
2020 年 11 月 11 日

総合地所株式会社

総合地所株式会社（本社：東京都港区、社長：関岡 桂二郎）は、2020 年 10 月から

「ルネ西宮甲子園」（兵庫県西宮市/総戸数 172 戸）の第１期販売を開始しましたので、ご案内させて頂

きます。

「ルネ西宮甲子園」は新しい街づくりが行われている浜甲子園エリアに位置し、自然豊かな環境と生活

利便性、テレワークに対応した間取りなど多彩なプランが評価され、第 1 期販売では 59 戸を供給し、

50 戸の契約をいただきました。

「ルネ西宮甲子園」の特徴
◎UR 都市機構の浜甲子園団地建替事業により新しい街づくりが進む浜甲子園

◎けやき並木の遊歩道「ブールバール」に隣接した大規模レジデンス。

◎木造共用棟「ルームパーク」に木製遊具を設置。「木育」を見据えた共用施設

◎家族みんながずっと快適に暮らせるこだわりの間取り。

・家族の成長に合わせて可変できる長谷工オリジナル可動収納ユニット「ウゴ

・テレワークに対応した「ファミリーアトリエ」プランや出幅 2.3m「バルコニーPLU

多彩な間取りプラン。

◎暮らしに便利機能をプラスした長谷工オリジナル仕様の住まいアイテム「ユー

兵庫県で初採用。

◎「万が一」を想定し、身の安全を守るための「止水板」や「止水扉」など、災害用

導入した「災害対応マンション」。
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【お客様の評価ポイント 1】
 大規模なまちづくりが進む、西宮・浜甲子園エリアに誕生

「ルネ西宮甲子園」は、UR 都市機構の浜甲子園団地建替事業による街づくり開発が進む西宮・浜甲

子園エリアに誕生。並木道や分譲マンション、戸建て街区などが整備された美しい街並みと、自然豊か

な住環境が魅力となっております。

また、周辺には商業施設も揃い、暮らしやすさに恵まれたロケーションも支持されています。

【お客様の評価ポイント 2】

 けやき並木の遊歩道に隣接した大規模レジデンス
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【お客様の評価ポイント 3】

 長谷工オリジナル可動収納ユニット「ウゴクロ」や、「テレワーク対応間取り」、

奥行き 2.3m の「バルコニーPLUS」など、家族がいつまでも快適に暮らせる

多彩なプラン
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【お客様の評価ポイント 4】

 長谷工オリジナル仕様の住まいアイテム「ユーズプラス」を兵庫県で初採用

住まう方の「あったら
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【ルネ西宮甲子園 概要】

完成時期 2021 年 3 月下旬

入居時期 2021 年 4 月上旬

種別 分譲マンション

所在地 兵庫県西宮市枝川町 1 番 31（地番）

交通 阪神本線「甲子園」駅バス 7 分

阪神バス「浜甲子園団地第五」バス停徒歩 2 分

総戸数 172 戸

敷地面積 7,117.04 ㎡

建築面積 / 延床面積 3,436.70 ㎡ / 14,386.55 ㎡

構造・規模 RC 造、地上 7 階建

敷地の権利形態 専有面積割合に基づく所有権の共有

専有面積 65.62 ㎡～90.10 ㎡

間取り 1ＬＤＫ+Ｓ（納戸）～4ＬＤＫ

用途地域 第一種中高層住居専用地域

売主 総合地所株式会社

販売提携(代理) 株式会社長谷工アーベスト

設計会社 株式会社長谷工コーポレーション

施工会社 株式会社長谷工コーポレーション

管理会社 株式会社長谷工コミュニティ


