
シンプレクス・リアルティ　物件一覧 広告掲載について 弊社ＨＰ ( https://www.s-realty.co.jp ) から広告申請の登録を必ずお願い致します。

申請頂きますと、自社ＨＰや他社サイト（「SUUMO」「HOME'S」への掲載が可能です。

状況 内装状況 エリア 物件名 公開金額 専有面積 沿線 最寄駅 住所 築年月日 担当 備考

2020/06/04

6280万円シャトー赤坂台 東京都港区赤坂8-12-861.18㎡ 田中（彩）23区2番手 千代田線 乃木坂 昭和47年1月1 208

4480万円ヴィラロイヤル文京西片 東京都文京区西片1-13-656.73㎡ 齋藤（総）23区2番手 三田線 春日 昭和46年10月2 306

3780万円マンションニュー目黒 東京都目黒区目黒本町1-16-1352.8㎡ 岩井23区2番手 東横線 学芸大学 昭和49年9月 10/31現在 駐車場:屋根付き月額2万8千円6台空きあり ・

屋根なし月額2万3千円1台空きあり
3 311

5280万円サンリーブ恵比寿 東京都渋谷区恵比寿西2-6-353.55㎡ 小松23区2番手 ＪＲ山手線 恵比寿 昭和53年8月4 803

4380万円マートルコート東中野 東京都中野区東中野5-26-250.05㎡ 菅沼23区2番手 東西線 落合 昭和62年4月5 509

3680万円グレイス第2深川 東京都江東区猿江1-1-666.78㎡ 常松23区2番手 都営新宿線 菊川 昭和55年7月6 103

4280万円シティタワーズ東京ベイ　セントラルタ

ワー
東京都江東区有明2-143.1㎡

山口（木

村）
23区2番手 ゆりかもめ 有明 平成31年7月7 320

4480万円クオリア千代田御茶ノ水 東京都千代田区外神田2-17-633.61㎡ 鈴木（文）23区販売中 ＪＲ中央線 御茶ノ水 平成22年1月8 1005

5980万円プラハ日本橋人形町サウススクエア 東京都中央区日本橋蛎殻町1-19-850.51㎡ 鈴木（文）23区販売中 半蔵門線 水天宮前 平成14年10月9 702

2980万円ステュディオ日本橋 東京都中央区日本橋小舟町9-1031.16㎡ 鈴木（文）23区販売中 日比谷線 人形町 昭和57年2月10 701

2880万円日本橋ダイヤモンドマンション 東京都中央区日本橋本町1-6-332.784㎡ 佐々木23区販売中 銀座線 三越前 昭和54年11月11 202

2280万円ウェルシャン築地 東京都中央区湊3-4-835.91㎡ 鈴木23区販売中 有楽町線 新富町 昭和53年12月12 304

5480万円三田ナショナルコート 東京都港区芝浦4-4-2766㎡ 堀江（剛）23区販売中 ＪＲ山手線 田町 昭和57年1月13 210

3680万円秀和麻布笄町レジデンス 東京都港区西麻布2-24-2536㎡ 小松23区販売中 日比谷線 六本木 昭和45年10月14 302

5280万円マンションフロイント麻布 東京都港区西麻布4-11-346.36㎡ 鈴木23区販売中 日比谷線 広尾 昭和59年11月15 305

8480万円シャトー東洋 東京都港区南青山4-18-878.6㎡ 鈴木23区販売中 銀座線 表参道 昭和46年5月16 201

4780万円キャッスルマンション麻布 東京都港区麻布十番3-6-1045.18㎡ 佐々木23区販売中 南北線 麻布十番 昭和58年10月17 303

4280万円麻布永坂レジデンス 東京都港区六本木5-13-938.22㎡ 中田23区販売中 南北線 麻布十番 昭和45年12月18 409

4480万円パレ・エテルネル 東京都新宿区四谷4-28-2044.31㎡ 仁木23区販売中 丸の内線 新宿御苑前 昭和57年2月19 606

4280万円FeelM西新宿 東京都新宿区西新宿5-24-1436.48㎡ 高橋23区販売中 大江戸線 西新宿五丁目 平成15年月20 601
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3780万円コーポ小石川 東京都文京区小石川3-8-553.07㎡ 中田23区販売中 丸ノ内線 茗荷谷 昭和45年5月21 508

