
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

2020/12/05

1億4800万円シティタワー麻布十番 東京都港区三田1-6-358.11㎡ 仁木23区2番手 南北線 麻布十番 平成21年6月1 1714

4980万円光が丘パークタウン公園南4号棟 東京都練馬区光が丘5-6-476.03㎡ 高橋23区2番手 大江戸線 光が丘 昭和58年3月2 106

4780万円秀和第二三田綱町レジデンス 東京都港区三田2-1-143.05㎡ 江崎23区販売中 南北線 麻布十番 昭和47年2月3 210

6280万円三田ナショナルコート 東京都港区芝浦4-4-2780.4㎡ 堀江（剛）23区販売中 ＪＲ山手線 田町 昭和57年1月4 305

3380万円アビテ市ヶ谷仲之町 東京都新宿区市谷仲之町2-4429.47㎡ 土屋23区販売中 都営新宿線 曙橋 平成12年1月5 1001

3980万円メイツ新宿なつめ坂 東京都新宿区若松町31-840.5㎡ 鈴木（文）23区販売中 大江戸線 若松河田 昭和60年3月6 306

3480万円サンハイツ早稲田 東京都新宿区西早稲田3-12-446.88㎡ 福井23区販売中 東西線 早稲田 昭和52年5月7 206

3480万円ハイネス哲学堂 東京都新宿区西落合2-11-1147.83㎡ 仁木23区販売中 都営大江戸線 落合南長崎 昭和56年11月8 203

6280万円西戸山タワーホウムズサウスタワー 東京都新宿区百人町3-1-368.45㎡ 時崎23区販売中 ＪＲ山手線 新大久保 昭和63年1月9 302

3680万円シティ音羽 東京都文京区音羽1-15-1531.51㎡ 香村23区販売中 有楽町線 護国寺 昭和60年10月10 904

5780万円千石ホームズ 東京都文京区千石3-17-655.42㎡ 江崎23区販売中 都営三田線 千石 平成5年8月
有線放送視聴料840円

町会費100円
11 503

3780万円ライオンズプラザお茶の水 東京都文京区湯島1-2-1232.4㎡ 鈴木（文）23区販売中 ＪＲ中央線 御茶ノ水 昭和58年3月12 507

2680万円大森サンハイツ 東京都品川区南大井3-30-132.4㎡ 熊崎23区販売中 京浜急行線 大森海岸 昭和48年5月13 901

4680万円セブンスターマンション東山 東京都目黒区東山1-5-937.2㎡ 堀江23区販売中 東急東横線 中目黒 昭和57年6月14 1006

2780万円パラスト蒲田 東京都大田区蒲田5-45-635.7㎡ 野上23区販売中 JR京浜東北 蒲田 昭和54年1月15 303

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16 203

2680万円シャンボール上北沢 東京都世田谷区上北沢4-19-1240.5㎡ 鈴木23区販売中 京王線 上北沢 昭和45年10月17 206

4780万円セザール上野毛ガーデン 東京都世田谷区上野毛2-23-3050.11㎡ 落合23区販売中 大井町線 上野毛 平成5年9月18 404

1億6800万円代官山マンション 東京都渋谷区代官山町4-1149.12㎡
山口（木

村）
23区販売中 東急東横線 代官山 昭和46年1月19 1202

2680万円ソフトタウン代々木 東京都渋谷区代々木4-40-128.67㎡ 小松23区販売中 小田急線 参宮橋 昭和48年7月20 214
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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。
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5780万円東建参宮橋マンション 東京都渋谷区代々木4-22-263.18㎡ 時崎23区販売中 小田急線 参宮橋 昭和47年6月21 706

5180万円朝日ラ・パリオ沼袋 東京都中野区沼袋4-25-367.8㎡ 時崎23区販売中 西武新宿線 沼袋 平成7年5月22 302

6980万円プレール・ドゥーク中野坂上 東京都中野区中央1-29-764.1㎡ 落合23区販売中 丸の内線 中野坂上 平成17年7月23 601

4980万円ヴィルヌーブ鷺宮 東京都中野区白鷺3-5-1669.97㎡ 江崎23区販売中 西武新宿線 鷺ノ宮 平成8年6月24 314

3780万円中野本町マンション 東京都中野区本町1-5-547.49㎡ 齋藤（総）23区販売中 丸ノ内線 中野坂上 昭和47年9月25 1412

4180万円シャンボール高円寺駅前 東京都杉並区高円寺南4-43-1340.54㎡ 齋藤（総）23区販売中 総武・中央線 高円寺 昭和59年9月26 404

4280万円ダイナシティ南阿佐ヶ谷 東京都杉並区成田東3-7-852.55㎡ 齋藤（総）23区販売中 丸ノ内線 南阿佐ヶ谷 平成16年11月27 103

2980万円タックプラザ 東京都北区志茂2-11-141.44㎡ 菅沼23区販売中 南北線 志茂 昭和56年7月28 202

2380万円ライオンズマンション豊玉 東京都練馬区豊玉北6-15-1338.22㎡ 高橋23区販売中 西武池袋線 練馬 昭和45年12月29 205

4180万円オーベル本所吾妻橋 東京都墨田区本所2-4-550.1㎡ 齋藤（総）23区販売中 都営浅草線 本所吾妻橋 平成5年2月30 608

6280万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31 204

6280万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32 716

2780万円サカエファミール 東京都荒川区荒川3-35-646.63㎡ 澤田23区販売中 JR常磐線 三河島 昭和54年6月33 602

4680万円リバーウエストC館 東京都江戸川区小松川3-10-389.55㎡ 高橋23区販売中 都営新宿線 東大島 平成8年10月34 601

3280万円京成サンコーポ小岩 東京都江戸川区北小岩2-14-274.88㎡
山口（木

村）
23区販売中 京成線 京成小岩 昭和49年8月35 306
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