
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

赤坂檜町レジデンス 内装中 404 3999万円 東京都 港区 赤坂8-13-24 不可 無 2021/6/末 販売中 小川

赤坂ロイヤルマンション 完了 408 東京都 港区 赤坂9-5-29 不可 有/満 40,000 2021/1/中旬 終了 酒勾

麻生台団地24号棟 内装中 302 1199万円 神奈川県 川崎市 麻生区下麻生1-7-24 可 有/空無 7,500 2021/5/末 販売中 小川

アトラス渋谷公園通り 完了 1304 11990万円　 東京都 渋谷区 宇田川町3-3 可 有/空 37,000～39,000 販売中 細野

アパガーデンズ新宿戸山公園 完了 702 8399万円 東京都 新宿区 新宿7-26-40 可 無 2021/1/中旬 販売中 野村

イトーピア桜台マンション 完了 1004 東京都 練馬区 豊玉北4-5-15 不可 有/確認 20,000～24,000 2021/2/下旬 完了 杉浦

ヴェラハイツ松戸岩瀬 内装中 209 3299万円 千葉県 松戸市 岩瀬437-2 可 有/満 10,000～13,000 2021/6/中旬 販売中 野村

ヴェルレージュ乃木坂 内装中 401 6690万円 東京都 港区 赤坂9-5-28 不可 有/満 40,000 2021/6/中旬 販売中 酒勾

オーヒロローズハイツ 内装中 701 3690万円　 東京都 中央区 日本橋横山町3-8 可 無 2021/5/20 販売中 小戸

大森永谷マンション 内装中 904 1980万円 東京都 品川区 南大井5-11-13 不可 有/確認 13,500～18,000 2021/5/20 販売中 細野

小田急コアロード杉並・富士見ヶ丘 完了 104 東京都 杉並区 上高井戸2-19-18 可 有/空 19,000～22,000 2021/1/中旬 終了 野村

キャッスルマンション代官山 完了 514 5499万円 東京都 渋谷区 代官山町13-8 不可 無 販売中 細野

グリーンハイツ金町 完了 807 3299万円 東京都 葛飾区 東金町1-39-1 不可 無 2020/12/25 販売中 森山

西京城西ビル 賃貸中 1004 2599万円 東京都 中野区 本町4-44-13 可 無 販売中 田岡

サントーア小岩 内装中 202 東京都 葛飾区 鎌倉1-4-2 不可 有/空 11,000 2021/5/末 終了 百井

志木ニュータウン南の森壱番街9号棟 完了 507 1199万円 埼玉県 志木市 館1-6-9 可 有/空 7,500 2021/3/6 販売中 小川

シャローム大塚 完了 305 3299万円 東京都 豊島区 西巣鴨2-1-20 不可 無 販売中 杉浦

秀和青山神宮前レジデンス 完了 1301 12900万円 東京都 渋谷区 神宮前2-3-25 不可 有/確認 38,000～45,000 2021/4/末 販売中 酒勾

スタジオエアー白金 内装中 403 5999万円 東京都 港区 白金3-16-12 可 無 2021/6/30 販売中 細野

セザール蒲田 内装中 203 2799万円 東京都 大田区 南蒲田1-21-4 不可 無 2021/6/末 販売中 森山

中央林間レジデンスハウスウエスト 完了 105 2799万円 神奈川県 大和市 中央林間西6-9-5 可 有/空 13,000 2021/3/下旬 販売中 大西

調布ホームズ 204 1899万円 東京都 調布市 国領町1-1-10 可 販売中 百井

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

藤和シティコープ松戸上本郷 内装中 202 2980万円 千葉県 松戸市 緑ヶ丘2-369 可 有/空無 10,000～13,000 2021/5/末 販売中 野村

ニックハイム梅屋敷 完了 601 東京都 大田区 大森西6-11-16 不可 無 2021/12/中旬 終了 酒勾

ニックハイム柏 完了 702 2399万円 千葉県 柏市 柏」2-5-9 可 無 2021/4/23 販売中 野村

ニュー外苑ハイツ 完了 803 3999万円 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷4-5-1 不可 有/満 25,000 2021/1/19 販売中 小戸

ネオハイツ元町 内装中 405 2690万円 神奈川県 厚木市 元町11-6 不可 無 2021/5/20 販売中 小戸

パークコート代々木初台 内装中 410 13980万円 東京都 渋谷区 初台2-16-21 可 有/満 31,000～37,000 2021/4/中旬地下から数えているので4階になります。謄本上も4階 販売中 細野

パラスト王子 内装中 1002 2799万円 東京都 北区 王子1-19-10 不可 無 2021/6/末 販売中 小川

ビューネ南青山ヒルズ 完了 401 7790万円 東京都 港区 南青山4-9-27 可 有/空 35,000 2021/3/31 販売中 大西

ファミール津田沼 完了 510 2999万円 千葉県 船橋市 前原西4-24-6 不可 有/確認 9,000～11,000 2021/1/中旬 販売中 野村

藤沢駅前ハイム 完了 502 3199万円 神奈川県 藤沢市 鵠沼花町1-1 不可 無 2020/12/20 販売中 酒勾

目白武蔵野マンション 内装中 507 5299万円 東京都 豊島区 雑司ヶ谷3-3-25 不可 有/確認 20,000～25,000 2021/4/末 販売中 小川

ライオンズプラザ北綾瀬 完了 1020 東京都 足立区 大谷田3-12-23 不可 有/空 13,000 2021/3/9 終了 大西

ライオンズマンション乃木坂 内装中 206 11990万円 東京都 港区 赤坂8-12-28 不可 有/満 30,000 2021/6/30 販売中 小戸

ライオンズマンション平和島 完了 1001 2599万円 東京都 大田区 大森東2-1-17 不可 有/空無 18,000～28,000 2021/4月末 販売中 大西

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