
大成有楽不動産販売株式会社  本社  東京都中央区京橋3丁目13-1 有楽ビル
国土交通大臣（9）第3394号 （一社）不動産協会会員 （一社）不動産流通経営協会会員
（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

大成建設グループの大成有楽不動産販売

イエタン東陽町 検索

〒135-0016 江東区東陽3-27-17（長谷川ビル1Ｆ）

東陽町センター
スマホ・
携帯からは ▼

略号　●SRC造・・・鉄骨鉄筋コンクリート造 ●RC造・・・鉄筋コンクリート ●S造・・・鉄骨造 ●WIC・・・ウォークインクローゼット ●SIC・・・シューズインクローゼット※広告作成中に成約となる場合がありますのでご承知おきください。※取引態様｢媒介｣と表示されているものは、販売価格の他に媒介手数料を別途申し受けます。■価格は全て代金総額表示しております。〈税込〉とは消費税込という意味です。■掲載物件の概要は2019年7月2日現在のものです｡■広告有効期限：2019年7月31日。※図面と現況が異なる場合は現況優先となりま
す。※写真は一部CG加工したものもあります。※利回りとは、不動産の1年間（満室時）の予定賃料収入の当該不動産取得対価に対する割合です。又、公租公課その他当該物件を維持するために必要な諸費用の控除前のものです。※想定賃料収入は将来に渡りその金額を保証するものではありません。

Brillia有明SkyTower

ネットNo.FT44455

◆オートロック・宅配BOX
◆TVモニター付インターホン
◆マンション１階部分に
　スーパー文化堂有
◆ペット飼育可（細則有り）
■所在／江東区有明１丁目
■交通／新交通ゆりかもめ
            「有明テニスの森」駅徒歩5分 
■専有／63.27㎡（19.13坪）
■バルコニー／12.25㎡
■構造／RC造33階（地下1階）建6階部分
■間取／2LDK
■建築／2010年12月■管理員／日勤
■管理費／月額19,700円
■修繕積立金／月額11,080円
■インターネット使用料／月額864円〈媒介〉

05
マンション

◆「有明テニスの森」駅徒歩5分
◆制震オール電化タワーマンション
◆総戸数1089戸のビッグコミュニティ

万円有明テニスの森 5,180新交通ゆりかもめ
万円東陽町

ジースクエア

ネットNo.FQ05968

06
マンション

5,330東京メトロ
東西線

◆専用トランクルーム
   完備（0.96㎡）
◆浴室に窓有り 
◆オートロック 
◆宅配BOX
◆フロントサービス

■所在／江東区千石3丁目
■交通／東京メトロ東西線「東陽町」駅徒歩13分
■専有／82.65㎡（25.00坪）
■バルコニー／18.18㎡■ルーフバルコニー／68.06㎡
■構造／SＲＣ造19階建4階部分■間取／3ＬＤＫ■建築／2000年2月■管理員／日勤
■管理費／月額9,750円■修繕積立金／月額13,140円■ルーフバルコニー使用料／月額1,360円
■フレンドリークラブ費／月額500円〈媒介〉

◆大成建設施工、
   総戸数596戸の大規模マンション
◆ルーフバルコニー68.06㎡付き
   の角住戸

万円辰巳
キャナルファーストタワー

ネットNo.FS53528

■所在／江東区東雲1丁目
■交通／東京メトロ有楽町線
            「辰巳」駅徒歩8分
■専有／75.68㎡（22.89坪）
■バルコニー／21.10㎡
■構造／RC造42階（地下2階）建
            37階部分
■間取／2LDK■建築／2008年1月
■管理員／日勤
■管理費／月額15,700円
■修繕積立金／月額22,350円
■CATV受信料／月額432円
■エミットマンションシステム／月額540円
■インターネット使用料／月額1,242円
■トランクルーム使用料／月額520円〈媒介〉

