
物件名 所在地 総戸数 最寄駅 家賃
187 New! フォーディアル南池袋 東京都豊島区南池袋2-9-15 44 JR山手線『池袋駅』徒歩10分 \130,000～

188 New! トップ新丸子第4 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町1491-5 22 東急東横線『新丸子駅』徒歩8分 \49,000～

1 フォレシティ桜新町 東京都世田谷区用賀3-8-20 46 東急田園都市線『桜新町駅』徒歩8分 ￥134,500～ 

2 フォレシティ麻布十番 東京都港区三田1-10-6 48 東京メトロ南北線 『麻布十番駅』 徒歩2分  \119,000～

3 フォレシティ白金台 東京都港区白金台2-26-15 40 都営浅草線『高輪台駅』徒歩2分  \98,000～

4 フォレシティ新蒲田 東京都大田区新蒲田1-15-10 46 東急池上線『蓮沼駅』徒歩8分  \98,000～

5 グランプレッソ河田町 東京都新宿区河田町3-26 35 都営大江戸線『若松河田町』徒歩6分  \82,000～

6 フォレシティ六本木 東京都港区六本木2-2-11 68 東京メトロ南北線 『六本木一丁目駅』 徒歩2分 ￥93,000～

7
フォレシティ麻布十番
弐番館

東京都港区三田1-1-18 36 都営大江戸線 『麻布十番駅』 徒歩2分 ￥112,000～

8 フォレシティ富ヶ谷 東京都渋谷区富ヶ丘2-16-14 42 東京メトロ千代田線 　『代々木公園駅』 　徒歩10分 ￥197,000～

9 スイート・ワン・コート 東京都中央区入船2-2-15 31 東京メトロ有楽町線 　『新富町駅』 　徒歩3分 ￥112,000～

10 ＦＬＥＧ恵比寿secondo 東京都渋谷区恵比寿西2-8-13 9 JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩4分 ￥270,000～

11 ＦＬＥＧ池尻 東京都世田谷区池尻3-5-26 25 東急田園都市線 『池尻大橋駅』 徒歩4分 ￥194,000～

12 ＦＬＥＧ自由が丘 東京都目黒区自由が丘1-17-17 12 東急東横線 『自由が丘駅』 徒歩7分 ￥224,000～

13 コンフォール板橋 東京都板橋区板橋3-2-8 26 都営三田線/板橋区役所前　徒歩6分 \68,000～

14 ストークシャトルINAGAKI 千葉県浦安市猫実2-32-9 3 東京メトロ東西線　浦安駅　徒歩１０分 ￥62,000～

15 トレジャー北小岩 東京都江戸区北小岩3-25-3 1 京成本線　江戸川駅　徒歩2分 ¥62,000

16 ワイズコート 東京都中央区日本橋浜町３－４２－１１ 3 都営新宿線/浜町　徒歩5分　　 \128,000～

17 グローリー日本橋 東京都中央区日本橋浜町2-60-3 1 都営/新宿線浜町　徒歩1分/浅草線　人形町　徒歩8分 ¥66,000

18 ウィルローズ茅場町 東京都中央区新川1-27-5 1 東京メトロ　日比谷線/八丁堀駅　徒歩5分 ¥163,000

19 田村ハイツ 東京都国分寺市南町1丁目 3 ＪＲ中央線国分寺駅　徒歩8分 \43,000～

20 トレス南麻布 東京都港区南麻布4-11-21 8 東京メトロ日比谷線 　『広尾駅』 　徒歩13分 -

21 トレス築地 東京都中央区築地3丁目9-4 4 東京メトロ日比谷線/ 築地　 徒歩1分 -

22 N-LAND　YOYOGI 東京都渋谷区代々木5-55-7 13 小田急小田原線 参宮橋駅 徒歩2分 -

23 東京タイムズタワー 東京都千代田区外神田4-14-2 1 東京メトロ銀座線　末広町駅 徒歩2分 -

24 パークコート神宮前 東京都渋谷区神宮前1-4-20 1 東京メトロ千代田線　明治神宮前駅 徒歩6分 -

25 ザ　湾岸タワー　レックスガーデン 東京都江東区東雲2-2-14 1 東京臨海高速鉄道 東雲駅 徒歩3分 -

26 ブランズ麻布狸穴町 東京都港区麻布狸穴町47-1 1 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩6分 ¥450,000

