
（大阪市内）
浪速区日本橋　　　マンション　　平成２年 　　　48㎡　　自殺　　　　　　
大正区泉尾　　　　戸建　　　　　昭和５５年 　　35㎡　　再建築不可　　
旭区中宮　　　　　戸建　　　　　平成２年　　　 65 ㎡      建蔽率オーバー　
東淀川区下新庄　　戸建　　　　   昭和４９年　　 30 ㎡　   連棟　　　　　　
浪速区日本橋　　　マンション　　昭和６２年　　 33 ㎡　　孤独死　　　
平野区加美北　　   戸建　　　　　平成４年　　　 70 ㎡　　建蔽率オーバー
西成区花園南　　　マンション　　平成９年　　　 28 ㎡　　孤独死　　　　　
東住吉区矢田　　　戸建　　　　　昭和５５年　　 40 ㎡　   連棟　　　　　　
住吉区帝塚山　　　戸建　　　　　平成５年　　　 76 ㎡　　残留物•劣化　　　　
住之江区粉浜　　　戸建　　　　　昭和６０年　　 66 ㎡　　再建築不可　
西成区玉出東　　　戸建　　　　　昭和５４年 　   36 ㎡　   連棟　　　
大正区三軒家　　　戸建　　　      昭和４７年　　 49 ㎡　　再建築不可　
浪速区芦原橋　　　戸建　　　　　昭和３８年　　 88 ㎡　　孤独死　
港区夕凪　　　　　戸建　　　　　平成１４年　　 65 ㎡　　事故死
都島区中野町　　　戸建　　　　　平成２年　　　 59 ㎡　　自殺　　
阿倍野区阪南町　　戸建　　　　　昭和６１年　　 35 ㎡　   連棟　　　　　　
淀川区十三東　　　戸建　　　　　昭和５３年       48 ㎡　　再建築不可
福島区上福島　　　マンション　　平成１７年　　 68 ㎡　　自殺　　
西淀川区姫島　　　戸建　　　　　平成４年　　　 70 ㎡　　事故死　　
城東区今福南　　　戸建　　　　   昭和５８年　    50 ㎡　　再建築不可　
此花区酉島　　　　戸建　　　　　昭和４１年　　 38 ㎡　　連棟•傾き
北区天満　　　　　マンション　　平成２５年　　 70 ㎡　　事故死
西区京町堀　　　　マンション　　平成３年          33 ㎡　　孤独死　
中央区西心斎橋　　マンション　　平成１年　　    28 ㎡　　孤独死　　
天王寺区下寺　　　戸建　　　　　昭和４０年　　 33 ㎡　　連棟　　
生野区田島　　　　戸建　　　　　平成７年　　　 60 ㎡　　近隣トラブル
東成区大今里　　　戸建　　　　　平成 20年　　  66 ㎡      事故死　　　
鶴見区放出東　　　マンション　　平成１４年　　 43 ㎡　　自殺　　
　　　　