09
マンション

6,180東京メトロ
有楽町線

◆オール電化 ◆オートロック・宅配BOX
◆ペット飼育可（細則有り）

◆バルコニーからは辰巳運河、
   東京ゲートブリッジが望めます
   （天候による）
◆24時間有人管理（夜間警備員）

◆「辰巳」駅徒歩8分
◆37階部分・北東角住戸

万円豊洲
パークタワー豊洲

ネットNo.FS87069

◆17階部分、眺望・日当たり・通風
　良好、晴天時にはスカイツリー
　がご覧いただけます
◆防災備蓄庫（3ヶ所）配置
◆太陽光発電システム搭載
◆オートロック ◆トランクルーム
◆LDに床暖房
◆コンシェルジュサービス
◆ペット飼育可（細則有り）

■所在／江東区豊洲4丁目
■交通／東京メトロ有楽町線「豊洲」駅徒歩5分
■専有／70.49㎡（21.32坪）※トランクルーム面積0.51㎡含
■バルコニー／9.57㎡■構造／RC造19階建17階部分
■間取／2LDK■建築／2013年8月■管理員／日勤
■管理費／月額21,570円■修繕積立金／月額6,700円〈媒介〉

10
マンション

6,380東京メトロ
有楽町線

◆「豊洲」駅徒歩5分
◆大成建設㈱施工の制震構造

万円東陽町
シティテラス東陽町

ネットNo.FT95885

■所在／江東区東陽2丁目
■交通／東京メトロ東西線
　　　　「東陽町」駅徒歩5分
■専有／75.41㎡（22.81坪）■バルコニー／10.70㎡
■構造／ＲＣ造15階建5階部分
■間取／2ＬＤＫ＋S（納戸）■建築／2016年9月
■管理員／日勤■管理費／月額14,207円
■修繕積立金／月額4,620円〈媒介〉

13
マンション

7,480東京メトロ
東西線

◆「東陽町」駅徒歩5分
◆総戸数522戸の
　大規模コミュニティ
◆オートロック・宅配BOX
◆浴室換気乾燥機・
　ミストサウナ付
◆LDは床暖房
◆ペット飼育可（細則有り）

万円豊洲
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン

ネットNo.FS65931

◆地上48階建、1063邸の
   大規模ツインタワーマンション
◆オートロック・宅配BOX
◆LDに床暖房
◆浴室換気乾燥機
◆サイクルトランクルーム付
◆コンシェルジュサービス
◆ペット飼育可（細則有り）

◆「豊洲」駅
　徒歩4分

■所在／江東区豊洲3丁目
■交通／東京メトロ有楽町線
　　　　「豊洲」駅徒歩4分 
■専有／82.48㎡（24.95坪）
　※サイクルトランク面積2.36㎡含
■バルコニー／4.83㎡■構造／RC造48階（地下1階）建27階部分
■間取／3LDK■建築／2009年2月■管理員／日勤
■管理費／月額20,135円■修繕積立金／月額25,150円〈媒介〉

14
マンション

7,880東京メトロ
有楽町線

1F 2F
3F

東大島
江東区東砂3丁目

ネットNo.FS21707

◆2階から3階は吹き抜け
◆LDに床暖房設置
◆浴室はミストサウナ＆
   ホットドライ
◆ハンズフリーテレビドアフォン
◆ビルトイン食器洗乾燥機付◆カースペース有

■所在／江東区東砂3丁目
■交通／都営新宿線「東大島」駅徒歩19分 
■土地／70.79㎡（21.41坪）
■建物／94.22㎡（28.50坪）■間取／4LDK
■構造／木造3階建■建築／2014年7月
■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉

17
一戸建

万円4,180都営
新宿線 東大島

江東区大島8丁目

ネットNo.FT44493

◆「東大島」駅徒歩6分
◆「大島」駅徒歩12分も利用可
◆南道路・公道約6.3ｍ
◆南向き・陽当り良好

◆4LDK＋事務所
　の併用住宅
◆カースペース
　2台有
　（1台小型車）

■所在／江東区大島8丁目
■交通／都営新宿線「東大島」駅徒歩6分 
■土地／73.52㎡（22.23坪）
■建物／125.40㎡（37.93坪）■間取／4LDK＋事務所
■構造／木造3階建■建築／2007年10月
■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉

18
一戸建

万円5,680都営
新宿線

1F

2F 3F



各物件のQRコードを読み取っていただくと、室内の様子やより詳しい情報がご覧いただけます。

●お問い合わせ・お申込みはお気軽に・・・・・ このマークがついている
物件は、「住まい・安心サ
ポートサービス」におい
て、建物及び設備の検査
を実施した物件で、当社

