
物件名 部屋番号 販売価格 住所 ペット 駐車場 駐車場/金額 内装完了予定日 内装完了　(近隣) 販売状況 担当

アイビハイツ三田 完了 406 5490万円 東京都 港区 三田2-2-16 不可 有/空 30,000 2020/3/中旬 販売中 酒勾

赤門ロイヤルハイツ 完了 302 東京都 文京区 本郷5-29-12 不可 有/空 20,000～25,000 2020/3/19 終了 小戸

朝日第2中目黒マンション 内装中 304 3499万円 東京都 目黒区 中目黒2-9-6 可 有/満 30,000 2020/5/中旬 販売中 小戸

朝日プラザ志村坂上 内装中 406 2699万円 東京都 板橋区 志村2-27-12 不可 有/満 20,000 2020/5/20 販売中 田岡

インペリアル六本木 賃貸中 505 2980万円 東京都 港区 六本木5-16-5 不可 不可 販売中 酒勾

エステート立川一番町8号棟 完了 201 1799万円 東京都 立川市 一番町6-17-1 不可 有/確認 35,000 2019/11/30 終了 小戸

上石神井グリーンハイツ 内装中 703 4699万円 東京都 練馬区 上石神井1-8-2 不可 有/空 18,000 2020/5/20 販売中 田岡

久我山ハイム 完了 301 東京都 杉並区 久我山3-35-15 可 無 2020/2/1 終了 小戸

グランドマンション野方 内装中 206 2890万円 東京都 中野区 丸山2-7-1 不可 無 2020/4/上旬 販売中 細野

クレール三田 内装中 903 3390万円 東京都 港区 三田4-1-32 可 有/満 28,000 2020/5/下旬 販売中 酒勾

コンシェリア西新宿　TOWE’S　WEST 内装中 3803 9680万円 東京都 新宿区 西新宿6-20-7 可 有/空 43,000~50,000 2020/4/1 販売中 細野

シャンボール志村坂上 完了 410 3199万円 東京都 板橋区 志村1-34-7 不可 有/確認 23,000 2019/10/末 販売中 酒勾

秀和五反田駅前レジデンス 完了 606 東京都 品川区 西五反田1-4-8 不可 無 2019/12/中旬 終了 酒勾

秀和参宮橋レジデンス 内装中 614 8480万円 東京都 渋谷区 代々木4-23-16 不可 有/満 32,400 2020/4/11 販売中 細野

渋谷本町マンション 内装中 71 東京都 渋谷区 本町2-3-1 可 有/満 25,000 2020/3/20 終了 酒勾

渋谷本町マンション 内装中 72 東京都 渋谷区 本町2-3-1 可 有/満 25,000 2020/3/20 終了 酒勾

巣鴨ローヤルコーポ 内装中 206 2099万円 東京都 文京区 千石4-14-9 不可 無 2020/6/5 販売中 杉浦

高輪ビル 完了 1103 3899万円 東京都 港区 高輪1-5-50 不可 無 2020/2/中旬 販売中 酒勾

築地永谷コーポラス 賃貸中 626 2290万円 東京都 中央区 築地7-18-28 不可 有/満 27,000～32,000 販売中 小戸

東陽サニーハイツ 内装中 1012 3780万円 東京都 江東区 東陽2-3-16 不可 有/空 25,000 2020/5/中旬 販売中 松永

藤和シティホームズ赤堤 完了 101 5790万円 東京都 世田谷区 赤堤3-2-17 不可 有/空 25,000～27,000 2019/2/7 販売中 小戸

中銀堀ノ内マンシオン 内装中 302 4699万円 東京都 杉並区 堀ノ内3-47-11 不可 無 2020/6/10 販売中 小戸

日商岩井新小岩マンション 内装中 334 2599万円 東京都 江戸川区 本一色1-12-1 可 有/満 15,000 2020/4/14 販売中 田岡

パークハイツ杉並　B棟 内装中 205 4490万円 東京都 杉並区 成田東2-12-10 可 有/空 13,000～20,000 2020/4/25 販売中 小戸

ハイネスロフティ 完了 1203 東京都 新宿区 西新宿4-32-4 不可 有/満 30,000～50,000 2020/2/10 終了 田岡

パレステージ町田イースト 完了 902 東京都 町田市 原町田4-19-12 不可 有/満 15,000～20,000 終了 細野

ピアコート大倉山 内装中 204 2699万円 神奈川県 横浜市 港北区菊名6-30-29 不可 有/空 16,000 2020/4/18 販売中 小戸

東大井アーバンハイム 完了 802 3699万円 東京都 品川区 東大井5-19-9 不可 無 2019/11/1 販売中 細野

東中野コーポラス 賃貸中 404 2180万円 東京都 中野区 東中野1-12-20 不可 無 販売中 細野

藤沢駅前ハイム 賃貸中 502 3290万円 神奈川県 藤沢市 鵠沼花町1-1 不可 無 販売中 酒勾

富士見台ファミリーマンション 完了 406 東京都 練馬区 貫井1-23-20 可 有/空 15,000 2020/1/下旬 終了 田岡

富士見台永谷コーポラス 504 1999万円 東京都 練馬区 貫井4-16-10 不可 有/満 17,000～18,000 販売中 酒勾

マンション中落合ガーデニア 内装中 202 2999万円 東京都 新宿区 中落合2-27-18 不可 無 2020/3/中旬 販売中 酒勾

メゾン和光台 内装中 519 2199万円 埼玉県 和光市 白子2-15-1 不可 有/満 10,000 2020/5/20 販売中 田岡

祐天寺第二コーポラス 内装中 805 東京都 目黒区 上目黒5-28-11 可 有/満 500 2020/4/上旬 終了 杉浦

ライオンズガーデン南柏 内装中 104 2980万円 千葉県 柏市 南柏2-7-20 可 有/空 10,000～13,000 2020/5/30 販売中 小戸

ライオンズマンション吾妻橋 完了 1005 3299万円 東京都 墨田区 吾妻橋3-7-4 不可 有/満 25,000 2019/11/6 販売中 小戸

リバーサイドハイツ 内装中 705 2799万円 東京都 墨田区 本所1-33-6 不可 無 2020/4/25 販売中 小戸

レクセルマンション成増第3 内装中 208 4290万円 東京都 練馬区 旭町3-14-17 不可 有/空 17,000～20,000 2020/5/27 販売中 小戸
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