
万円築地
オープンレジデンシア築地

06
マンション

5,780東京メトロ
日比谷線万円水天宮前

サンヴェール日本橋水天宮
05
マンション

5,720東京メトロ
半蔵門線

万円勝どき
ＴＨＥ ＴＯＫＹＯ ＴＯＷＥＲＳ ＳＥＡ ＴＯＷＥＲ

14
マンション

15,200都営
大江戸線

万円東銀座
クオリア銀座

■所在／中央区銀座７丁目■交通／東京メトロ日比谷線「東銀座」駅徒歩4分
■専有／56.85㎡（17.19坪）■バルコニー／4.35㎡
■構造／SRC造10階（地下1階）建10階部分■間取／2LDK■建築／2003年2月
■管理員／巡回■管理費／月額16,110円
■修繕積立金／月額17,060円■その他／月額1,454円〈媒介〉

10
マンション

7,480東京メトロ
日比谷線

万円八丁堀
パークシティ中央湊ザタワー

13
マンション

13,800東京メトロ
日比谷線

万円勝どき
セザールリバーサイド月島

ネットNo.FQ20307

■所在／中央区月島３丁目■交通／都営大江戸線「勝どき」駅徒歩3分
■専有／62.69㎡（18.96坪） ■ルーフバルコニー／23.79㎡
■構造／RC造10階建9階部分■間取／2LDK■建築／2001年6月
■管理員／日勤■管理費／月額10,530円
■修繕積立金／月額9,400円〈媒介〉

02
マンション

5,280都営
大江戸線万円八丁堀

ＧＲＥＥＮＰＡＲＫ　Ｈａｔｃｈｏｂｏｒｉ　桜川公園
01
マンション

4,180東京メトロ
日比谷線

◆銀座エリア・
　東京駅徒歩圏内の
　免震タワーマンション 

ネットNo.FN09913

◆大成建設株式会社施工・
　三井不動産レジデンシャル
　株式会社旧分譲
◆バルコニーからは
　隅田川・東京スカイツリーが
　望めます
◆LDはTES式床暖房
◆ディスポーザー・3口ガス
　キッチン採用
◆ペット飼育可（細則有り）

■所在／中央区湊２丁目
■交通／東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅徒歩6分 
■専有／77.03㎡（23.30坪）■バルコニー／19.00㎡ 
■構造／RC造36階（地下1階）建32階部分■間取／2LDK■建築／2017年11月
■管理員／日勤■管理費／月額26,880円■修繕積立金／月額9,630円〈媒介〉

ネットNo.FO63684

◆「築地」駅徒歩１分
◆最上階・角部屋
◆トリプルセキュリティを導入
◆ビルトイン食器洗い乾燥機
◆TES浴室換気乾燥機&
　ミストサウナ付
◆DKにTES温水式床暖房
◆ペット飼育可（細則有り）

ネットNo.FP21402

◆「水天宮前」駅直結
　「東京シティエアターミナル」
　入口まで徒歩２分♪
　旅行・出張に便利な
　空の玄関からリムジンバスで
　羽田へ25分、成田まで55分！
◆11階部分、東南・北東向き角住戸
◆ペット飼育可（細則有り）
◆宅配BOX有り

■所在／中央区日本橋中洲■交通／東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩4分 
■専有／61.64㎡（18.64坪）■バルコニー／8.72㎡
■構造／SRC造12階建11階部分■間取／3LDK■建築／1998年12月
■管理員／日勤■管理費／月額12,000円
■修繕積立金／月額9,600円〈媒介〉

ネットNo.FQ44911

◆大江戸線「勝どき」駅
　徒歩３分！
　隅田川・月島川の
　眺望が楽しめる住戸です。
◆南西・北西・北東の
　3方角住戸
◆窓付の1418サイズの
　バスルーム

ネットNo.FQ31509

◆最上階角部屋 
◆セキュリティプライバシーに
　配慮した内廊下設計
◆ダブルオートロックシステム
◆24時間体制のフロントサービス
◆IHクッキングヒーター・食洗機付
◆宅配BOX有り
◆ペット飼育可（細則有り）

