
【リノベーション物件供給実績】

両国パークファミリア 完売

2LDK / 49.18㎡ 平成26年2月販売

都営大江戸線｢両国｣駅　徒歩5分
3LDK / 60.34㎡ 平成25年9月販売
グランドメゾン白山 完売
都営三田線｢白山｣駅　徒歩7分

販売時期未定
マートルコート中馬込 完売
東急・池上線「長原」駅9分、東急・大井町線「荏原町」9分

2LDK / 49.44㎡ 平成25年9月販売

パークハイム荻窪五丁目 準備中
JR総武・中央線「荻窪」駅　徒歩2分
3LDK / 83.19㎡

ライオンズマンション中野東 完売
東京メトロ東西線「落合」駅　徒歩2分
3DK / 51.70㎡ 平成25年10月販売
日暮里第二ダイヤモンドマンション

ピアース自由が丘 完売
東急東横線「自由が丘」駅　徒歩6分

JR山手線｢日暮里｣駅　徒歩3分
3LDK / 67.45㎡ 平成25年8月販売

完売

3LDK / 60.34㎡

コスモ用賀 完売

エムステージ・ウェスティア 完売

東急池上線「千鳥町」駅　徒歩9分
3LDK / 83.50㎡ 平成25年2月販売

  2LDK / 64.56㎡ 平成25年4月販売

東西線「南砂町」駅　徒歩5分
  3LDK / 76.42㎡ 平成25年5月販売

田園都市線「駒沢大学」駅　徒歩2分
 3LDK/ 90.71㎡

コスモステージ荒川遊園

西武池袋線「練馬」駅　徒歩5分

  3LDK/ 67.60㎡ 平成25年2月販売

平成25年3月販売
ユーカリハイツ小石川 完売

平成24年7月販売

JR常盤線「亀有」駅　徒歩9分

都営新宿線「西大島」駅　徒歩5分

完売

完売
都営浅草線｢浅草｣駅　徒歩5分
2LDK+S / 60.63㎡　 平成24年9月販売

完売

ランドステージ白金台

東京メトロ東西線「西葛西」駅　徒歩6分

完売

JR総武線「小岩」駅　徒歩6分

平成24年8月販売

クリオ亀有壱番館 完売

平成24年8月販売
都営新宿線「西大島」駅　徒歩9分

ライオンズマンション西大島

都営三田線「板橋本町」駅　徒歩5分
完売

完売

大江戸線「春日」駅　徒歩11分
 3LDK / 61.18㎡ 平成25年2月販売
グリーンコーポ東高円寺 完売
丸ノ内線「東高円寺」駅　徒歩9分

JR総武線「小岩」駅　徒歩6分
3LDK / 70.31㎡ 平成21年4月販売
エルガ西小岩シティ 1003号室

平成21年4月販売3LDK / 70.31㎡　

完売

3LDK / 56.83㎡　

日神パレステージ亀戸第5　605号室

JR総武線「新小岩」駅　徒歩10分
3LDK / 69.74㎡ 平成25年3月販売

平成24年8月販売

完売

完売キャニオングランデ氷川台Ⅱ

コスモ常盤台

平成24年7月販売

完売

2LDK / 56.84㎡　 平成24年6月販売
東急東横線「中目黒」駅　徒歩3分

JR高崎線「尾久」駅　徒歩9分
3LDK / 67.89㎡　

完売

平成24年2月販売
日神パレステージ板橋本町第6

完売

平成24年9月販売

平成24年11月販売

セザール碑文谷
東急目黒線「西小山」駅　徒歩12分

コスモ西葛西

3LDK / 66.04㎡　

3LDK / 68.45㎡　

3LDK / 64.19㎡　

3LDK / 57.22㎡　 平成24年9月販売

完売

3LDK / 61.59㎡　

3LDK / 77.21㎡

ヒルズ久が原　壱番館

プライムコート駒沢

平成24年8月販売
東京メトロ有楽町線「氷川台」駅　徒歩2分

完売

ハイネス新小岩

完売アルス東陽町

