
物件名 部屋番号 担当 間取 価格 所在 物件状況 駐車場 ペット フラット３５

ヴィルヌーブ氷川台 203 石野 3LDK 4,390 東京都練馬区羽沢2-23-23 公開中 駐車場有（空き状況は確認中） 〇 調査中

シェモワ新宿 201 北島 1LDK 3,490 東京都新宿区西新宿4-30-9 公開中 なし × 調査中

潮路東第一ハイツ51号棟 207 栗須 3LDK 3,790 東京都品川区八潮5-10-51 公開中 空有　平成30年12月9日現在 × 〇

秀和椎名町レジデンス 610 川浪 1ＤＫ 1,990 東京都豊島区長崎3丁目13-7 公開中 空無　平成31年1月28日現在 × 〇

清新南ハイツ18号棟 1204 北島 3LDK 3,490 東京都江戸川区1-1-18 公開中 空有　平成30年8月26日現在 × 〇

ソフィア板橋蓮根 105 石野 3LDK 3,590 東京都板橋区坂下2-27-5 公開中 空有　平成31年2月28日現在 × 調査中

ソフトタウン晴海 314 栗須 3LDK 4,390 東京都中央区晴海2-5-16 公開中 空有　平成31年2月15日現在 〇 〇

高砂スカイマンション 702 北島 2LDK 2,190 東京都葛飾区高砂3-12-2 公開中 空無　令和元年5月17日現在 × 調査中

トーア飛鳥山マンション 604 能瀬 3LDK 3,690 東京都北区王子1-22-7 公開中 なし 〇 調査中

中銀第二城北パークマンシオン 805 誰角 3LDK 2,790 東京都板橋区坂下3-5-17 公開中 空有　平成31年4月5日現在 × 調査中

ヒルズ府中白糸台ノアージュ 509 栗須 4LDK 3,790 東京都府中市白糸台１－９－１ 公開中 空有　平成31年3月24日現在 〇 〇

マンハイム上石神井 202 北島 2SLDK 3,090 東京都練馬区上石神井2-12-5 公開中 空無　令和元年5月17日現在 × 調査中

ライオンズガーデン小竹向原 206 能瀬 3LDK 4,090 東京都板橋区小茂根4-4-17 公開中 空有　平成30年12月25日現在 × 〇

日商岩井桜新町マンション 103 北島 2LDK 4,390 東京都世田谷区駒沢３－２７－１ 公開中 なし 〇 〇

ライオンズマンション南砂町 407 石野 3LDK 3,890 東京都江東区東砂7-1-1 公開中 空無　平成31年3月18日現在 〇 調査中

クレール清澄公園 901 栗須 1SLDK 3,590 東京都江東区白河１－６－３ 公開中 なし × 調査中

グランドメゾン三鷹アベニュー 301 石野 2LDK 5,390 東京都三鷹市上連雀4-1-6 公開中 空無　平成31年年3月18日現在 × 調査中

ヴァンヴェール世田谷 904 小出 1LDK 3,490 東京都世田谷区太子堂2-1-1 公開中 なし × 調査中

ニューパークハイツ 712 川浪 2LDK 3,290 東京都江東区亀戸8-23-3 公開中 空無　平成31年3月8日現在 × 〇

ナイスステージ新小岩親水公園 605 石野 3LDK 3,990 東京都江戸川区中央4-5-15 公開中 空有　平成31年2月16日現在 〇 調査中

グランシティ上石神井 601 北島 3LDK 4,390 東京都練馬区石神井台4－7－3 公開中 空有　無償 〇 〇

朝日プラザ上板橋 306 誰角 2LDK 2,190 東京都板橋区若木3丁目9-7 公開中 空無　平成31年6月6日現在 × 調査中

前野町ハイツ4号棟 210 川浪 3LDK 3,990 東京都板橋区前野町6-10-1 公開中 空有　平成31年3月15日現在 × ×

元住吉パークハイツ 105 石野 3LDK 3,490 神奈川県川崎市中原区井田杉山町9-25 公開中 空無　平成31年3月14日現在 × ×

深沢ハイム 307 栗須 3LDK 4,990 東京都世田谷区深沢4-33-6 公開中 空有　平成31年2月15日現在 〇 〇

久我山スカイマンション 309 川浪 3LDK 3,690 東京都世田谷区北烏山4-35-21 公開中 空無　令和元年6月7日現在 × 調査中

