
交通１ 価格（万円） 建物（専有）面積（㎡）

交通2 構造・地上階数 間取り

新築ﾏﾝｼｮﾝ 24戸

兵庫県 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 28戸

兵庫県 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 120戸

兵庫県 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 254戸

大阪府 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 36

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 47

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 35

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 36

東京都 窓口お問合せ

新築ﾏﾝｼｮﾝ 436

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 82

神奈川県 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 62

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 51

東京都 0.5

(仮称)茅場町東プロジェク
ト

東京メトロ日比谷線茅場町
駅徒歩9分 5,200台～6,500台 55.21～57.03

H30年12月上旬

BAUS
本郷三丁目

都営大江戸線本郷三丁目駅
徒歩7分 未定 44.75～80.07

H30年10月下旬

Brillia City
三鷹

中央線・総武線三鷹駅バス
10分 未定 62.88～92.14

物件種別
地域

物件名
所在地

総戸数（戸・区画）
割引率
引渡時期（予定）

Brillia 西宮北口
East Court

阪急神戸線
西宮北口駅　徒歩13分 4,440万円台～6,180万円台 66.63～85.72

モデルルーム2type公開中
大阪府吹田市古江台5丁目

大阪モノレール線
山田駅　徒歩10分

鉄筋コンクリート造
地上8階建地下1階 2LDK～4LDK H31.3月下旬

即入居可
※諸手続き後

Brillia 西宮北口
West Court

阪急神戸線
西宮北口駅　徒歩13分 4,230万円 60.54

ブランズシティ千里古江台
東急不動産×東京建物×パナホーム

阪急千里線
山田駅　徒歩11分 未定 61.36～100.68

神戸市営地下鉄
西神山手線
学園都市駅　徒歩1分

提携優先
4邸ご用意

中央区新川1 ＪＲ京葉線八丁堀駅徒歩7
分

鉄筋コンクリート造地上10
階建 2LDK H31年2月中旬

Brillia
品川戸越 Parks

都営浅草線戸越駅徒歩9分
未定 57.01～72.62

提携優先
3邸ご用意

品川区戸越4 東急大井町線戸越公園駅徒
歩4分

鉄筋コンクリート造地上15
階建 2LDK～3LDK H30年12月上旬

54.54～82.135,000台～7,700台
東急池上線千鳥町駅徒歩8
分

Brillia
久が原

H31年11月下旬

Brillia
向ヶ丘遊園

小田急小田原線向ヶ丘遊園
駅徒歩5分 未定 64.29～81.64

大田区久が原5 東急池上線池上駅徒歩10分 鉄筋コンクリート造地上7
階建 2LDK～3LDK

文京区湯島2 JR中央線・総武線御茶ノ水
駅徒歩9分

鉄筋コンクリート造地上10
階建 1LDK～3LDK

川崎市多摩区枡形6 鉄筋コンクリート造地上5
階建 2LDK+S～4LDK

練馬区関町南4 「北裏」バス停下車徒歩2
分

鉄筋コンクリート造地上10
階建 2LDK～4LDK

H30年11月下旬

H30年12月中旬

Brillia
品川 Canal Side

 JR山手･東海道･京浜東北
線品川駅徒歩10分 5,090～8,760 42.35～72.34

品川区北品川125 京浜急行電鉄本線北品川駅
徒歩6分

鉄骨鉄筋コンクリート造地
上14階建 1LDK・3LDK

提携優先
11邸ご用意

千代田区外神田4 東京メトロ銀座線末広町駅
徒歩3分

鉄筋コンクリート造地上14
階建 studio～3LDK H31年7月下旬

Brillia
秋葉原

JR山手線秋葉原駅徒歩6分
未定 31.35～87.12

提携優先
8邸ご用意

59.07～100.463,230～6,330万円
Brillia 神戸学園都市
年末決算大商談会開催

建物内実物ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾑ公開中
神戸市西区学園西町1

鉄筋コンクリート造
地上11階建 2LDK～4LDK

即入居可
※諸手続き後

最終期モデルオープン
西宮市薬師町236番1

阪急今津線
門戸厄神駅　徒歩10分

鉄筋コンクリート造
地上5階建 3LDK・4LDK Ｈ29.12月上旬

ラスト1邸！！
西宮市薬師町236

阪急今津線
門戸厄神駅　徒歩10分

鉄筋コンクリート造
地上6階建 2LDK

●モデルルームにご来場の際、アンケート中の広告媒体の設問には、「勤務先の紹介」に☑（チェックマークをお付け下さい 

●お申込み前までに、御勤務先窓口発行の「紹介カード」のご提出、または「身分証明書」「組合員証」をご提示下さい（窓口により異なります） 