27 ベルファース戸越スタティオ 東京都品川区戸越1丁目15-20 86 都営浅草線　戸越駅　徒歩1分 \167,000～

28 \105,000～

29 \166,000～

30 ベルファース蒲田 東京都大田区蒲田5丁目27-11 210 JR京浜東北線　根岸線　鎌田駅　徒歩5分 \84,000～

31 京急蒲田本線　京急蒲田駅　徒歩4分 \83,000～

32 \87,000～

33 \113,000～

34 \184,000～

35 \154,000～

36 \195,000～

37 \200,000～

38 \200,000～

39 \187,000～

40 ベルファース本郷弓町 東京都文京区本郷1丁目25-26 122 都営三田線　水道橋駅徒歩3分 \119,000～

41 \140,000～

42 \161,000～

43 \124,000～

44 \164,000～

45 \126,000～

46 アレイM 東京都杉並区高井戸東2丁目22-5 1 \140,000～

47 Hill House 早稲田 東京都新宿区戸山1丁目15-7 1 \98,000～

48 代官山ライオンズマンション鉢山 東京都渋谷区鉢山町7-15 1 東急東横線代官山駅　徒歩7分 -

49 白金台グリーンリーブス 東京都港区白金台4-9-10 3 -

50 銀座グリーンリーブス 東京都中央区銀座2-16-2 19 有楽町線新富町　徒歩3分　東銀座　徒歩5分 -

51 センチュリー21 東京都文京区千駄木3-36-11 1 千代田線千駄木駅　徒歩1分 -

52 葵荘 東京都大田区大森北4-17-10 6 -

53 池上グリーンリーブス 東京都大田区池上4-17-10 8 -

54 岩山ハウス 東京都大田区中央3-3-7 4 -

55 グランスイート南麻布 東京都港区南麻布1-8-13 1 東京メトロ南北線　麻布十番駅　徒歩5分 -

56 -

57 青葉マンション 東京都大田区中央3-2-15 60 JR大森駅　徒歩18分 \88,000～

58 \77,000～

59 \78,000～

60 \78,000～

61 Verona門前仲町Lusso 東京都江東区門前仲町1-8-12 30 都営大江戸線　門前仲町駅　徒歩1分 \84,000～

62 Verona空港西Lusso 東京都大田区東糀谷3-18-12 34 京急空港線　大鳥居駅 \71,000～ 

63 \72,000～

64 Verona白金 東京都港区白金3-13-2 32 東京メトロ南北線　白金高輪駅　徒歩8分 \95,000～

65 Verona府中Lusso 東京都府中市宮西町2-7-11 18 京王線　府中駅　徒歩5分 \67,000～

66 Verona信濃町Lusso 東京都新宿区南元町17-1 8 JR総武線　信濃町駅　徒歩4分 \90,000～

67 都営大江戸線　青山一丁目駅　徒歩10分 \91,500～

68 Verona多摩川 東京都大田区多摩川1-23-2 36 東急多摩川線　矢口渡駅　徒歩4分 \77,000～

69 Verona大井南LussoGrande 東京都品川区南大井4-15-6 72 京浜急行線　立会川駅　徒歩7分 \73,000～

70 JR京浜東北線　大森駅　徒歩14分 \75,000～

71 Verona品川中延 東京都品川区東中延2-4-4 32 東急池上線　荏原中延駅　徒歩4分 \77,000～