平成24年8月販売

タウンシップ豊玉 完売

完売

完売

3LDK / 57.59㎡　

2LDK / 60.60㎡　

東京メトロ日比谷線「広尾」駅　徒歩7分
2LDK / 75.63㎡　
セザール大崎広小路 完売

コーヅ白金台 完売

JR山手線「五反田」駅 徒歩12分

完売

ハイデンス三田

平成23年4月販売
完売

平成23年3月販売

4LDK / 86.28㎡　

平成22年12月販売

サンワード東池袋304号室
JR山手線「大塚」駅　徒歩7分

JR山手線「田町」駅　徒歩5分
1LDK / 44.17㎡　

サンコート千歳台 

セザール御殿山
JR山手線「大崎」駅 徒歩5分

1LDK / 45.34㎡　

小田急線「成城学園前」駅　徒歩18分

東京メトロ有楽町線「小竹向原」駅　徒歩9分

3LDK / 62.08㎡　

平成22年11月販売

完売

AXAS白山

平成23年1月販売

シティオ千鳥町
東急池上線「千鳥町」駅　徒歩2分

都営三田線「白山」駅　徒歩10分
1LDK / 40.89㎡　

平成22年11月販売

完売

完売

3LDK / 70.76㎡　

完売サンパレス芦花公園　
京王線「芦花公園」駅　徒歩1分

東武東上線「大山」駅　徒歩10分
2DK / 53.81㎡　 平成22年7月販売

完売

完売

東高ペアシティルーセント成城

1LDK / 45.21㎡

キャッスル共進 
東急東横線「学芸大学」駅　徒歩8分

完売
平成22年1月販売

1LDK / 44.90㎡

平成21年3月販売
リファイズ綾瀬【3戸】 完売

平成21年11月販売

平成22年3月販売3LDK / 74.67㎡　

平成22年3月販売

東京メトロ千代田線「綾瀬」　徒歩8分

JR山手線「恵比寿」駅　徒歩3分
1LDK / 46.98㎡　

マートルコート代々木八幡 
京王線「初台」駅　徒歩9分

完売

東京メトロ南北線「白金台」駅　徒歩2分

平成22年2月販売

2LDK / 54.51㎡　

東京メトロ南北線「白金台」駅　徒歩1分

ダイアパレスグランデージ板橋

2LDK / 56.93㎡　

完売

完売
東京メトロ銀座線「浅草」　徒歩5分
1LDK / 42.37㎡

従前用途：賃貸マンション（賃貸中）

JR中央線「御茶ノ水」駅　徒歩6分

竹ノ塚伊興パークホームズ
東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅　徒歩8分

2LDK / 56.47㎡　

完売

JR埼京線「板橋」駅　徒歩2分

東急大井町線「等々力」駅　徒歩13分
完売

平成23年9月販売

≪一棟リノベーション≫
完売

≪東京23区≫
エルガ西小岩シティ 903号室

ライオンズマンション松原

シーズリカルド幡ヶ谷【19戸】 完売

平成21年7月販売

シーズリカルド久我山【15戸】 2LDK / 47.02㎡完売

平成23年10月販売

ドルチェ中野壱番館【3戸】

シーズリカルド平和台【37戸】

2DK～3LDK / 40.50㎡～72.51㎡

京王井の頭線「久我山」駅　徒歩10分

有楽町線「平和台」駅　徒歩13分
完売

従前用途：高級賃貸マンション

≪バルク案件≫

京王線「幡ヶ谷」駅　徒歩6分
2LDK～3LDK / 78.11㎡～78.92㎡

平成21年7月販売
ジーベックID浅草【7戸】

JR中央線「中野」駅　徒歩10分

1LDK / 52.72㎡　

従前用途：東京電力社宅
平成21年10月販売

ルモン広尾 完売

シーアイマンション上野 