仲介によりご購入いただいた場合、保証が付く
物件です。保証内容等については各物件によっ
て異なりますので、詳細は各担当者までお問い
合わせください。TEL.03-5653-2811　FAX.03-5653-2700　E-mail. toyo-cho@yuraku.taisei.co.jp

0120-888-702
東陽町駅
2番出口

1番出口

江東区役所

東陽小学校

深川高校

永代通り

赤札堂
コージーコーナー
セブンイレブン
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ファミリー
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り

長谷川ビル1F
東陽町センター

【火・水曜定休／営業時間10:00～18:00】

略号　●SRC造・・・鉄骨鉄筋コンクリート造 ●RC造・・・鉄筋コンクリート ●S造・・・鉄骨造 ●WIC・・・ウォークインクローゼット ●SIC・・・シューズインクローゼット※広告作成中に成約となる場合がありますのでご承知おきください。※取引態様｢媒介｣と表示されているものは、販売価格の他に媒介手数料を別途申し受けます。■価格は全て代金総額表示しております。〈税込〉とは消費税込という意味です。■掲載物件の概要は2019年7月2日現在のものです｡■広告有効期限：2019年7月31日。※図面と現況が異なる場合は現況優先となりま
す。※写真は一部CG加工したものもあります。※利回りとは、不動産の1年間（満室時）の予定賃料収入の当該不動産取得対価に対する割合です。又、公租公課その他当該物件を維持するために必要な諸費用の控除前のものです。※想定賃料収入は将来に渡りその金額を保証するものではありません。

ガレリアグランデ

ネットNo.FT57791

◆オートロック・宅配BOX
◆TVモニター付インターホン
◆LDにはTES式床暖房
◆コンシェルジュサービス
◆ペット飼育可（細則有り）
■所在／江東区有明１丁目
■交通／新交通ゆりかもめ
            「有明テニスの森」駅徒歩7分 
■専有／70.08㎡（21.19坪）
■バルコニー／12.29㎡
■構造／RC・S造27階（地下1階）建24階部分
■間取／1ＬＤＫ+ＤＥＮ
■建築／2006年2月
■管理員／日勤
■管理費／月額16,360円
■修繕積立金／月額13,170円〈媒介〉

07
マンション

万円有明テニスの森 5,480新交通ゆりかもめ ◆「有明テニスの森」駅徒歩7分
◆27階建の24階部分
◆総戸数413戸の大規模タワー
　マンション

万円清澄白河
ハイホーム清澄庭園ブロードパーク

ネットNo.FT84739

◆14階部分最上階・
　南東角部屋住戸
◆通風・眺望良好
◆宅配BOX
◆TVモニター付
　インターホン
◆キッチン窓付き

◆「清澄白河」駅
　徒歩5分

■所在／江東区清澄2丁目
■交通／東京メトロ半蔵門線
　　　　「清澄白河」駅徒歩5分 
■専有／67.00㎡（20.26坪）
■バルコニー／18.28㎡
■構造／RC造14階建14階部分
■間取／1LDK＋S（納戸）■建築／2004年3月■管理員／日勤
■管理費／月額12,300円■修繕積立金／月額8,710円〈媒介〉

08
マンション

5,680東京メトロ
半蔵門線

万円豊洲
ニュートンプレイス  サウスコート

ネットNo.FR20334

12
マンション

6,480東京メトロ
有楽町線

◆LDにTES式床暖房 
◆TES式浴室
   換気乾燥機付
◆ディスポーザーシステム 
◆ビルトイン浄水器
◆ペット飼育可（細則有り）

■所在／江東区塩浜1丁目■交通／東京メトロ有楽町線「豊洲」駅徒歩12分 
■専有／105.40㎡（31.88坪）■バルコニー／15.84㎡■ポーチ／8.01㎡
■構造／ＳＲＣ造20階建11階部分■間取／3LDK＋S（納戸）
■建築／2003年2月■管理員／日勤
■管理費／月額20,700円■修繕積立金／月額14,020円
■フォーラム会費／月額500円〈媒介〉