ネットNo.FQ39679

■所在／中央区八丁堀４丁目
■交通／東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅徒歩1分
■専有／40.24㎡（12.17坪）■バルコニー／4.00㎡
■構造／RC造11階建7階部分■間取／1LDK■建築／2007年11月
■管理員／日勤■管理費／月額11,300円■修繕積立金／月額6,370円〈媒介〉

万円月島
プレミスト佃二丁目

ネットNo.FP55772

■所在／中央区佃２丁目■交通／東京メトロ有楽町線「月島」駅徒歩3分
■専有／73.27㎡（22.16坪）■バルコニー／5.50㎡
■構造／RC造10階建2階部分■間取／2LDK■建築／2016年10月
■管理員／日勤■管理費／月額20,400円
■修繕積立金／月額7,900円■その他／月額1,800円〈媒介〉

09
マンション

7,450東京メトロ
有楽町線

◆「月島」駅徒歩３分
◆オープンカウンターキッチン
◆浴室に窓有り
◆コンシェルジュサービス・
　ゲストルーム・
　パーティサロン等
　共用施設充実♪

◆大成建設・前田建設工業施工の
　制震工法ツインタワーマンション
■所在／中央区勝どき6丁目■交通／都営大江戸線「勝どき」駅徒歩5分
■専有／126.05㎡（38.13坪）■バルコニー／10.36㎡■構造／ＲＣ造58階（地下2階）建40階部分■間取／4ＬＤＫ
■建築／2008年1月■管理員／常勤■管理費／月額25,840円■修繕積立金／月額22,970円
■インターネット利用料／月額972円〈媒介〉

◆40階部分、東南角住戸
◆レインボーブリッジ・
　お台場など都心の
　夜景が望めます
◆1822サイズの
　ゆったりした浴室

◆４駅5路線利用可能！
　「八丁堀」駅より徒歩１分
◆カード式ダブルオートロック
　システム採用
◆LDは床暖房
◆マイナスイオンミストサウナ付
　フルオートバス

■所在／中央区築地２丁目■交通／東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩1分 
■専有／44.88㎡（13.57坪）■バルコニー／4.80㎡
■構造／RC造10階（地下1階）建10階部分■間取／1DK
■建築／2017年6月■管理員／日勤■管理費／月額10,824円
■修繕積立金／月額2,920円■その他／月額3,196円〈媒介〉



入谷
台東区入谷１丁目

15
一戸建

稲荷町
台東区東上野６丁目

■所在／台東区東上野６丁目
■交通／東京メトロ銀座線「稲荷町」駅徒歩3分 
■土地／59.83㎡（18.09坪）
■地目／宅地■用途／商業地域
■建ぺい率／80%■容積率／480%
■設備／都市ガス・公営水道・本下水■接道／公道 北8.1m・南2.4m
■現況／上物有〈媒介〉

16
土地

万円12,800 万円6,480

万円新富町

ネットNo.FL14645

■所在／中央区明石町■交通／東京メトロ有楽町線「新富町」駅徒歩3分
■専有／58.59㎡（17.72坪）■バルコニー／7.42㎡
■構造／RC造12階建6階部分■間取／2LDK+WIC+SIC■建築／2014年2月
■管理員／日勤■管理費／月額15,100円
■修繕積立金／月額5,860円■その他／月額1,532円〈媒介〉

08
マンション

東京メトロ
有楽町線

万円築地
パークホームズ築地

11
マンション

8,980東京メトロ
日比谷線

万円八丁堀
サンクタス東京スクエア

04
マンション

5,680東京メトロ
日比谷線万円浜町

プレミスト日本橋浜町リデアル
03
マンション

5,380都営
新宿線

東京メトロ
日比谷線

東京メトロ
銀座線

オーベル明石町レジデンス
6,550
◆大成建設独自の
　ハイブリッドＴＡＳＳ構法
　による免震マンション
◆LDはTES式床暖房
◆浴室乾燥機付
　フルオートバス

万円水天宮前
トルナーレ日本橋浜町

12
マンション

10,500東京メトロ
半蔵門線

◆101㎡の3LDK
◆全居室がバルコニー
　に面した明るく・通風
　に富んだお部屋
◆独立タイプ「L字型」
　キッチン
◆1620タイプ・浴室換気
　乾燥機付のバスルーム
◆46階はスカイラウンジ