1LDK～3LDK / 55.76㎡～106.35㎡

コスモ大山 

平成22年6月販売2LDK / 116.45㎡

平成22年5月販売

日神パレステージ西麻布 

平成21年11月販売

下目黒シティハウス 

京王線「千歳烏山」駅　徒歩15分
3LDK / 74.39㎡　

京王線「明大前」駅　徒歩8分
2LDK / 47.32㎡ 平成23年4月販売

平成22年7月販売

ライオンズマンション小竹向原第2

平成21年7月販売
完売

JR山手線「目黒」駅　徒歩10分

JR山手線「上野」駅　徒歩11分
4LDK / 83.14㎡　

イクス本所吾妻橋 
都営浅草線「本所吾妻橋」駅　徒歩8分

平成22年8月販売

平成22年7月販売

2LDK / 52.73㎡　

平成21年10月販売
完売

完売

2LDK / 57.30㎡

3LDK / 97.51㎡　

完売

完売

2LDK / 57.60㎡　

東京メトロ日比谷線「六本木」駅　徒歩10分

平成21年9月販売
完売

東武東上線「ときわ台」駅　徒歩13分

3LDK / 72.84㎡　

第31宮廷マンション

平成24年8月販売

エクセル葛西臨海公園
JR京葉線「葛西臨海公園」駅　徒歩13分

完売

3LDK / 77.71㎡　 平成24年8月販売
完売

完売

東京メトロ丸の内線「新宿御苑」駅　徒歩１分

2LDK / 35.89㎡

東京メトロ東西線「木場」駅　徒歩6分

完売

インペリアル広尾

3LDK / 76.66㎡　

エンゼルハイム池上第2

ユニーブル江戸川橋 完売

完売

アクシルコート御茶ノ水 完売

京浜急行「雑色」駅 徒歩12分
メイツ多摩川 完売

3LDK / 77.97㎡　

2LDK / 51.09㎡　

完売

完売

ファミール氷川台

3LDK / 82.25㎡　

都営新宿線「西大島」駅　徒歩9分

東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅　徒歩1分

2LDK / 58.71㎡　

平成24年4月販売

東急池上線「池上」駅　徒歩4分

3LDK / 60.90㎡

完売

マートルコート奥沢
東急目黒線「奥沢」駅　徒歩4分

平成23年3月販売
完売

有楽町線「江戸川橋」駅　徒歩1分

ライオンズマンション多摩川

3DK / 57.64㎡　

平成23年3月販売

平成23年1月販売

3LDK / 72.85㎡

平成23年3月販売

平成24年5月販売

平成22年11月販売

ライオンズSP半蔵門

サンワード東池袋603号室
JR山手線「大塚」駅　徒歩7分

完売

完売コア・スターレ西大井

完売

完売DOM大森

JR湘南新宿ライン「西大井」駅　徒歩1分

4LDK / 100.15㎡

3LDK / 66.30㎡ 平成25年12月販売

平成23年6月販売

平成25年7月販売

3LDK / 68.01㎡ 平成25年10月販売開始
ホームズ藤が丘 完売

スターロワイヤル中野
JR中央線「中野」駅　徒歩5分

平成23年5月販売

JR京浜東北線「大森」駅　徒歩17分
平成23年6月販売3LDK / 65.42㎡

2LDK / 60.80㎡ 平成26年3月販売予定

シャトーダイアナ 準備中

みなとみらい線「元町中華街」駅　徒歩12分

JR東海道線「保土ヶ谷」駅　徒歩1分

ライオンズマンション西船橋駅前 販売中
JR総武線「西船橋」駅　徒歩3分
3LDK / 70.48㎡ 平成26年3月販売開始

3LDK / 70.35㎡ 平成26年3月販売予定

田園都市線「藤が丘」駅　徒歩6分

