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

1699 プレジデントハイツ根津 305 くりす 1SLDK 4,790 東京都文京区根津1-23-9 公開中 × 調査中

1772 桜上水ハイム 207 こくぼ 3LDK＋DEN 5,690 東京都世田谷区上北沢1-14-5 公開中 〇 調査中

1757 朝日マンション上目黒台 102 くりす 2LDK+DEN 6,890 東京都目黒区上目黒5-17-1 公開中 × 調査中

1798 藤和砧公園ホームズ 303 こくぼ 3LDK 5,690 東京都世田谷区砧1-8-11 公開中 〇 調査中

1784 メイツ吉祥寺南 603 くりす 3LDK+DEN 5,790 東京都三鷹市下連雀8-4-14 公開中 〇 調査中

1827 汐浜サンハイツ1号棟 305 みかじま 2SLDK 4,190 東京都江東区塩浜2-5-23 公開中 × 調査中

1797 西戸山タワーホウムズノースタワー棟 308 なかじま 2SLDK＋DEN 7,390 東京都新宿区百人町3-1-5 公開中 × 調査中

1826 綾瀬プルミエ 1109 なかじま 2SLDK 3,190 東京都足立区綾瀬1-34-7 公開中 × 調査中

1816 飯田橋第二パークファミリア 811 なかじま 2SLDK 5,990 東京都新宿区新小川町6-27 公開中 × 調査中

1825 亀戸天神前スカイマンション 503 くりす 3LDK 5,490 東京都江東区亀戸3-3-6 公開中 〇 調査中

1814 越中島三丁目ハイツ3号棟 207 みかじま 2SLDK 4,090 東京都江東区越中島3-6-3 公開中 × 調査中

1822 ライオンズマンション八幡山 203 しみず 2LDK+DEN 4,790 東京都杉並区上高井戸1-4-2 公開中 〇 調査中

1839 ダイアパレス光が丘弐番館 301 なかじま 3LDK 4,990 東京都練馬区田柄3-10-17 公開中 × 調査中

1835 秀和第二東陽町レジデンス 1112 わきや 2SLDK 4,090 東京都江東区東陽4-7-17 公開中 × 調査中

1836 イオシス吉祥寺 309 こくぼ 3LDK 6,590 東京都三鷹市下連雀5-5-1 公開中 〇 調査中

1848 クリオレジダンス東京Eポート 138 かわなみ 3LDK+DEN 6,490 東京都江東区塩浜2-7-5 公開中 × 調査中

1838 桜新町アムフラット 403 こくぼ 1LDK 3,790 東京都世田谷区弦巻3-21-6 公開中 × 調査中

1817 アクシア原宿 102 にのみや 1LDK 9,690 東京都渋谷区神宮前1-20-4 公開中 × 調査中

1859 ステーションハイツ高砂 1104 なかじま 2SLDK+DEN 4,590 東京都葛飾区高砂3-11-14 公開中 〇 調査中

1833 グランクレスト上祖師谷 502 くりす 3LDK+DEN 6,490 東京都世田谷区上祖師谷5-21-14 公開中 × 調査中

1858 南砂住宅2号棟 317 かわなみ 2SLDK 3,990 東京都江東区南砂2-3-2 公開中 × 調査中

1844 ベイクレストタワー 1005 わきや 1SLDK 6,590 東京都港区港南3-9-33 公開中 〇 〇

1864 木場サンハイツ 805 かわなみ 2SLDK 3,990 東京都江東区枝川2-1-1 公開中 〇 調査中

1872 夢海の街1号棟 1401 なかじま 2LDK 5,390 千葉県浦安市明海1-3-1 公開中 〇 調査中

1876 中野南台プレアーク 503 わきや 2LDK 5,390 東京都中野区南台2-51-9 公開中 〇 調査中

1882 スカイクレストビュー東京 704 こくぼ 2LDK 5,890 東京都港区港南5-1-4 公開中 〇 調査中

1850 クレストフォルム本所吾妻橋 403 なかじま 2LDK 5,490 東京都墨田区本所3-7-12 公開中 〇 調査中

1880 パークサイド光が丘 1405 しみず 2SLDK 4,990 東京都練馬区光が丘3-3-8 公開中 × 調査中