72 都営浅草線　中延駅　徒歩5分 \77,000～

73 Verona戸越銀座 東京都品川区平塚3-13-16 23 東急池上線　戸越銀座駅　徒歩7分 \72,000～



74 Verona阿佐谷南 東京都杉並区阿佐谷南1-5-2 23 東京メトロ丸ノ内線　新高円寺駅　徒歩7分 \79,000～

75 Verona目黒 東京都目黒区目黒1-4-15 40 JR山手線　目黒駅　徒歩3分 \95,000～

76 \95,000～

77 Verona池袋本町Lusso 東京都豊島区池袋本町1-11-12 41 JR山手線　池袋駅　徒歩13分 \76,000～

78 Verona錦糸町 東京都江東区亀戸1-3-9 21 JR総武線　錦糸町駅　徒歩9分 \69,000～

79 \69,000～

80 \73,000～

81 \74,000～

82 Verona錦糸町ⅡLusso 東京都墨田区石原4-11-10 24 JR総武線　錦糸町駅　徒歩9分 -

83 Verona小竹向原 東京都板橋区小茂根4-9-7 15 東京メトロ有楽町線　小竹向原駅　徒歩5分 \69,000～

84 \70,000～

85 \73,000～

86 Verona東京EAST 東京都墨田区八広1-25-13 31 京成押上線　京成曳舟 \93,000～

87 \73,000～

88 \74,000～

89 \75,000～

90 \77,000～

91 Verona武蔵関LussoAZZURRI 東京都練馬区関町北1-11-14 31 西武新宿線　武蔵関駅　徒歩6分 \65,000～

92 京王井の頭線　吉祥寺駅　バス7分 \66,500～

93 \67,500～

94 \68,000～

95 Verona武蔵関ⅡLusso 東京都練馬区関町北5-1-5 24 西武新宿線　武蔵関駅　徒歩6分 \75,000～

96 \75,500～

97 スピディ落合 東京都新宿区上落合2-9-9 37 大江戸線　西武新宿線　徒歩2分 \75,000～

98 \138,000～

99 セントラルクリブ六本木Ⅰ 東京都港区六本木1-3-5 213 南北線　六本木一丁目駅　徒歩8分 \140,000～

100 \149,000～

101 \176,000～

102 \179,000～

103 セントラルクリブ六本木Ⅱ 東京都港区六本木1-3-6 213 南北線　六本木一丁目駅　徒歩8分 \148,000～

104 \149,000～

105 \160,000～

106 \173,000～

107 セントラルクリブ六本木Ⅲ 東京都港区六本木1-3-7 213 南北線　六本木一丁目駅　徒歩8分 \151,000～

108 \158,000～

109 \176,000～

110 アクシア麻布 東京都港区麻布十番2-21-6 164 南北線　麻布十番駅　徒歩1分 -

111 \200,000～

112 \220,000～

113 \240,000～

114 \260,000～

115 \270,000～

116 アクシア青山 東京都港区赤坂8-5-28 104 銀座線　青山一丁目駅　徒歩2分 \350,000～

117 半蔵門線　青山一丁目駅　徒歩2分 -

118 -

119 デュオ・スカーラ赤坂Ⅱ 東京都港区赤坂26-22 43 千代田線　赤坂駅　徒歩2分 -