ライオンズステージ横濱元町 準備中

サンクレイドルレヴィール池袋

平成24年7月販売

東急多摩川線「矢口渡」駅　徒歩4分

山手線「池袋」駅　徒歩9分

タウンシップ等々力

東京メトロ有楽町線「氷川台」駅　徒歩10分

3LDK / 57.45㎡　

3LDK / 52.92㎡　 平成24年6月販売

平成24年7月販売

完売

メイツ中目黒

グランシティ上石神井
西武新宿線「武蔵関」駅　徒歩12分
3LDK / 80.23㎡　 平成24年6月販売

3LDK / 59.75㎡　

グランベルセントローレンスタワー

日神パレステージ亀戸第5　404号室 完売

完売
3LDK / 66.00㎡　 平成24年12月販売

初台スカイレジデル
都営新宿線「初台」駅　徒歩2分
3LDK / 69.30㎡　 平成23年8月販売

平成24年6月販売
東京メトロ東西線「西葛西」駅　徒歩4分

平成24年9月販売

平成24年12月販売

田園都市線「三軒茶屋」駅　徒歩6分
3LDK / 69.51㎡　 平成24年12月販売

ニューウェルハイツ第2三軒茶屋 完売

インペリアル横浜パークサイド 準備中
京浜急行線「日ノ出町」駅　徒歩1分
3LDK / 114.18㎡ 平成26年3月販売予定

3LDK / 57.76㎡　

ワールドパレス不動前Ⅱ

3LDK / 65.61㎡　 平成24年9月販売

完売

平成26年1月販売
向ヶ丘遊園パークホームズ 完売
JR南武線「宿河原」駅　徒歩7分
3DK / 55.21㎡ 平成26年2月販売

3LDK / 68.20㎡

田園都市線「用賀」駅　徒歩7分
3LDK / 66.00㎡ 平成25年6月販売

相鉄線「かしわ台」駅　徒歩2分

朝日クレスパリオ 完売
東京メトロ南北線｢王子神谷｣駅　徒歩1分
3LDK / 60.19㎡　

3LDK / 56.34㎡　 平成24年2月販売

2LDK / 65.99㎡　 平成24年4月販売

エンゼルハイム大森町弐番館
京浜急行「大森町」駅　徒歩3分
3LDK / 65.76㎡　 平成23年9月販売

パレスハイツ若松町
都営大江戸線「若松河田」駅　徒歩1分

4LDK / 75.72㎡　 平成23年8月販売
コスモ高島平
都営三田線「高島平」駅　徒歩2分
3LDK / 59.61㎡　 平成23年9月販売

りんかい線「品川シーサイド」駅　徒歩5分

ダイアパレス御苑前 完売
東京メトロ丸ノ内線｢新宿御苑前｣駅　徒歩6分

2LDK / 51.11㎡ 平成25年7月販売
パレス本駒込 完売
JR山手線｢駒込｣駅　徒歩10分

バームハイツ西葛西

平成23年9月販売

平成25年7月販売

完売

完売

完売

ガーデンプラザ船堀
都営新宿線「船堀」駅　徒歩14分
3LDK / 71.58㎡　 平成23年7月販売
コンフォール品川シーサイド

東京メトロ東西線「神楽坂」駅　徒歩6分

完売

完売

東急目黒線「不動前」駅　徒歩6分

平成23年10月販売開始2LDK / 55.37㎡　

完売

完売

完売

2LDK / 49.06㎡　

JR山手線「目黒」駅　徒歩12分

完売

平成23年9月販売3LDK / 60.60㎡　

東京メトロ東西線「西葛西」駅　徒歩4分
完売バームハイツ西葛西

2LDK / 65.80㎡　 平成23年7月販売
マイキャッスル神楽坂

グランデージ要町

完売

有楽町線「要町」駅　徒歩6分
1LDK / 38.71㎡ 平成23年6月販売
ブリリア大島小松川公園
都営新宿線「東大島」駅　徒歩9分
3LDK / 85.07㎡ 平成23年8月販売
ベルク目黒