◆10階 東南×南西 角住戸！
　東京タワーを望む住戸位置
◆商業施設と一体
　複合開発
　プロジェクト

■所在／中央区日本橋浜町３丁目
■交通／東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩4分
■専有／101.84㎡（30.80坪）■バルコニー／28.00㎡
■構造／SRC造46階建10階部分■間取／3LDK■建築／2005年8月■管理員／日勤
■管理費／月額27,140円■修繕積立金／月額24,260円■その他／月額100円〈媒介〉 ネットNo.FM87684

◆三面採光（北東・南東・南西）・
　角部屋・通風良好
◆ホテルライクな内廊下設計
◆3口グリル付
　IHクッキングヒーター
◆窓付の1418サイズの
　バスルーム
◆ウォークスルークローゼット
◆ペット飼育可（細則有り）

■所在／中央区日本橋浜町１丁目■交通／都営新宿線「浜町」駅徒歩3分 
■専有／56.61㎡（17.12坪）■バルコニー／5.52㎡
■構造／RC造10階建8階部分■間取／2LDK■建築／2011年2月
■管理員／日勤■管理費／月額13,590円
■修繕積立金／月額8,490円〈媒介〉 ネットNo.FN53932 ネットNo.FP28339

◆４路線３駅利用可能！
◆西×北の角住戸
◆2面バルコニー
◆家事動線に優れた
　2WAYキッチン
◆洋室7帖にウォークイン
　クローゼット付

ネットNo.FP84594

◆南東・南西・北西の3方角部屋
◆全室窓付で通風良好
◆ビルトイン食器洗い乾燥機付
◆TES浴室換気乾燥機
◆宅配BOX有り
◆ペット飼育可（細則有り）

■所在／中央区築地７丁目■交通／東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩6分 
■専有／71.43㎡（21.6坪）■バルコニー／21.52㎡
■構造／RC造14階建8階部分■間取／3LDK■建築／2012年5月
■管理員／日勤■管理費／月額17,360円
■修繕積立金／月額7,140円〈媒介〉

ネットNo.FQ30702

◆建築条件はございません ◆前面8.1ｍ公道に面する
◆建ぺい率80%・容積率480%
◆3路線3駅利用可能
　東京メトロ銀座線「稲荷町」駅徒歩3分・
　JR山手線「上野」駅徒歩9分・
　都営大江戸線「新御徒町」駅徒歩9分

ネットNo.FQ31572

■所在／台東区入谷１丁目■交通／東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒歩2分 
■土地／73.35㎡（22.18坪）■建物／228.68㎡（69.17坪）■間取／6LDK■構造／S造4階建
■建築／1991年5月■設備／都市ガス・公営水道・本下水〈媒介〉

万円銀座
オープンレジデンシア銀座エスト

07
マンション

6,280東京メトロ
銀座線

ネットNo.FQ19484

◆3方向角住戸で
　通風・採光良好！
◆ダブルオートロックシステム
◆ホテルライクな
　内廊下設計
◆追焚き機能付オートバス
◆ペット飼育可（細則有り）

■所在／中央区築地１丁目■交通／東京メトロ銀座線「銀座」駅徒歩8分 ■専有／56.91㎡（17.21坪）■バルコニー
／7.50㎡■構造／RC造13階（地下1階）建6階部分■間取／2LDK■建築／2012年8月■管理員／巡回■管理費
／月額6,920円■修繕積立金／月額3,700円■その他／月額1,750円〈媒介〉

◆「入谷」駅徒歩2分!
◆北東6m・南東4ｍの角地
◆3LDK＋3LDKの
　二世帯住宅

■所在／中央区湊１丁目
■交通／東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅徒歩4分 
■専有／70.16㎡（21.22坪）■バルコニー／8.67㎡
■構造／RC造10階（地下1階）建4階部分■間取／3LDK■建築／2001年4月
■管理員／日勤■管理費／月額7,800円■修繕積立金／月額7,200円〈媒介〉

1F 2F 3F 4F