120 アパートメント・ザ・オハラ 東京都港区南麻布2-1-11 10 南北線　麻布十番駅　徒歩5分 \85,000～

121 \95,000～

122 ドルフ日本橋人形町 東京都中央区日本橋人形町3-1-13 1 日比谷・浅草線　人形町駅　徒歩3分 \204,000～

123 ライオンズマンション日本橋浜町 東京都中央区日本橋浜町3-28-2 1 半蔵門線　水天宮前駅　徒歩7分 \195,000～

124 参宮橋マンション 東京都渋谷区代々木4-41-7 71 小田急線　参宮橋駅　徒歩5分 \152,000～

125 \157,000～

126 \287,000～

127 \38,5000～

128 \430,000～

129 \470,000～

130 宝恵マンション 東京都目黒区中町1-6-14 28 ＪＲ目黒駅　バス5分　徒歩15分 -

131 ハンドレッドステイレジデンス 東京都新宿区百人町2-27-7 73 ＪＲ大久保駅 徒歩3分 \164,000～

132 ザ・サウスキャナルレジデンス 東京都江戸川区枝川3-8-6 1 京葉線　潮見駅　徒歩10分 \175,000～

133 ランドコム清澄庭園 東京都江東区平野1丁目14 - 3 1 半蔵門線・大江戸線 清澄白河駅 徒歩3分 \165,000～

134 高輪ザ・レジデンス 東京都港区高輪 1-27-37 1 東京メトロ南北線白金台駅　徒歩8分 \199,000～

135 ウェリス六本木 東京都港区六本木 3-18 1 東京メトロ南北線六本木1丁目駅　徒歩4分 \227,000～

136 ウェストアベニュー代々木 東京都渋谷区代々木 3-33-9 1 小田急小田急線 参宮橋駅　徒歩6分 -

137 トーカン新宿第2キャステール 東京都新宿区西新宿 3-5-2 1 都営大江戸線 都庁前駅 徒歩5分 -

138 プロスパーハイツ 東京都江東区住吉 2-2-4 1 東京メトロ半蔵門線　住吉駅　徒歩3分 -

139 ライオンズマンション東墨田 東京都墨田区東墨田 2-27-8 1 京成押上線 八広駅 徒歩14分 -

140 ライオンズマンション北綾瀬第8 東京都足立区谷中 5-10-3 1 東京メトロ千代田線　北綾瀬駅 徒歩10分 -

141 アクシアフォレスタ麻布 東京都港区麻布十番2-11-5 1 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩3分 -

142 グランドカーラ麻布 東京都港区麻布十番3丁目 5-10 1 東京メトロ南北線／麻布十番　徒歩3分 -

143 シティータワー麻布十番 東京都港区三田1丁目 6-3 1 東京メトロ南北線／麻布十番　徒歩4分 -

144 パークコート麻布十番　ザ　タワー 東京都港区三田1丁目 7-1 1 東京メトロ南北線／麻布十番　徒歩3分 -

145 リヴェール北沢 東京都世田谷区北沢1-33-18 1 京王電鉄井の頭線 池ノ上駅から徒歩2分 -

146 チサンマンション祐天寺 東京都目黒区上目黒5-23-5 1 東急東横線祐天寺駅　徒歩10分 -

147 トラストビラ多摩センター 東京都多摩市落合1丁目 49 京王相模原線「京王多摩センター」駅　徒歩5分 \42,000～

148 グランドメゾン茗荷谷 東京都文京区大塚3-6-13 24 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩5分 \73,000～