◆総戸数989戸の大規模マンション
◆2016年2月大規模修繕工事済万円有明テニスの森

シティタワー有明

ネットNo.FR70647

11
マンション

6,390新交通ゆりかもめ

◆32階部分 ◆ダブルオートロックシステム
◆24時間有人管理体制（夜間警備員）
◆ペット飼育可（細則有り）　
■所在／江東区有明1丁目
■交通／新交通ゆりかもめ
            「有明テニスの森」駅
            徒歩8分 
■専有／79.23㎡（23.96坪）
■バルコニー／5.73㎡
■構造／ＲＣ造33階建32階部分
■間取／2ＬＤＫ＋S（納戸）＋ＷＩＣ 
■建築／2009年12月■管理員／日勤
■管理費／月額14,968円
■修繕積立金／月額14,970円
■ＣＡＴＶ利用料／月額262円
■地震速報配信サービス／月額284円
■インターネット利用料／月額1,122円〈媒介〉

◆住友不動産㈱旧分譲の
　33階建て全483戸の
　免震タワーレジデンス
◆「有明テニスの森」駅徒歩8分

万円豊洲
東京フロントコート

ネットNo.FU18435

■所在／江東区豊洲４丁目
■交通／東京メトロ有楽町線
　　　　「豊洲」駅徒歩4分
■専有／104.38㎡（31.57坪）
■バルコニー／23.35㎡
■構造／SＲＣ造20階建13階部分
■間取／4ＬＤＫ■建築／2005年10月
■管理員／日勤■管理費／月額12,300円
■修繕積立金／月額11,170円
■インターネット維持費／月額540円〈媒介〉

15
マンション

9,280東京メトロ
有楽町線

◆「豊洲」駅徒歩4分
◆総戸数981戸の
　大規模コミュニティ
◆東南・南西の角住戸
◆オートロック・宅配BOX
◆浴室換気乾燥機・
　浴室に窓付
◆LDは床暖房
◆ペット飼育可（細則有り）

万円

スカイズ　タワー＆ガーデン

ネットNo.FT95093

16
マンション

10,380

■所在／江東区豊洲６丁目
■交通／新交通ゆりかもめ「新豊洲」駅徒歩5分
■専有／84.94㎡（25.69坪）■バルコニー／10.74㎡
■構造／ＲＣ造45階（地下2階）建13階部分■間取／2ＬＤＫ
■建築／2014年8月■管理員／日勤
■管理費／月額28,200円■修繕積立金／月額11,720円
〈媒介〉

◆13階部分・南向き角住戸
◆総戸数1,110戸の大規模
　タワーレジデンス
◆「新豊洲」駅徒歩5分

新豊洲
新交通ゆりかもめ

◆安心の制震＆制震ハイブリッドシステム
◆オール電化 ◆オートロック・宅配BOX
◆LDには床暖房 ◆浴室換気乾燥機 
◆トランクルーム
◆ペット飼育可
　（細則有り）

西大島
江東区大島2丁目

ネットNo.FT61381

■所在／江東区大島2丁目
■交通／都営新宿線
　　　  「西大島」駅徒歩6分
■土地／115.49㎡（34.93坪）
■建物／144.52㎡（43.71坪）
■間取／３LDK+2DK
■構造／S造3階建■建築／1992年9月
■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉

19
一戸建

万円5,980都営
新宿線

◆「西大島」駅徒歩6分
◆東京メトロ半蔵門線
　「住吉」駅徒歩9分も利用可
◆南道路・陽当り良好
◆鉄骨造３階建（3LDK+2DK）
◆2世帯住宅利用可能
◆カースペース有

※土地面積には私道負担及びセットバック部分約17.17㎡を含みます

1F

3F

2F

江東区塩浜2丁目

ネットNo.FU13225

20
土地

■所在／江東区塩浜2丁目
■交通／東京メトロ東西線「木場」駅徒歩14分
■土地／277.69㎡（84.00坪）■地目／宅地
■用途／準工業地域■建ぺい率／60%
■容積率／200%■設備／都市ガス・公営水道・本下水
■接道／公道 北東6m■現況／古家有〈媒介〉

◆建築条件はございません
◆「木場」駅徒歩14分
◆北東側公道6ｍに接道
◆既存建物解体後更地渡し

木場東京メトロ
東西線 万円16,800