4980万円ライオンズマンション小石川植物園 東京都文京区大塚3-34-961.46㎡ 仁木23区販売中 丸ノ内線 茗荷谷 平成4年1月22 701

3780万円スカーラ文京本郷スカイプラザ 東京都文京区本郷3-24-1132.3㎡ 香村23区販売中
丸の内線・大江戸

線
本郷三丁目 平成12年7月23 801

5980万円目黒小山マンション 東京都品川区小山1-1-480.54㎡ 堀江23区販売中 東急目黒線 不動前 昭和45年12月24 607

3680万円ニューライフ品川 東京都品川区東品川1-39-249.5㎡ 鈴木23区販売中 京急線 新番場 昭和55年5月25 605

4480万円シャルマン東品川 東京都品川区東品川4-6-758.21㎡ 常松23区販売中 京浜急行線 青物横丁 昭和55年7月26 514

3980万円大森駅前住宅2号棟 東京都品川区南大井6-18-255.3㎡ 鈴木（文）23区販売中
JR京浜東北・根岸

線
大森 昭和45年10月27 1108

5480万円御殿山ハイツ 東京都品川区北品川5-6-1658.42㎡ 堀江23区販売中 ＪＲ山手線 大崎 昭和54年8月28 204

6280万円ナビウス目黒 東京都目黒区下目黒2-22-1655.44㎡ 菅沼23区販売中 山手線 目黒 平成7年8月29 301

1億8800万円恵比寿ガーデンテラス壱番館 東京都目黒区三田1-4-384.22㎡ 堀江23区販売中 山手線 恵比寿 平成6年11月30 808

3680万円秀和目黒レジデンス 東京都目黒区三田2-10-5939.7㎡ 江崎23区販売中 山手線 目黒 昭和42年12月 専有部分リフォームに当たり工事料の徴収あり10,000

円/週
31 102

6780万円クレッセント目黒Ⅱ 東京都目黒区目黒2-2-861.02㎡ 時崎23区販売中 ＪＲ山手線 目黒 平成6年11月32 207

2780万円パラスト蒲田 東京都大田区蒲田5-45-637.4㎡ 菅沼23区販売中 京浜東北線 蒲田 昭和54年1月33 1303

6180万円ライオンズヒルズ上池台 東京都大田区上池台5-17-2182.21㎡ 熊崎23区販売中 都営浅草線 西馬込 平成16年10月34 512

4680万円メゾン蒲田 東京都大田区西蒲田7丁目7-764.48㎡ 岩井23区販売中 京浜東北 蒲田 昭和56年10月35 203

4280万円大森海岸パークハウス 東京都大田区大森本町1-8-1271.32㎡ 谷口23区販売中 京浜急行線 大森海岸 昭和59年3月36 E101

3780万円多摩川ハウス 東京都大田区矢口3-32-163.21㎡ 堀江（剛）23区販売中 多摩川線 武蔵新田 昭和57年1月37 104

3680万円セブンスターマンション深沢 東京都世田谷区深沢8-7-1756.16㎡ 鈴木（文）23区販売中 田園都市線 桜新町 昭和49年5月38 402

2980万円笹塚サンハイツ 東京都渋谷区笹塚1-53-736.46㎡ 時崎23区販売中 京王線 笹塚 昭和53年6月39 510

1億4800万円テラス渋谷美竹 東京都渋谷区渋谷1-15-1564.89㎡ 齋藤（総）23区販売中 山手線 渋谷 平成24年12月40 1001
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5980万円アルム幡ヶ谷 東京都渋谷区幡ヶ谷2-20-867.59㎡ 菅沼23区販売中 京王線 幡ヶ谷 昭和57年9月41 413