149 目白台コーポ 東京都文京区目白台1-7-5 1 東京メトロ東西線　早稲田駅　徒歩12分 ¥79,000

150 ビューロ山吹 東京都新宿区山吹町353-1 1 東京メトロ有楽町線　江戸川橋駅　徒歩4分 ¥51,000

151 川久保ハイツ 東京都豊島区長崎5-26 1 東京メトロ有楽町線　千川　徒歩8分 ¥100,000



152 ピースヒル 東京都大田区上池台3-34-8 10 東急池上線　洗足池駅　徒歩7分 　\70,000～

153 エレガンス葛西 東京都江戸川区南葛西2-11-20 21 JR京葉線『葛西臨海公園駅』徒歩17分 \80,000～

154 プレミール市ヶ谷 東京都新宿区坂町２７-２ 1 都営新宿線『曙橋駅』 徒歩8分 －

155 代々木ニューステートメナー 東京都渋谷区代々木２−２３−１ 1 JR山手線『代々木駅』徒歩5分 －

156 南平台レジデンス 東京都渋谷区南平台町１２－１７ 1 ＪＲ山手『渋谷駅』　徒歩10分 －

157 ニュー渋谷コーポラス 東京都渋谷区宇田川町１２-３ 1 東京メトロ銀座線『渋谷駅』 徒歩8分 －

158 ノア道玄坂 東京都渋谷区道玄坂2-1-1 2 ＪＲ山手線『渋谷駅』　徒歩5分 －

159 Hill　House　WASEDA 東京都新宿区戸山1-15-7 12 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩5分 \102,000～

160 LUNE氷川台 東京都練馬区羽根沢3 2 東京メトロ有楽町線/氷川台 歩5分 \51,000～

161 プラットひので 東京都文京区白山5-20-10 4 都営三田線 白山駅 徒歩4分 \67,000～

162 リバティハウス 東京都荒川区西尾久5-21-5 2 都電荒川線/荒川遊園地前 歩4分 \92,000～

163 メゾン赤羽台 東京都北区赤羽台3-26 4 ＪＲ京浜東北線/赤羽 歩13分 \55,000～

164 バードソング・プレイス 東京都豊島区目白4-35-5 10 ＪＲ山手線 目白駅 徒歩12分 \72,000～

165 ヴィラ新小岩 東京都葛飾区新小岩4-1-9 12 JR総武線新小岩駅徒歩6分 \48,000 ～

166 セドルハイム 東京都杉並区和泉2-36-6 10 京王線明大前徒歩10分 \45,000 ～

167 コート杉並 東京都杉並区本天沼2-45-1 10 JR中央線荻窪駅徒歩16分  \58,000 ～

168 ハウスムサシノ 東京都武蔵野市吉祥寺東町3-848-9 10 JR中央線吉祥寺駅徒歩15分 　\59,000 ～

169 メゾンロバール 東京都小金井市中町3-17-10 10 JR中央線武蔵小金井駅徒歩8分 \63,000 ～

170 ウィステリアⅡ桜上水 東京都杉並区下高井戸4-17-17 10 京王線桜上水駅徒歩10分 \60,000 ～

171 湘南ベルハイツⅡ 神奈川県茅ケ崎市柳島2丁目4-43 2 JR東海道線　茅ヶ崎駅　バス亭柳島　徒歩5分 \98,000～

172 ウェーブモダン　G 神奈川県茅ケ崎市室田2丁目2-39 1 JR東海道線　茅ヶ崎駅　バス亭室田小入口　徒歩3分 \90,000～

173 エリーゾ表参道 千葉県成田市花崎町 8 ＪＲ成田線／成田徒歩3分 -

174 ドルチェ幸町 千葉県成田市幸町 14 成田線成田駅徒歩7分 -

175 メゾン西口 千葉県成田市囲護台 4 成田線成田駅徒歩8分 -

176 パークサイド・アリア 千葉県成田市不動ケ丘 12 成田線成田駅徒歩13分 -

177 フォルチュナート成田 千葉県成田市不動ケ丘 28 成田線成田駅徒歩13分 -

178 コーラルリーフ 千葉県成田市幸町 20 成田線成田駅徒歩14分 -

179 日吉倉ハイツ 千葉県富里市日吉倉 6 成田線成田駅徒歩20分 -

180 ソレール富里 千葉県富里市七栄 20 成田線成田駅 -

181 ベルデュール葉山 千葉県富里市御料 15 成田線成田駅 -

182 ソレイユアサノ 千葉県成田市江弁須 4 京成本線公津の杜駅徒歩13分 -

183 ハイハウス季美 千葉県成田市飯田町 6 京成本線公津の杜駅徒歩17分 -

184 カムリン成田 千葉県成田市並木町 12 京成本線公津の杜駅 -

185 ベルデュール神代 千葉県佐倉市表町 12 総武本線佐倉駅　徒歩5分 -

186 グラート安食 千葉県印旛郡栄町安食 18 成田線安食駅　徒歩1分 -