1869 グランドメゾン千駄木一番館 801 なかじま 3LDK 6,990 東京都文京区千駄木4-1-16 公開中 〇 調査中

1886 メイツ大井町 605 なかじま 2SLDK 7,890 東京都品川区二葉1-11-5 公開中 × 調査中

1860 エムステージ・イースティア 221 かわなみ 3LDK 6,790 東京都江東区南砂6-7-36 公開中 〇 調査中

1884 マンション小石川台 207 なかじま 1SLDK 5,990 東京都文京区大塚5-3-10 公開中 × 調査中

1824 シーアイマンション駒場A棟 206 こくぼ 2LDK+DEN 5,690 東京都世田谷区池尻4-27-32 内装中（4月上旬） 〇 調査中

1851 マノー深沢 207 くりす 2LDK 7,690 東京都世田谷区深沢2-6-15 内装中（4月中旬） 〇 調査中

1879 ライオンズマンション中村橋 902 みかじま 2SLDK 4,390 東京都練馬区中村北1-20-14 内装中（4月中旬） × 調査中

1885 東急ドエル・アルス世田谷ネクステージ 205 こくぼ 3LDK 6,790 東京都世田谷区世田谷4-5-8 内装中（4月中旬） × 調査中

1829 ワールドシティタワーズアクアタワー 1305 わきや 4LDK 15,900 東京都港区港南4-6-2 内装中（5月上旬） 〇 調査中

1897 藤和シティホームズ代々木 106 なかじま 2SLDK 9,290 東京都渋谷区代々木4-27-4 内装中（5月上旬） 〇 調査中

1913 レーベンハイム東陽町アクアリア 509 かわなみ 2SLDK 5,690 東京都江東区南砂1-4-24 内装中（5月上旬） 〇 調査中

1908 ランドール小金井 501 みかじま 3LDK 5,590 東京都小金井市桜町2-1-53 内装中（5月上旬） 〇 調査中

1889 ときわ台メリーガーデン 213 てらもと 3LDK 5,990 東京都板橋区前野町3-1-1 内装中（5月中旬） 〇 調査中

1900 エクセル荻窪西 315 みかじま 2SLDK 5,690 東京都杉並区今川3-1-22 内装中（5月中旬） × 調査中

1910 コスモときわ台パークフォルム 801 しみず 3LDK 5,790 東京都板橋区東山町51-2 内装中（5月中旬） × 調査中

1935 ライオンズマンション押上第2 202 こくぼ 3LDK 5,690 東京都墨田区押上3-8-12 内装中（5月下旬） × 調査中

1795 シェルゼ木場公園 905 なかじま 3LDK 8,690 東京都江東区東陽6-2-8 内装中（5月下旬） 〇 調査中

1895 D’グラフォート清澄白河 2502 かわなみ 3LDK 11,300 東京都江東区白河3-12-1 内装中（5月下旬） 〇 調査中

1915 桜丘パーク・ホームズ 202 くりす 2SLDK＋サンルーム 8,990 東京都世田谷区桜丘4-24-40 内装中（6月上旬） 〇 調査中

1878 ソフトタウン晴海 1001 くりす 3LDK 7,490 東京都中央区晴海2-5-16 内装中（6月上旬） 〇 調査中

1917 ディアナコート碑文谷イーストアベニュー 105 わきや 2LDK 8,290 東京都目黒区目黒本町2-25-10 内装中（6月上旬） 〇 調査中

1911 グラーサ中野坂上 1103 なかじま 2LDK 7,690 東京都中野区本町3-28-12 内装中（6月中旬） 〇 調査中

1942 ライオンズマンション両国第6 502 かわなみ 2LDK+DEN 4,790 東京都墨田区千歳3-8-2 内装中（6月下旬） × 調査中

1905 ガーデンホーム戸越銀座 303 くりす 2LDK 7,490 東京都品川区平塚2-10-9 内装中（6月下旬） × 調査中

1929 木場サニータウン・2号棟 522 こくぼ 2SLDK 4,390 東京都江東区枝川3-9-10 内装中（7月上旬） 〇 調査中

1919 フリーディオ四谷三丁目 1304 こくぼ 2LDK 10,300 東京都新宿区荒木町20-4 内装中（7月上旬） × 調査中

1893 ブロッサムコートむさし野ブライト・ウイング 516 わきや 4LDK 6,290 東京都練馬区関町北5-16-32 販売終了