東急多摩川線「沼部」駅　徒歩5分

ヴェルレージュ大島 販売中

シーズクリエイト株式会社　直近買取物件一覧

完売

完売

ザ・レジデンス東京イーストレジデンスⅢ

ＪＲ常磐線「亀有」駅　徒歩7分
4LDK / 101.03㎡ 平成23年9月販売

ライオンズマンション哲学堂 販売中
都営大江戸線「落合南長崎」駅　徒歩7分
3LDK / 66.96㎡　 平成25年11月販売開始

都営新宿線「大島」駅　徒歩2分
3LDK / 77.08㎡　 平成25年11月販売開始
セントヒルズ田園調布 販売中

クレド用賀 完売
東急田園都市線｢用賀｣駅　徒歩1分
3LDK / 76.37㎡　 平成26年1月販売
ライオンズガーデンシティ両国 販売中
都営大江戸線「両国」駅　徒歩5分
3LDK / 62.31㎡　 平成26年1月販売開始

東急ドエル・アルス音羽 販売中
東京メトロ有楽町線「護国寺」駅　徒歩4分

3LDK / 84.00㎡　 平成26年1月販売開始

ナイスアーバン浅草 販売中
東京メトロ銀座線「浅草」駅　徒歩11分
3LDK / 58.19㎡　 平成26年2月販売開始

ハイシティ本郷菊坂 完売
都営三田線「春日」駅　徒歩1分
2LDK / 58.40㎡　 平成26年2月販売
大森海岸パークハウス 販売中
京浜急行線「大森海岸」駅　徒歩7分
3LDK / 66.46㎡　 平成26年1月販売開始

インペリアル音羽フラット 準備中
東京メトロ有楽町線「護国寺」駅　徒歩5分

2DK / 40.16㎡　 平成26年4月販売予定
リーベックス菊川 準備中
都営新宿線「菊川」駅　徒歩2分
3LDK / 56.44㎡ 平成26年3月販売予定

藤和シティコープ蒲田Ⅲ 準備中
JR京浜東北線「蒲田」駅　徒歩6分
 3LDK/ 62.35㎡ 平成26年3月販売予定

クレッセント上野毛Ⅲ 準備中
東急大井町線「上野毛」駅　徒歩10分
 3LDK / 73.51㎡ 平成26年4月販売予定

グランドパーク池尻大橋 準備中
東急田園都市線「池尻大橋」駅　徒歩8分

  2LDK/ 63.84㎡ 平成26年3月販売予定

駒込グローリア初穂 完売
JR山手線「駒込」駅　徒歩8分
2LDK / 53.29㎡ 平成26年1月販売
ライオンズガーデン新宿 準備中
都営大江戸線「東新宿」駅　徒歩9分
3LDK / 68.40㎡ 販売時期未定
ライオンズマンション白金第3 準備中
東京メトロ南北線「白金高輪」駅　徒歩8分

  1LDK / 36.28㎡ 販売時期未定
グリュック7二子玉川 準備中
東急田園都市線「二子玉川」駅　徒歩13分

  3LDK / 60.92㎡ 平成26年4月販売予定

≪東京都下≫ ≪神奈川県≫
ダイアパレス町田 完売 グランシティユーロレジデンス川崎 完売

2LDK / 50.22㎡　 平成25年11月販売開始

小田急線「町田」駅　徒歩19分 JR東海道線「川崎」駅　徒歩18分

JR横浜線「大口」駅　徒歩3分

3DK / 55.20㎡　 平成22年4月販売 3LDK / 100.27㎡ 平成21年7月販売

JR中央線「八王子」駅　徒歩7分 JR南武線「中野島」駅　徒歩2分

ライオンズヒルズ横須賀浦賀

平成25年7月販売

デュラシオン八王子 完売 新多摩川ハイム5号棟 完売

横浜大口ガーデンハウス 完売

3LDK / 61.32㎡

レールシティ西国分寺 完売 完売

小田急線「鶴川」駅　徒歩7分
3LDK / 70.36㎡　 平成22年4月販売 3LDK / 81.47㎡ 平成22年7月販売 3LDK / 64.97㎡ 平成25年8月販売