事故物件買取事例
※平成２８年度の買取事例の一部です。各市町村区から一件を抜粋してご紹介しております。



（北大阪）

茨木市宇野辺　　　戸建　　　　　平成１１年 　　68㎡　　建蔽率オーバー　　　　　　
茨木市上郡　　　　マンション　　昭和５０年 　　48㎡　　孤独死　
茨木市小柳町　　　戸建　　　　　平成７年　　　 99 ㎡      残留物•雨漏り　
茨木市沢良宜東町　マンション　　昭和６２年　　 58 ㎡　   事故死　　　　　
三島郡島本町　　　戸建　　　　　昭和４９年       75 ㎡　　傾き　　　
豊能郡能勢町　　　戸建　　　　　昭和５８年　　 66 ㎡　　建蔽率オーバー
高槻市奥天神町　　戸建　　　　　平成９年　　　 77 ㎡　　雨漏り•シロアリ　　　
高槻市梶原中村町　戸建　　　　　平成３年　　 　65㎡　   事故死　　　　　　
高槻市春日町　　　戸建　　　　　昭和５５年　　 82 ㎡　　傾き　　　　
高槻市八丁畷町　　戸建　　　      昭和４７年　　 37 ㎡　　連棟　
高槻市山手町　　　戸建　　　　　昭和５９年　    82 ㎡　　残留物　　
高槻市日吉台　　　戸建　　　　　平成７年　　 　74㎡　   雨漏り　　　　　
高槻市東上牧　　　戸建　　　　　昭和５９年       66 ㎡　　シロアリ•雨漏り
摂津市鳥飼下　　　戸建　　　　   昭和４９年　    47 ㎡　　再建築不可　
摂津市庄屋　　　　戸建　　　　　昭和５８年　　 39 ㎡　　連棟
摂津市鳥飼上　　　戸建　　　　　平成４年       　72 ㎡　　事故死
摂津市正雀　　　　マンション　　昭和６２年　　 57 ㎡　　孤独死
箕面市船場東　　　戸建　　　　　昭和４３年　　 71 ㎡　　残留物•劣化　
吹田市岸部　　　　マンション　　昭和６１年　　 65 ㎡　　相続トラブル
吹田市川岸町         戸建               昭和５５年　　 77 ㎡　　傾き
豊中市蛍池南町　　戸建　　　　　昭和５９年　　 79 ㎡　　雨漏り•シロアリ
豊中市庄内西町　　戸建　　　　　昭和４４年　　 46 ㎡　　連棟
池田市神田　　　　マンション　　平成４年          45 ㎡　　孤独死

　　　　

事故物件買取事例
※平成２８年度の買取事例の一部です。各市町村区から一件を抜粋してご紹介しております。



（北大阪）

守口市大久保町　　戸建　　　　　昭和５５年 　　35㎡　　再建築不可　　
守口市佐太中町　　戸建　　　　   昭和４９年　　 75 ㎡　   相続トラブル　　　　　　
守口市京阪本通　　マンション　　昭和６２年　　 52 ㎡　　孤独死　　　
守口市寺方元町　　戸建　　　　　昭和５８年　　 70 ㎡　　建蔽率オーバー
守口市馬場町　　　戸建　　　　　平成２年　　　 55 ㎡　　ゴミ屋敷　　　　
守口市八雲中町　　戸建　　　　　昭和５５年　　 40 ㎡　   連棟　　　　　　
守口市土居町　　　戸建　　　　　平成５年　　　 76 ㎡　　事故死　　　　
寝屋川市東香里園　戸建　　　　　昭和６０年　　 58 ㎡　　残留物•劣化　
寝屋川市仁和寺町　戸建　　　　　昭和５３年 　   40 ㎡　   連棟　　　
寝屋川市旭町　　　戸建　　　　　昭和３８年　　 65 ㎡　　雨漏•傾き　
寝屋川市寝屋南　　戸建　　　　　平成８年　　    65 ㎡　　事故死
寝屋川市日の出町　戸建　　　　　昭和３９年　　 35 ㎡　   連棟　　　　　　
寝屋川市宮前町　　戸建　　　　　昭和４８年       55 ㎡　　再建築不可　
門真市上野口町　　戸建　　　　　平成４年　　　 55 ㎡　　近隣トラブル　　
門真市舟田町　　　戸建　　　　   昭和５８年　    67 ㎡　　再建築不可　
門真市千石東町　　戸建　　　　　昭和６２年　　 75 ㎡　　事故死
門真市沖町　　　　戸建　　　　　平成１年　　    50 ㎡　　再建築不可
門真市朝日町　　　戸建　　　　　昭和４４年       47 ㎡　　連棟•雨漏り
門真市島頭　　　　戸建　　　　　昭和４５年　　 33 ㎡　　連棟　　
門真市寿町　　　　戸建　　　　　平成６年　　    61 ㎡　　雨漏り　　
四条畷市北出町      戸建               昭和４５年　　 83 ㎡　　傾き•雨漏り
四条畷市南野　　　戸建　　　　　平成１年　　　 74 ㎡　　相続トラブル
大東市住道　　　　戸建　　　　　昭和４１年　　 61 ㎡　　再建築不可
交野市私部　　　　戸建　　　　　平成２年　　　 85 ㎡　　シロアリ•傾き
枚方市星丘　　　　戸建　　　　　昭和４１年　　 35 ㎡　   連棟•再建築不可　
枚方市香里山手町　戸建　　　　　昭和５３年　　 60 ㎡　　連棟
枚方市宮之阪　　　戸建　　　　　平成１７年　　 66 ㎡      建蔽率オーバー　　

