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0893 豊栄西荻マンション 706 砂川 2LDK 3,990 東京都杉並区西荻北2-9-15 公開中 空無　令和元年6月24日現在 〇 調査中

0994 サニーハウス東陽町 702 砂川 2LDK 3,590 東京都江東区東陽4-10-7 公開中 空無　令和元年10月16日現在 × 調査中

1004 ソフトタウン晴海 617 栗須 3LDK 4,390 東京都中央区晴海2-5-16 公開中 空無　令和元年12月12日現在 × ○

1024 藤和シティホームズ大泉学園町A棟 601 栗須 3LDK 3,590 東京都練馬区大泉学園町1-28-11 公開中 空無　令和元年11月28日現在 〇 調査中

1017 シティライブ常盤台 302 小窪 2DK 3,190 東京都板橋区南常盤台2-11-17 公開中 空無　令和元年11月18日現在 × 調査中

0982 ワールドシティタワーズブリーズタワーB棟 802 石野 3LDK 8,690 東京都港区港南4-6-5 公開中 空有　令和元年9月30日現在 〇 調査中

0991 パークスクエア横浜 1819 栗須 3LDK 9,190 神奈川県横浜市中区吉浜町1-2 公開中 空有　令和元年10月8日現在 〇 〇

1008 高島平第一住宅 924 砂川 2LDK 2,290 東京都板橋区高島平3-11-1 公開中 空有　令和元年11月18日現在 × 調査中

0999 東久蓮根ハイツ 505 能瀬 2LDK 2,290 東京都板橋区蓮根3-11-25 公開中 空無　令和元年11月1日現在 〇 調査中

1034 ルフォンリブレ西荻窪 404 砂川 2LDK 6,690 東京都杉並区西荻北3-21-8 公開中 空無　令和元年12月9日現在 〇 調査中

1045 イーストヒル町屋 1010 中島 3LDK 4,690 東京都荒川区荒川7-20-1 公開中 なし × 調査中

1057 東陽町公園ハイツ壱番館 414 永原 1LDK 2,390 東京都江東区南砂2-31-2 公開中 空無　令和2年1月11日現在 〇 調査中

1055 ダイナシティ文京根津 506 能瀬 １LDK 5,190 東京都文京区根津2-14-9 公開中 空無　令和元年12月23日現在 〇 調査中

1025 豊栄西荻マンション 611 栗須 2LDK 4,390 東京都杉並区西荻北2-9-15 公開中 空無　令和元年11月30日現在 〇 調査中

1010 トーカンマンション東陽町 309 栗須 3LDK 3,490 東京都江東区東陽4-6-14 公開中 空有　令和元年11月21日現在 × 〇

1027 ベルディオ三鷹レジデンスB棟 215 栗須 3LDK 4,690 東京都三鷹市下連雀9-4-3 公開中 空有　令和元年11月30日現在 〇 〇

1044 グリーンパーク東砂 301 中島 2LDK 2,990 東京都江東区東砂7-10-17 公開中 空無　令和元年12月21日現在 〇 〇

1087 コープ西船橋1号棟 307 石野 4DK 1,690 千葉県船橋市印内1-9 公開中 空有　令和2年2月20日現在 × 調査中

1026 高島平第三住宅８号棟1008 1008 栗須 2LDK 2,390 東京都板橋区高島平3-11-8 公開中 空無　令和元年8月18日現在 × 〇

1060 プリムローズ浅草駒形弐番館 302 砂川 １SLDK 5,190 東京都世田谷区南烏山1-15-2 公開中 確認中 × 〇

1064 お花茶屋スカイハイツ 303 能瀬 3LDK 2,790 東京都葛飾区お花茶屋3-24-25 公開中 空無　令和2年1月23日現在 〇 調査中

1032 ファミール八雲 603 砂川 ２LDK 6,990 東京都目黒区八雲2-9-6 公開中 空無　令和元年11月30日現在 〇 調査中

1056 サンフル日吉ガーデンハウス 402 栗須 4LDK 6,090 神奈川県横浜市港北区日吉本町3-26-28 公開中 空無　令和元年12月27日現在 〇 〇