ヴィラージュ高幡不動 完売 キャッスルマンション鶴見 完売

JR中央線「西国分寺」駅　徒歩9分 京浜急行線「浦賀」駅　徒歩8分
3LDK / 70.06㎡　 平成22年6月販売 3LDK / 60.50㎡ 平成22年7月販売

ファミールスクエア八王子 完売 プリムローズ長津田ラフィナート 完売

京王線「高幡不動」駅　徒歩7分 JR京浜東北線「鶴見」駅　徒歩3分
3LDK / 55.62㎡　 平成22年8月販売 3DK / 57.01㎡ 平成22年7月販売

ステイツ三鷹ヴェルパセオ 完売 プレジール湘南鵠沼 完売

JR中央線「八王子」駅　徒歩3分 東急田園都市線「長津田」駅　徒歩11分
4LDK / 88.64㎡　 平成23年1月販売 3LDK+S / 103.86㎡ 平成22年11月販売

コープ野村府中武蔵野台 完売 インペリアル東白楽ガーデンハウス 完売

JR中央線「三鷹」駅　徒歩18分 江ノ島電鉄線「鵠沼」駅　徒歩6分
3LDK / 72.66㎡ 平成23年2月販売 3LDK / 74.72㎡ 平成22年12月販売

京王線「武蔵野台」駅 徒歩10分 京浜急行「神奈川新町」駅　徒歩9分
3LDK / 73.17㎡ 平成23年4月販売 3LDK / 68.80㎡ 平成23年1月販売
コスモ・ザ・パークス調布多摩川 完売 クリオ藤沢善行六番館 完売
京王線「西調布」駅 徒歩14分 小田急江ノ島線「善行」駅　徒歩2分