3780万円菱和パレス駒場東大 東京都渋谷区富ヶ谷2-18-732.02㎡ 福井23区販売中 京王井の頭線 駒場東大前 平成9年12月42 401

3480万円京王南台コーポラス 東京都中野区南台5-17-3254.05㎡ 徳島23区販売中 丸ノ内線方南支線 方南町 昭和45年6月43 2-6

4380万円エスカイア上高井戸 東京都杉並区上高井戸3-10-659.74㎡ 香村23区販売中 京王線 八幡山 平成7年10月44 705

3780万円エスカイア上高井戸 東京都杉並区上高井戸3-10-651.94㎡ 谷口23区販売中 京王線 八幡山 平成7年10月45 903

3980万円成宗マンション 東京都杉並区成田東5-15-2160.5㎡ 時崎23区販売中 丸ノ内線 荻窪 昭和46年2月46 503

4780万円目白フラワーハイホーム 東京都豊島区高田2-17-2654.95㎡ 江崎23区販売中 副都心線 雑司が谷 昭和55年6月47 502

4280万円ジェム赤羽アドバンスドシティ 東京都北区赤羽1-44-455.35㎡ 菅沼23区販売中 平成2年月48 203

4780万円ライオンズガーデン駒込 東京都北区中里2-25-1057.11㎡ 常松23区販売中 山手線 駒込 平成1年5月49 205

5280万円サンスターレ浅草橋 東京都台東区浅草橋2-6-858.01㎡ 野上23区販売中 JR総武中央線 浅草橋 平成11年3月50 402

4780万円セザール両国 東京都墨田区亀沢3-14-362.45㎡ 菅沼23区販売中 総武線 錦糸町 平成8年8月51 505

4180万円ライオンズマンション錦糸町第2 東京都墨田区太平1-14-158.42㎡ 常松23区販売中 JR中央・総武線 錦糸町 昭和55年5月52 407

2180万円門前仲町東豊エステート
東京都江東区牡丹2-9-16

29.46㎡ 福井23区販売中 東西線 門前仲町 昭和48年1月53 302

3980万円秀和清澄レジデンス 東京都江東区福住2-8-1056.16㎡ 時崎23区販売中 都営大江戸線 清澄白河 昭和48年10月54 902

3980万円豊洲ハイライズ 東京都江東区豊洲1-2-2761.6㎡ 田中（彩）23区販売中 有楽町線 豊洲 昭和55年3月55 521

5680万円シティタワーズ東京ベイ　セントラルタ

ワー
東京都江東区有明2-154.24㎡

山口（木

村）
23区販売中 ゆりかもめ 有明 平成31年7月56 204

5480万円シティタワーズ東京ベイ　セントラルタ

ワー
東京都江東区有明2-154.24㎡

山口（木

村）
23区販売中 ゆりかもめ 有明 平成31年7月57 316

5680万円シティタワーズ東京ベイ　セントラルタ

ワー
東京都江東区有明2-154.24㎡

山口（木

村）
23区販売中 ゆりかもめ 有明 平成31年7月58 816

4480万円シティタワーズ東京ベイ　セントラルタ

ワー
東京都江東区有明2-143.1㎡

山口（木

村）
23区販売中 ゆりかもめ 有明 平成31年7月59 620

4680万円武蔵野サマリヤマンション
東京都武蔵野市中町2-16-1

74.37㎡ 福井23区外販売中 JR総武中央線 三鷹 昭和45年8月60 1002
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2180万円武蔵野サマリヤマンション 東京都武蔵野市中町2-16-134.04㎡ 堀江23区外販売中 中央線 三鷹 昭和45年8月61 204

4680万円セントラルコート北千住 東京都足立区千住仲町5-1069.6㎡ 鈴木（文）23区販売中 内装中 千代田線 北千住 平成9年11月62 203

Simplex  Realty  Inc. 物件確認は→Tel : 03-6628-8111 　　　内見申請は→ Fax : 03-6628-8110

株式会社シンプレクス・リアルティ 〒100-6106　東京都千代田区永田町2-11-1　山王パークタワー6階 東京都知事　（ 4 ）　第 8 0 7 0 1 号　　全国不動産保証協会会員 URL https://www.s-realty.co.jp

中古マンション買い取ります。
　　　　　　旧耐震・オーナーチェンジ・３０㎡以上・高グロスも買い取ります。


