戸市

住吉区
大阪市

姫路市
垂水区
神戸市

東灘区
神戸市

明石市明石市

新発表

新発表新発表

ワコーレシリーズ 発売物件一覧
 ( 詳細が載ってます。ご確認ください。）　お問い合わせ先 TEL078-361-5100/FAX078-361-1150 更新日／2022年8月2日


