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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 販売状況 担当

麻布広尾ナショナルコート 内装中 401 10,890万円 東京都 港区 南麻布5-10-32 不可 有/満 33,000 2022/1/28 販売中 細野

池之端永谷コーポラス 完了 401 2,699万円 東京都 台東区 池之端2-9-4 不可 有/満 35,000 2021/9/22 販売中 小戸

エクセル原宿グレイスコート 内装中 802 9,290万円 東京都 渋谷区 神宮前6-25-2 不可 有/空 40,000 2022/1/末 販売中 酒勾

荻窪コーエイマンション 完了 309 2,499万円 東京都 杉並区 南荻窪4-41-14 不可 有/満 16,000～19,000 2021/11/ 販売中 小川

カーサフェリス洗足 完了 204 6,890万円 東京都 品川区 荏原7-9-16 可 有/空 25,000 2021/11/末 販売中 酒勾

クレアホームズ柏 内装中 202 3,699万円 千葉県 柏市 旭町7-1-8 可 有/空 7,000～10,000 2022/1/末 販売中 野村

クレア武蔵小金井 内装中 701 6,290万円 東京都 小金井市 本町5-38-34 不可 有/空 18,000～23,000 2021/12/末 販売中 酒勾

ザ・パークハウス西新宿タワー60 内装中 4702 11,480万円 東京都 新宿区 西新宿5-5-1 可 有/満 25,000～30,500 2022/1/末 販売中 細野

サニーコート新小岩第二 完了 101 東京都 葛飾区 東新小岩1-15-5 可 有/満 18,000～21,000 2021/11/13 終了 酒勾

サンサーラ新小岩 完了 904 2,699万円 東京都 江戸川区 中央4-1-7 可 無 2021/11/6 販売中 小川

西京城西ビル 賃貸中 1004 2,499万円 東京都 中野区 本町4-44-13 可 無 販売中 小川

信濃町マンション 完了 23 2,899万円 東京都 新宿区 南元町4-20 不可 有/空 20,000 2021/9/15 販売中 小戸

白金台桜苑マンション 内装中 302 東京都 港区 白金台5-5-16 可 有/満 35,000～45,000 2021/12/23 終了 細野

白金台桜苑マンション 内装中 304 8,480万円 東京都 港区 白金台5-5-16 可 有/満 35,000～45,000 2021/1/28 販売中 細野

白金台桜苑マンション 内装中 403 8,280万円 東京都 港区 白金台5-5-16 可 有/満 35,000～45,000 2021/12/22 販売中 細野

ダイナシティ王子 内装中 801 2,899万円 東京都 北区 滝野川2-4-19 可 有 18,000～22,000 2021/11/18 販売中 小戸

築地永谷コーポラス 賃貸中 626 1,899万円 東京都 中央区 築地7-18-28 不可 有/満 27,000～32,000 販売中 小戸

デュオ・スカーラ蒲田Ⅱ 完了 704 3,699万円 東京都 大田区 蒲田5-32-7 可 有/満 25,000～27,000 2021/11/末 販売中 荒木

藤和シティホームズ南麻布 内装中 1202 10,690万円 東京都 港区 南麻布1-6-4 可 有/満 40,000～42,000 2022/1/28 販売中 細野

ドヌール浅草橋 完了 302 3,999万円 東京都 台東区 浅草橋3-34-10 可 無 2021/10/30 販売中 小戸

都立大コーポラス 内装中 208 2,990万円 東京都 目黒区 緑が丘1-4-22 不可 無 2021/1/上旬 販売中 森山

中野弥生町ハウス 完了 204 東京都 中野区 弥生町1-7-5 可 有/確認 終了 小戸

日神パレステージ浦和本太 内装中 202 5,299万円 埼玉県 さいたま市 浦和区本太2-2-30 可 有/満 8,000～11,000 2022/2/ 販売中 小川

ハウス西荻 完了 303 4,999万円 東京都 杉並区 西荻北1-19-25 不可 有/満 19,000～20,000 2021/9/23 販売中 小戸

ハウス西荻 完了 305 4,799万円 東京都 杉並区 西荻北1-19-25 不可 有/満 19,000～20,000 販売中 小戸

パルテール白金 302 東京都 港区 白金3-17-10 可 有/満 27,000～37,000 終了 細野

パークホームズ柏サンク 内装中 103 4,699万円 千葉県 柏市 柏5-3-11 可 有/空 11,000～20,000 2022/1/末 内装中 野村

ビューパレー柏・千代田 完了 401 3,499万円 千葉県 柏市 千代田1-5-35 不可 無 2021/11/20 販売中 野村

プラウド神楽坂イースト 完了 205 東京都 新宿区 東五軒町5-18 可 有/満 40,000 終了 細野

Brillia THE TOWER 東京八重洲アベニュー 完了 409 12,690万円 東京都 中央区 新川町2-10-1 可 有/確認 37,000～42,000 2021/11/15 販売中 細野

目白シティハウス 内装中 309 12,990万円 東京都 新宿区 下落合3-10-25 可 有/満 19,000～26,000 2022/1/末 販売中 細野

目黒グランドマンション 内装中 301 東京都 目黒区 下目黒4-1-17 不可 有/満 36,000 2021/12/上旬 終了 荒木

ユニーブル恵比寿 完了 601 11,688万円 東京都 渋谷区 広尾1-15-8 可 有/満 32,000～33,000 2021/11/20 販売中 細野

ライオンズマンション柏シティ第２ 完了 305 3,999万円 千葉県 柏市 千代田1-2-40 可 有/空 13,000～16,000 2021/11/20 販売中 野村

ライオンズマンション鹿浜 完了 305 1,450万円 東京都 足立区 鹿浜2-5-18 不可 有/満 7,000～14,000 2021/11/末 販売中 杉浦

ルイシャトレ柏旭町 内装中 1202 4,599万円 千葉県 柏市 旭町2-5-3 可 有/満 9,000～20,000 2021/12/中旬 販売中 野村

レクセルマンション南柏 内装中 101 2,799万円 千葉県 流山市 向小金2-219-1 可 有/空 4,000～9,000 2022/1/中旬 販売中 野村

LEXE日暮里id 完了 901 5,690万円 東京都 荒川区 東日暮里4-34-10 可 無 2021/11/27 販売中 杉浦

ローレルアイ目黒大橋 内装中 305 10,480万円 東京都 目黒区 大橋2-16-33 可 有/満 31,000～35,000 2022/1/20 販売中 細野

鍵は現地対応になりますので。お気軽にお電話ください。


