
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

アイディーコート池袋西スターファーロ 内装中 1402 6480万円 東京都 板橋区 中丸町8-1 可 有/空 25,000～29,000 2020/9/18 販売中 細野

明石町ツインクロス 完了 802 3990万円 東京都 中央区 明石町1-3 不可 有/満 40,000 2020/9/14 販売中 酒勾

朝日プラザ志村坂上 完了 406 2499万円 東京都 板橋区 志村2-27-12 不可 有/満 20,000 2020/6/下旬 販売中 田岡

伊皿子スワローズマンション 内装中 404 6490万円 東京都 港区 三田4-17-17 可 有/確認 13,900～19,800 2020/9/30 販売中 細野

インペリアル六本木 賃貸中 505 東京都 港区 六本木5-16-5 不可 不可 終了 酒勾

落合三生マンション 完了 503 4480万円 東京都 新宿区 上落合1-29-11 不可 有/空 25,000 2020/8/21 販売中 野村

カーサ常盤台 内装中 602 1999万円 東京都 板橋区 前野町5-17-3 不可 有/満 15,750 2020/10/28 販売中 大西

上石神井グリーンハイツ 完了 703 4499万円 東京都 練馬区 上石神井1-8-2 不可 有/空 18,000 2020/6/下旬 販売中 田岡

キャナルワーフタワーズ 内装中 1704 東京都 江東区 豊洲1-3-1 可 有/空 16,000～29,000 2020/9/中旬 終了 細野

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

クレアールサイト綱島 内装中 303 2599万円 神奈川県 横浜市 港北区新吉田東1-45-1 可 有/確認 10,000～15,000 2020/10/10 販売中 杉浦

ザ・パークハウス晴海タワーズ 完了 1313 7980万円 東京都 中央区 晴海2-3-30 可 有/満 27,000～36,000 2020/9/中旬 販売中 百井

サンヴェール松戸 内装中 405 2380万円 千葉県 松戸市 岩瀬125-1 不可 有/空 10,000～15,000 2020/9/末 販売中 野村

渋谷アインス 内装中 208 9999万円 東京都 渋谷区 渋谷1-20-11 可 有/確認 36,000～45,000 2020/9/30 販売中 細野

石神井公園スカイマンション 完了 110 3499万円 東京都 練馬区 東大泉2-1-35 可 有/満 14,100 2020/8/31 販売中 田岡

秀和参宮橋レジデンス 完了 614 7599万円 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

秀和洗足レジデンス 801 東京都 目黒区 洗足2-26-15 不可 有/確認 25,000 終了 杉浦

秀和代官山レジデンス 内装中 202 4680万円 東京都 渋谷区 猿楽町10-3 不可 有/満 30,000 2020/10/19 販売中 小戸

松濤ロイアルハイツ 105 東京都 渋谷区 神山町19-11 可 有/満 終了 杉浦

巣鴨ローヤルコーポ 完了 206 東京都 文京区 千石4-14-9 不可 無 2020/7/末 終了 杉浦

セブンスターマンション西荻 内装中 602 2180万円 東京都 杉並区 上荻4-30-8 不可 無 2020/9/中旬 販売中 松永

ソフィア東六本木 完了 503 7580万円 東京都 港区 六本木3-3-9 可 有/確認 45,000～50,000 2020/9/8 販売中 細野

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

豊玉南住宅 内装中 1205 2899万円 東京都 練馬区 豊玉南3-4-1 不可 有/満 20,000 2020/10/中旬 販売中 田岡

中銀堀ノ内マンシオン 内装中 302 東京都 杉並区 堀ノ内3-47-11 不可 無 2020/9/19 販売中 小戸

西荻コーポ 内装中 505 東京都 杉並区 西荻南4-32-4 可 有/空 22,000 2020/9/末 販売中 小戸

ニュー信濃町ハイツ 完了 608 東京都 新宿区 左門町21-3 可 無 2020/8/31 終了 小戸

ニューハイム板橋 内装中 602 2499万円 　東京都 板橋区 本町37-1 不可 無 2020/10/末 販売中 小戸

パークハイツ杉並　B棟 内装中 206 東京都 杉並区 成田東2-12-10 可 有/空 13,000～20,000 2020/9/29 販売中 小戸

ハイツ太子堂 内装中 204 3180万円 東京都 世田谷区 太子堂4-17-10 不可 無 2020/10/中旬 販売中 百井

ハイツ旗の台 内装中 804 2980万円 東京都 品川区 旗の台2-8-21 不可 無 2020/10/上旬 販売中 松永

バロール代々木 内装中 601 4980万円 東京都 渋谷区 代々木2-26-5 不可 有/満 31,500～36,800 2020/9/14 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

富士見台永谷コーポラス 内装中 504 1899万円 東京都 練馬区 貫井4-16-10 不可 有/満 17,000～18,000 2020/8/末 販売中 酒勾

プラウド湘南藤沢 303 3990万円 神奈川県 藤沢市 片瀬357-6 可 有/空 9,500～12,000 販売中 酒勾

豊栄荻窪ステーションプラザ 内装中 513 東京都 杉並区 荻窪5-30-17 不可 無 2020/9/18 終了 小戸

マイキャッスル梅島 内装中 302 2999万円 東京都 足立区 梅島2-37-13 不可 有/満 16,000 2020/10/中旬 販売中 田岡

南大泉シティタワー 完了 1402 4599万円 東京都 練馬区 南大泉4-54-5 不可 有/空 18,000 2020/9/中旬 販売中 松永

目黒台スカイマンション 106 5990万円 東京都 目黒区 三田2-6-17 不可 有/満 27,500～38,500 2020/10/16 販売中 小戸

メゾンドール本郷 内装中 1105 東京都 文京区 本郷1-36-28 不可 有/満 20,000 2020/10/末 終了 杉浦

メゾンド大和 内装中 602 2180万円 東京都 新宿区 百人町2-17-10 不可 無 2020/10/20 販売中 小戸

ライオンズガーデン新松戸 内装中 311 2680万円 千葉県 松戸市 大谷口113-1 可 有/空 11,000 2020/10/上旬 販売中 野村

ライオンズマンション堀切菖蒲園第3 内装中 302 2390万円 東京都 葛飾区 堀切4-20-2 不可 無 2020/10/中旬 販売中 百井

レクセルマンション成増第3 完了 208 4199万円 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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