1070 前野町ハイツ3号棟 305 吉永 ３LDK 3,490 東京都板橋区前野町6-10-1 公開中 空無　令和2年1月29日現在 × ×

1068 メトロハイツ東陽 1407 栗須 2LDK 4,190 東京都江東区東陽4-5-18 内装中（5月下旬） 空無　令和2年1月28日現在 × 〇

1077 中銀城北パークマンシオン 407 砂川 3LDK 2,390 東京都板橋区坂下2-14-55 内装中（5月下旬） 空無　令和2年2月14日現在 × 調査中

1070 クレールあづさわ 302 吉永 ３LDK 2,990 東京都板橋区小豆沢2-5-1 内装中（5月下旬） 空有　令和元年10月11日現在 × 確認中

1054 クレアトール高井戸 212 中島 2LDK 5,490 東京都杉並区高井戸東3-9-52 内装中（5月下旬） 空有　令和元年12月26日現在 〇 確認中

1082 ドルミ第二御苑 306 吉永 ２SLDK 6,490 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-28-10 内装中（6月中旬） なし × 調査中

1088 パシフィック武蔵野台ニューハイツ 106 永原 3LDK 2,790 東京都板橋区徳丸1-18-1 内装中（6月下旬） 空無　令和2年2月29日現在 × 調査中

1022 モンテベルデ新中野 606 石野 3LDK 4,690 東京都中野区中央区5-14-4 内装中（6月下旬） なし 〇 調査中

1091 多摩川ハウス 223 栗須 3LDK 3,690 東京都大田区矢口3-32-1 内装中（7月上旬） 空無　令和2年3月1日現在 × 調査中

1099 コスモ町屋グランコート 304 中島 2SLDK 4,190 東京都荒川区町屋1-14-14 内装中（7月上旬） 空有　令和2年3月14日現在 〇 〇

1097 ライオンズシティ赤羽 706 栗須 3LDK 4,790 東京都北区志茂2-59-16 内装中（7月上旬） 空無　令和2年3月30日現在 〇 〇

1100 ライオンズマンション御嶽山 307 栗須 2LDK 3,790 東京都大田区東嶺町9-3 内装中（7月中旬） 空無　令和2年3月26日現在 × 〇

1019 グラスコート板橋 406 中島 2LDK 3,190 東京都板橋区板橋3-9-14 公開中（賃貸中） なし 〇 ×

0986 セントラルグリーンハイツ 7F 石野 3DK 2,490 東京都江東区東砂7-5-19 公開中（賃貸中） 空有　令和元年10月7日現在 〇 調査中

0524 ダイアパレス目黒本町 402 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

1014 ルピナス赤塚ツインズガーデン弐番館 210 石野 3LDK 4,490 東京都板橋区赤塚2-27-12 販売終了

1030 サニーハウス南行徳Ａ棟 301 川浪 3LDK 2,490 千葉県市川市幸2-1 販売終了

1009 東陽町ハイホームA棟 617 砂川 2LDK 3,190 東京都江東区東陽4-7-10 販売終了

0833 ファミール浜園 1103 栗須 3LDK 3,590 東京都江東区塩浜1-1-13 販売終了

0993 チュリス明大前 702 栗須 2LDK 5,990 東京都世田谷区松原2-44-6 販売終了

1000 月島シティタワー 1202 栗須 ２LDK 5,590 東京都中央区月島2-13-11 販売終了

1048 スターハイツ芦花公園 303 小窪 2LDK 4,490 東京都杉並区西荻北2-9-15 販売終了

0972 宇喜田カメリア 518 砂川 2SLDK 2,790 東京都江戸川中葛西4-8-15 販売終了

0984 クリオ千歳烏山壱番館 203 栗須 3LDK 4,690 東京都世田谷区南烏山6-19-9 販売終了

0976 北砂四丁目住宅 804 川浪 2LDK 2,290 東京都江東区北砂4-19-30 販売終了

1052 新ときわ台ローヤルコーポ 320 小窪 2SLDK 3,090 東京都板橋区前野町2-24-12 販売終了

0885 アルテール新宿 804 石野 1SLDK 4,990 東京都新宿区西新8-14-17 販売終了

1001 ルネ中野新橋 306 中島 2LDK 3,990 東京都中野区弥生町2-15-22 販売終了

0966 トーア滝野川マンション 604 能瀬 2LDK 3,590 東京都北区滝野川6-44-1 販売終了
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