日神パレステージ三鷹Ⅱ 210 小出 3LDK 4,390 東京都三鷹市下連雀7-12-28 公開中 空有　平成31年2月19日現在 × 調査中

ハイライフ恵比寿 409 石野 1LDK 4,390 東京都渋谷区恵比寿1-7-4 内装中（8月下旬） なし × 調査中

ロイヤルマンション新栄ヴァリエ 1003 能瀬 3LDK 3,690 愛知県名古屋市中区新栄2-35-3 内装中（8月下旬） 空有　平成31年4月19日現在 〇 調査中

光が丘パークタウンゆりの木通り北住宅10号棟 411 誰角 2LDK 3,490 東京都板橋区赤塚新町3-32-10 内装中（9月上旬） 空無　平成31年2月25日現在 × 調査中

ジャルダン御器所 201 能瀬 3LDK 2,490 愛知県名古屋市昭和区石仏町1-24-5 内装中（9月上旬） 空無　平成31年3月25日現在 × 調査中

グランドメゾン幡ヶ谷 408 誰角 1SLDK 4,490 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目20-2 内装中（9月中旬） なし 〇 調査中

スカイライトタワー 1504 北島 1SLDK 6,590 東京都中央区佃１－１１－７ 内装中（9月中旬） 空有　平成31年4月29日現在 〇 〇

マイキャッスル新宿落合 502 能瀬 2LDK 5,190 東京都新宿区中落合2-12-30 内装中（10月上旬） 空無　令和元年6月22日現在 × 調査中

大森海岸ハウス 814 砂川 3LDK 3,990 東京都品川区南大井2-12-5 内装中（8月下旬） 空有　令和元年8月5日現在 × 調査中

ダイアパレス目黒本町 4階 石野 2K 2,790 東京都目黒区目黒本町3-12-19 公開中（賃貸中） 空無　平成30年6月19日現在 × 調査中

サンコート芝公園 209 北島 1LDK 3,190 東京都港区芝3-12-18 販売終了

レクシオ荻窪 704 栗須 1LDK 2,890 東京都杉並区荻窪2-22-8 販売終了

コスモ千歳台 307 川浪 3LDK 3,490 東京都世田谷区千歳台6-12-16 販売終了

グランジオ武蔵野 228 北島 3LDK 3,990 東京都西東京市谷戸町2-1-24 販売終了

ルネ立石 310 能瀬 2SLDK 2,290 東京都葛飾区奥戸2-7-10 販売終了

日神パレステージ三鷹Ⅱ 101 誰角 3LDK 4,390 東京都三鷹市下連雀７丁目１２－２８ 販売終了

調布多摩川ガーデンフォート 201 北島 3LDK 3,890 東京都調布市上石原3-50-1 販売終了

高島平第三住宅 903 栗須 2LDK 2,390 東京都板橋区高島平3-11-5 販売終了

梅田マンションA棟 111 能瀬 3DK 1,590 東京都足立区梅田5-27-5 販売終了

府中白糸台サニーコート 504 能瀬 3LDK 2,690 東京都府中市白糸台3-19-12 販売終了

ロイヤルハイツ恵比寿 302 北島 2LDK 5,790 東京都渋谷区恵比寿南2-10-1 販売終了

ディアステージ大泉学園町 304 栗須 4LDK 3,890 東京都練馬区大泉学園町5-2-18 販売終了

グリーンパーク新綾瀬 13階 能瀬 3LDK 1,490 東京都足立区辰沼2-18-18 販売終了

サンシティＧ棟 1501 石野 3LDK 4,190 東京都板橋区中台3-27 販売終了

ストークウエステリア 205 川浪 1LDK 3,290 東京都江東区森下2-3-6 販売終了

ツインシティ東砂アネックス 212 北島 3LDK 3,190 東京都江東区東砂8-6-2 販売終了
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広告掲載に関するお願い
インターネットの広告掲載は自社ＨＰ

のみ可能です。掲載の際は弊社ＨＰ

よりご申請ください。

株式会社ＭＵＳＵＢＵ ～物件一覧～ 令和元年8月15日現在