事故物件買取事例
※平成２８年度の買取事例の一部です。各市町村区から一件を抜粋してご紹介しております。



（南大阪）

羽曳野市向野　　　戸建　　　　　昭和５３年 　　51㎡　　連棟　
羽曳野市島泉　　　戸建　　　　　平成７年　　　 72 ㎡      傾き　
羽曳野市古市　　　マンション　　昭和６２年　　 46 ㎡　   孤独死　　　　　
八尾市久宝寺　　　戸建　　　　　昭和４６年　　 49 ㎡　　連棟
八尾市太子堂　　　戸建　　　　　昭和３９年　　 40 ㎡　　再建築不可　　　
八尾市竹渕東　　　戸建　　　　　昭和５９年　　 60 ㎡　　傾き　
松原市天美我堂　　戸建　　　　　昭和５５年 　   40 ㎡　   連棟
河内郡千早赤阪村   戸建               昭和 38年　　  95 ㎡　　シロアリ•傾き
河内長野市清見台　戸建　　　　　平成２年　　　 85 ㎡　　相続トラブル
富田林市喜志町      戸建               昭和６２年　　 73 ㎡　　雨漏り
堺市堺区浅香山　　戸建　　　　　昭和５３年　    55 ㎡　　連棟
堺市堺区大浜西町　戸建　　　　　平成１１年　　 86 ㎡　　建蔽率オーバー　　
堺市中区福田　　　戸建　　　　　昭和６０年       82 ㎡　　傾き•雨漏り
堺市東区北野田　　戸建　　　　　昭和５５年　　 70 ㎡　　雨漏り　　
堺市東区日置荘西　戸建　　　　   昭和３９年　    51 ㎡　　再建築不可　
堺市西区石津西　　戸建　　　　　昭和５３年　　 48 ㎡　　連棟
和泉市伏屋町　　　マンション　　平成４年       　72 ㎡　　事故死
和泉市室堂町　　　戸建　　　　　昭和５９年　　 80 ㎡　　雨漏り•傾き　　
高石市取石　　　　戸建　　　　　昭和５０年　　 35 ㎡　   連棟•再建築不可　
泉大津市東雲町　　戸建　　　　　昭和４８年　　 61 ㎡      建蔽率オーバー　　
岸和田市別所町　　戸建　　　　　昭和５５年　　 86 ㎡　　傾き
泉南市樽井　　　　戸建　　　　　昭和５８年　　114㎡　  残留物•劣化
泉南郡熊取町　　　戸建　　　　　昭和４１年　　 88 ㎡　　傾き
貝塚市二色港町　　戸建　　　　　昭和５５年　　 66 ㎡　　残留物•雨漏り
泉佐野市日根野　　マンション　　平成６年　　　 78 ㎡　　事故死