≪埼玉県≫

4LDK / 91.12㎡ 平成23年3月販売 3LDK / 58.40㎡ 平成23年1月販売

レクセルマンション東川口 完売プラハ十日市場 完売

3LDK / 66.79㎡

セザール多摩センター 完売 東急ドエルアルス百合丘 完売

JR武蔵野線「東川口」駅　徒歩12分

京王線「多摩センター」駅 徒歩8分 小田急線「百合ヶ丘」駅　徒歩8分

3LDK / 66.39㎡ 平成23年1月販売
JR横浜線「十日市場」駅　徒歩9分

3LDK / 75.96㎡ 平成23年6月販売 4LDK / 87.17㎡ 平成23年1月販売

ネオステージ西川口 完売アシュール鶴川 完売

販売中
東急田園都市線「つきみ野」駅　徒歩7分　

ラヴィラ府中多摩川 完売 磯子プリンスハイツ 完売

JR京浜東北線「西川口」駅　徒歩11分

京王線「中河原」駅　徒歩8分 JR京浜東北線「磯子」駅　徒歩3分

3LDK / 69.59㎡ 平成22年12月販売

つきみ野パークホームズ弐番館

4LDK / 90.68㎡ 平成23年8月販売 3LDK / 79.87㎡ 平成23年9月販売

マイキャッスル東松山 完売グランアルベーラ横濱・関内 完売

3LDK / 61.66㎡ 平成25年9月販売

ルピナス日野壱番館 完売 サンハロー横須賀中央駅前 完売

東武東上線「東松山」駅 徒歩7分

JR中央線「日野」駅　徒歩8分 京浜急行線「横須賀中央」駅　徒歩2分

3LDK / 73.84㎡ 平成23年1月販売
JR京浜東北線「関内」7分

3LDK / 74.59㎡ 平成23年8月販売 3LDK / 69.00㎡ 平成23年12月販売

ダイアパレス上福岡 完売ユニーブル神奈川新町 販売中

2LDK＋Ｓ / 58.32㎡ 平成25年8月販売開始

クロスウィル多摩センター 完売 パストラルフォートあざみ野 完売

東武東上線「上福岡」駅 徒歩2分

京王線「多摩センター」駅　徒歩8分 田園都市線「あざみ野」駅　徒歩13分

3LDK / 65.72㎡ 平成23年9月販売
京浜急行線「神奈川新町」駅　徒歩4分

4LDK / 84.06㎡ 平成23年12月販売 3LDK / 71.64㎡ 平成23年12月販売

リーデンススクエア草加松原 完売ニックハイム上大岡第5 販売中

3LDK / 59.67㎡ 平成25年9月販売開始

グランシティ八王子北野 完売 サンスクエア川崎 完売

東武伊勢崎線「松原団地」駅　徒歩8分

京王線「北野」駅　徒歩5分 JR東海道線「川崎」駅　徒歩3分

3LDK / 76.70㎡ 平成24年7月販売
京浜急行線「上大岡」駅　徒歩12分

3LDK / 85.60㎡ 平成24年3月販売 3LDK / 74.12㎡ 平成24年1月販売

東急デュオプラザ川口弐番館207号室 完売

JR京浜東北線「川口」駅 徒歩5分
3LDK / 72.85㎡ 平成26年3月販売予定

完売

コープ西国立 完売 川崎大師パークホームズ 完売

JR京浜東北線「川口」駅 徒歩5分

JR南武線「西国立」駅　徒歩1分 京急大師線「川崎大師」駅　徒歩2分

2DK / 47.70㎡ 平成25年8月販売

準備中

3LDK / 79.69㎡ 平成24年5月販売 3LDK / 68.25㎡ 平成24年1月販売

東急デュオプラザ川口弐番館206号室 完売

JR京浜東北線「南浦和」駅 徒歩7分
3LDK / 67.80㎡ 平成26年3月販売開始
東急デュオプラザ川口壱番館

センチュリー吉祥寺本町Ⅱ 完売 コスモ伊勢佐木長者町 完売

JR京浜東北線「川口」駅 徒歩5分

JR中央線｢吉祥寺｣駅　徒歩8分 京浜急行線「黄金町」駅　徒歩6分

2DK / 45.20㎡ 平成25年12月販売
販売中

3LDK / 61.56㎡ 平成24年9月販売 3LDK / 56.73㎡ 平成24年2月販売
ヴェルビュ東大和 完売 ウィライブ川崎八丁畷 完売
西武拝島線「東大和市」駅　徒歩3分 京浜急行線「八丁畷」駅　徒歩3分

≪千葉県≫

4LDK / 75.40㎡ 平成24年9月販売 3LDK / 68.25㎡ 平成24年1月販売

アパガーデン成田駅前 完売

パークハイム浦和

ゼファー調布多摩川 完売 マイキャッスル湘南江ノ島 完売

京成線「京成成田」駅　徒歩2分

京王相模線「京王多摩川」駅　徒歩3分 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島」駅　徒歩1分

3LDK / 67.87㎡ 平成25年6月販売

ローレルコートかしわ台

3LDK / 67.22㎡ 平成25年7月販売 3LDK / 66.48㎡ 平成24年4月販売
シティハイツ吉祥寺 完売 クレッセント武蔵中原Ⅱ 完売
JR中央線「吉祥寺」駅　徒歩6分 JR南武線「武蔵中原」駅　徒歩6分