●ご提出・ご提示いただけない場合は、特典は受けられませんのでご留意下さい 

●弊社以外のお取り扱いとなる物件も一部ございます。お問い合わせ下さい 

表記物件は2017年10月27日現在の表示となります。 

06-7711-6511 



交通１ 価格（万円） 建物（専有）面積（㎡）

交通2 構造・地上階数 間取り

物件種別
地域

物件名
所在地

総戸数（戸・区画）
割引率
引渡時期（予定）

●モデルルームにご来場の際、アンケート中の広告媒体の設問には、「勤務先の紹介」に☑（チェックマークをお付け下さい 

●お申込み前までに、御勤務先窓口発行の「紹介カード」のご提出、または「身分証明書」「組合員証」をご提示下さい（窓口により異なります） 

●ご提出・ご提示いただけない場合は、特典は受けられませんのでご留意下さい 

●弊社以外のお取り扱いとなる物件も一部ございます。お問い合わせ下さい 

表記物件は2017年10月27日現在の表示となります。 

新築ﾏﾝｼｮﾝ 14

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 195

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 38

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 267

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 135

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 35

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 150

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 35

東京都 窓口お問合せ

新築ﾏﾝｼｮﾝ 42

東京都 窓口お問合せ

新築ﾏﾝｼｮﾝ 23

東京都 窓口お問合せ

新築ﾏﾝｼｮﾝ 226

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 47

東京都 0.5

西武新宿線・拝島線小平駅
徒歩3分

ルフォン
小平美園町ザ・レジデンス

3,590～4,490 68.32～80.38

小平市美園町2 鉄筋コンクリート造地上7
階建 3LDK・4LDK

即入居可
※諸手続き後

ディアスタ
早稲田諏訪通り

都営副都心線西早稲田駅徒
歩5分 7,790・12,500 70.15・90.87

新宿区西早稲田2 東京メトロ西線早稲田駅徒
歩9分

鉄筋コンクリート造地上9
階建 3LDK

即入居可
※諸手続き後

Brillia Tower
八王子

ＪＲ中央本線八王子駅徒歩
4分 2,830～5,690 40.31～75.35

八王子市横山町 京王電鉄京王線京王八王子
駅徒歩6分

鉄筋コンクリート造地上17
階建 1LDK～3LDK Ｈ31年1月下旬

台東区下谷3 JR山手線鶯谷駅徒歩10分 鉄筋コンクリート造地上15
階建 2LDK・3LDK

即入居可
※諸手続き後

ガーデングラス
御茶ノ水

JR中央線・総武線御茶ノ水
駅徒歩7分 4,800台～7,500台 45.21～58.14

文京区湯島2 東京メトロ銀座線末広町駅
徒歩8分

鉄筋コンクリート造地上13
階 1LDK～2LDK

即入居可
※諸手続き後

ルフォン入谷
ザ・レジデンス 上野の杜

東京メトロ日比谷線入谷駅
徒歩5分 4,798～6,648 57.59～74.17

残１邸 葛飾区細田3 鉄筋コンクリート造地上11
階建 3LDK

即入居可
※諸手続き後

Brillia
一之江

都営新宿線一之江駅徒歩2
分 3,300台～6,700台 41.35～81.59

江戸川区一之江37 鉄筋コンクリート造地上5
階建 1DK～3LDK H30年8月下旬

ザ・グランリバーフォート
高砂

京成本線・京成金町線京成
高砂駅徒歩12分 4,160 75.26

板橋区大山西町19 有楽町線・副都心線千川駅
徒歩16分

鉄筋コンクリート造地上7
階建 2LDK～4LDK H30年12月上旬

Brillia City
石神井台

西武新宿線上石神井駅徒歩
10分 4,798～5,658 70.71～70.91

練馬区石神井台4 JR中央本線吉祥寺駅バス21
分・徒歩4分

鉄筋コンクリート造地上9
階建 3LDK

即入居可
※諸手続き後

Brillia
大山Park Front

東武鉄道東上線大山駅徒歩
7分 4,518～7,798 56.91～83.16

中野区東中野2 鉄筋コンクリート造地上14
階建 1DK～2LDK H30年12月上旬

Brillia Tower
代々木公園 CLASSY

東京メトロ千代田線代々木
公園駅徒歩2分 8,090・23,990 58.66～101.44

渋谷区富ヶ谷1 小田急小田原線代々木八幡
駅徒歩2分

鉄筋コンクリート造地上19
階 2LDK・3LDK H31年2月下旬

JR中央・総武線東中野駅徒
歩2分

東京メトロ東西線落合駅徒
歩7分

Brillia
東中野 Station Front

3,298～6,698 30.73～54.24

Brillia
高輪 The House

ＪＲ山手線品川駅徒歩8分
23,900

109.16
 


残１邸 港区高輪4 都営浅草線高輪台駅徒歩10
分

鉄骨鉄筋コンクリート造地
上5階 2LDK 即入居可

06-7711-6511 