事故物件買取事例
※平成２８年度の買取事例の一部です。各市町村区から一件を抜粋してご紹介しております。



（東大阪 奈良 柏原 三重 岐阜 和歌山）

東大阪市田島　　　　　戸建　　　　　昭和５３年 　　49㎡　　連棟　
東大阪市荒本　　　　　戸建　　　　　昭和４６年　　 66 ㎡      傾き•残留物
東大阪市花園東　　　　戸建　　　　　昭和３９年　　 44 ㎡　   連棟•雨漏り　　　　
東大阪市中鴻池町　　　戸建　　　　　昭和６３年　　 54 ㎡　　雨漏り
東大阪市東石切町　　　戸建　　　　　昭和４０年　　 70 ㎡　　再建築不可　　　
東大阪市御厨　　　　　戸建　　　　　平成１年　　 　77㎡　　事故死　
柏原市国分本町　　　　戸建　　　　　昭和５５年 　   40 ㎡　   連棟
大和高田市永和町　　　戸建               昭和６２年　　 52 ㎡　　雨漏り
大和高田市大中南町　　マンション　　平成７年　　　 58 ㎡　　孤独死
奈良県橿原市石川町　　戸建               昭和４５年　　 69 ㎡　　雨漏り•残留物
奈良県天理市柳本町　　戸建　　　　　昭和５８年　    95 ㎡　　シロアリ
奈良県香芝市真美ケ丘　戸建　　　　　平成１５年　　 109 ㎡　 事故死　　
奈良県奈良市青山　　　戸建　　　　　昭和６２年       82 ㎡　　雨漏り
奈良県奈良市西大寺　　戸建　　　　　昭和５５年　　 70 ㎡　　事故死　　
三重県津市牧町　　　　戸建　　　　   昭和４４年　    81 ㎡　　再建築不可　
三重県松坂氏笠松町　　戸建　　　　　昭和５０年　　 96 ㎡　　傾き
岐阜県岐阜市柳沢町　　マンション　　平成２年       　65 ㎡　　事故死
岐阜県多治見市生田町　戸建　　　　　昭和４８年　　 87 ㎡　　雨漏り　　
和歌山県田辺市本宮町　戸建　　　　　昭和４４年　　 60 ㎡　   建蔽率　
和歌山県西牟婁郡白浜　マンション　　昭和 45年　　  47 ㎡      相続トラブル•残留物　

事故物件買取事例
※平成２８年度の買取事例の一部です。各市町村区から一件を抜粋してご紹介しております。



（京都 滋賀 兵庫 岡山 広島）

京都府八幡市美濃山　　　 戸建　　　   昭和５３年 　　 60 ㎡      雨漏り　　　
京都府向日市向日町　　　 戸建　　　   昭和４５年　　  50 ㎡      残留物•劣化　
京都市伏見区川東町　　　 戸建　　　　昭和６２年　　  46 ㎡　   雨漏り
京都府長岡京市長岡　　　 戸建             昭和５５年　　  79 ㎡　　傾き•雨漏り       　　　　　
京都市西京区大原野　　　 マンション　昭和４６年　　  70 ㎡　　孤独死
京都市左京区今出川　　　 マンション　平成７年　　　  66 ㎡　　相続トラブル
京都市山科区小山北林町　 戸建            昭和６０年　     55 ㎡　　雨漏り
京都市東山区梅宮町　　　 マンション   平成９年　　　  65 ㎡　　残留物
京都市南区吉祥院御池町　 マンション　平成２年　　　  72 ㎡　　相続トラブル
滋賀県大津市小関町　　　 戸建　　　　昭和５９年　　  117 ㎡　 雨漏り　
滋賀県草津市川原町　　　 戸建　　　　昭和４１年 　    39 ㎡　   連棟
滋賀県守山市石田町 　     戸建            昭和３８年　　  89 ㎡　　傾き
兵庫県尼崎市塚口          　戸建　　　　昭和５５年　　  51 ㎡　   連棟
兵庫県西宮市仁川　　       戸建            昭和６２年　　  97 ㎡　   残留物
兵庫県三田市相生町　　　 戸建            昭和５９年　　  76 ㎡　　雨漏り
兵庫県宝塚市大原野　　　 マンション   平成７年　　　  85 ㎡　　その他 心理瑕疵
兵庫県丹波市春日町          戸建            昭和４０年　　  131 ㎡    傾き
神戸市東灘区岡本　　　　 マンション　昭和５８年　     75 ㎡　　事故死
神戸市長田区大塚　　　　 戸建　　　　昭和４９年　　  45 ㎡　　連棟　
神戸市垂水区東垂水町　　 戸建            昭和５５年　　  50 ㎡　　連棟
姫路市勝原区勝原　 　　　戸建　　　　昭和５３年        76 ㎡　　再建築不可
加古川市尾上町今福    　　戸建　　　　平成１１年　　  70 ㎡　　残留物•雨漏り　
加古川市金沢町　　　　 　戸建　　　　昭和４４年　     85 ㎡　　傾き•雨漏り　
岡山県福山市笠岡町　 　　戸建　　　　昭和５０年　　  79 ㎡　　傾き
広島県広島市中区袋町　　 マンション　平成９年       　 66 ㎡　　孤独死

事故物件買取事例
※平成２８年度の買取事例の一部です。各市町村区から一件を抜粋してご紹介しております。