≪宮城県≫

　1LDK / 41.98㎡ 平成25年10月販売 3LDK / 64.19㎡ 平成24年6月販売

リーベスト八乙女 完売

平成26年1月販売開始

ライオンズマンション国分寺第三 完売 アイワマンション大船 完売

仙台市地下鉄「八乙女」駅　徒歩13分

ＪＲ中央線「国分寺」駅　徒歩3分 JR東海道線「大船」駅　徒歩7分

3LDK / 72.72㎡ 平成23年1月販売

3LDK / 57.33㎡

3DK / 53.46㎡ 平成25年10月販売 3DK / 55.35㎡ 平成24年8月販売

グローリオ長町南プラーザ 完売

平成26年1月販売開始
クリオ武蔵新城参番館 販売中
JR南武線「武蔵新城」駅　徒歩11分

ステイツ武蔵野・東大和グランパサージュ 完売 ライオンズマンション新丸子第2 完売

仙台市地下鉄「長町南」駅　徒歩8分

西武拝島線「東大和市」駅　徒歩3分 東急東横線「新丸子」駅　徒歩5分

2LDK+S / 77.13㎡ 平成23年8月販売

4LDK+S / 118.17㎡

3LDK / 65.61㎡ 平成25年10月販売 3DK / 58.59㎡ 平成24年8月販売

南仙台パークマンション 完売

平成25年12月販売開始
コモンヒルズ安針台丘の手3番館 販売中
京浜急行線「安針台」駅　徒歩2分

ニューシティ東戸塚タワーズシティ 完売

東北線「南仙台」駅　徒歩8分

JR横須賀線「東戸塚」駅　徒歩5分

3LDK / 65.29㎡ 平成25年7月販売

ダイアパレス白幡 販売中
東急東横線「東白楽」駅　徒歩10分
3DK / 52.74㎡

3LDK+S / 97.12㎡ 平成24年9月販売
戸塚ハイライズ 完売
JR東海道線「戸塚」駅　徒歩4分

リゾートマンション

完売
東急田園都市線「鷺沼」駅　徒歩8分
3LDK / 61.91㎡ 平成25年12月販売

3LDK / 73.84㎡ 平成24年11月販売

ヴィンテージ熱海・桃山 完売

ダイアパレス新丸子 完売

JR東海道線「熱海」駅　徒歩7分

3DK / 55.07㎡ 平成25年12月販売開始
鷺沼コーポラス

東急東横線「新丸子」駅　徒歩3分

2LDK / 54.70㎡ 平成23年2月販売

3DK / 56.70㎡ 平成24年11月販売
グローリオ桜木町音楽通り 完売

中山南パーク・ホームズ 販売中
JR横浜線「中山」駅　徒歩3分

京浜東北線「桜木町」駅　徒歩3分
  3LDK/ 64.80㎡ 平成24年12月販売
ライオンズマンション町田第2 完売
小田急線「町田」駅　徒歩17分
  3LDK/ 61.71㎡ 平成25年3月販売
藤和シティコープ宮崎台 完売
田園都市線「宮崎台」駅　徒歩5分
 3LDK/ 67.11㎡ 平成25年5月販売
パークシティ新川崎 完売
横須賀線「新川崎」駅　徒歩8分
 3LDK/ 78.79㎡ 平成25年4月販売

ライオンズガーデン調布多摩川 販売中
京王相模線「京王多摩川」駅　徒歩10分
3LDK / 63.77㎡ 平成26年2月販売開始
ライオンズプラザ調布シティ 販売中
京王線「調布」駅　徒歩3分
3LDK / 66.65㎡ 平成26年2月販売開始
ライオンズプラザ東村山駅前 販売中
西武新宿線「東村山」駅　徒歩2分
　3LDK / 69.94㎡ 平成26年3月販売開始
スガハイム10町田 準備中
ＪＲ横浜線「古淵」駅　徒歩15分
3LDK / 77.30㎡ 平成26年3月販売予定
南町田パークホームズ弐番館 準備中
東急田園都市線「南町田」駅　徒歩8分
3LDK / 65.61㎡ 平成26年4月販売予定


