
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 454

東京都 0.5

提携優先10
戸

新築ﾏﾝｼｮﾝ 92

神奈川県 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 29

神奈川県 0.5

提携優先2戸

新築ﾏﾝｼｮﾝ 300

東京都 0.5

提携優先5戸

新築ﾏﾝｼｮﾝ 39

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 98

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 1,247

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 49

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 127

東京都 0.5

一般定期借地権

新築ﾏﾝｼｮﾝ 97

東京都 0.5

20年10月下旬

Brillia
上野Place

JR山手線上野駅徒歩5分
4,398～6,828 38.84～55.23

台東区東上野5 東京メトロ銀座線稲荷町駅
徒歩4分

鉄筋コンクリート造地上14
階建 1LDK・2LDK

70.50～76.10

3LDK

Brillia
横濱山手

京浜東北線・根岸線山手駅
徒歩5分 未定

横浜市中区竹之丸

21年10月下旬

20年11月下旬

Brillia
東中野Parkside Hills

JR中央・総武線東中野駅徒
歩8分 8893.9323 76.98

中野区東中野5 東京メトロ東西線落合駅徒
歩5分

鉄筋コンクリート造地上8
階 3LDK

20年8月下旬
鉄筋コンクリート造地上3
階建

9,930～20,680

鉄筋コンクリート造地上45
階一部鉄骨造

3,398・4,051.6107

江東区有明1

台東区東上野5 東京メトロ銀座線稲荷町駅
徒歩3分

鉄筋コンクリート造地上19
階建 2LDK～4LDK

SHIROKANE
The SKY（白金ザ・スカイ）

FUJISAWA THE TOWER
JR東海道線藤沢駅徒歩4分

未定 32.84～80.86

藤沢市鵠沼石上1 江ノ島電鉄藤沢駅徒歩3分 鉄筋コンクリート造地上19
階建 1LDK・3LDK

51.73～110.70

1LDK+S～4LDK

60.56～85.20

江東区北砂5

3,600台～5,400台

鉄筋コンクリート造地上11
階建

都営新宿線大島駅徒歩10分Brillia
大島

53.34～106.63

44.48～91.72

東京臨海高速鉄道国際展示
場駅徒歩13分

鉄筋コンクリート造地上33
階 1LDK～3LDK 21年11月下旬

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 City
西早稲田

東京メトロ副都心線雑司ヶ
谷駅徒歩 7 分 5,700台～12,000台 71.49～ 97.30

豊島区高田1 東京メトロ東西線高田馬場
駅徒歩12

鉄筋コンクリート造地上15
階建 3LDK 4LDK 22年5月下旬

Brillia
上野Garden

BrilliaTower
有明MIDCROSS

ゆりかもめお台場海浜公園
駅徒歩8分 3,800台～16,000台

JR山手線上野駅徒歩5分
6,988～15,898

1LDK～3LDK 23年3月下旬

一般定期借
地権

Brillia
亀戸

JR総武線亀戸駅徒歩4分

江東区亀戸6

即入居可
※諸手続き後

20年4月下旬

都営三田線白金高輪駅徒歩3
分

港区白金1

35.81

1LDK
鉄筋コンクリート造地上13
階建

東京メトロ南北線白金高輪
駅徒歩3分

21年10月下旬

東京建物の新築物件情報
●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

●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2020年2月27日現在の表示となります

https://www.bc454.jp/?iad=brillia_search
https://www.fujisawa-tower.jp/?iad=brillia_search
https://www.b-yamate.jp/?iad=brillia_search
https://www.ariake-mid.jp/?iad=brillia_search
https://www.b-uenomirai2.jp/?iad=brillia_search
https://www.b-uenomirai1.jp/
https://www.shirokane-sky.jp/
http://www.bk4.jp/
http://www.bo127.jp/
https://bh97.jp/
https://www.b-uenomirai2.jp/?iad=brillia_search
https://www.b-uenomirai2.jp/?iad=brillia_search
https://www.b-yamate.jp/?iad=brillia_search
https://www.b-yamate.jp/?iad=brillia_search
https://bh97.jp/
https://bh97.jp/
https://www.shirokane-sky.jp/
https://www.shirokane-sky.jp/
https://www.fujisawa-tower.jp/?iad=brillia_search
http://www.bo127.jp/
http://www.bo127.jp/
https://www.bc454.jp/?iad=brillia_search
https://www.bc454.jp/?iad=brillia_search
https://www.b-uenomirai1.jp/
https://www.b-uenomirai1.jp/
https://www.ariake-mid.jp/?iad=brillia_search
https://www.ariake-mid.jp/?iad=brillia_search
http://www.bk4.jp/
http://www.bk4.jp/


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）

東京建物の新築物件情報
●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

●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2020年2月27日現在の表示となります

新築ﾏﾝｼｮﾝ 73

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 436

東京都 0.5

一般定期借地権

新築ﾏﾝｼｮﾝ 267

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 72

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 62

東京都 窓口お問合せ

新築ﾏﾝｼｮﾝ 60

東京都 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 55

神奈川県 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 204

神奈川県 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 65

埼玉県 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 1000

埼玉県 0.5

さいたま市浦和区北浦和1

20年4月下旬

グレーシア
藤沢鵠沼

東海道本線・湘南新宿ライ
ン藤沢駅徒歩7分

JR京浜東北線北浦和駅徒歩4
分

Brillia
北浦和

70.19～75.595,498～6,028

4,938～12,988 70.51～111.74

小田急江ノ島線藤沢駅徒歩7
分

SHINTO CITY（シント・シ
ティ）

京浜東北・根岸線さいたま
新都心駅徒歩5分

21年2月下旬
鉄筋コンクリート造地上14
階建

鉄筋コンクリート造地上19
階建一部鉄骨造

4,967～5,299

練馬区関町南4

20年10月下旬

グレーシア
湘南辻堂

JR東海道本線・湘南新宿ラ
イン辻堂駅徒歩5分 3,998～5,298 58.20～70.09

藤沢市辻堂新町1

即入居可
※諸手続き後

3LDK

一般定期借
地権

Brillia
西国立

JR南武線西国立駅徒歩3分
4,100台～5,300台 62.28～73.60

クレヴィア
上野池之端

JR山手線・京浜東北線
上野駅　徒歩11分 7,910～8,590 56.98～70.85

台東区池之端2 東京メトロ千代田線
根津駅　徒歩6分

鉄筋コンクリート造地上18
階建 2LDK・3LDK

練馬区石神井台4

「北裏」バス停下車徒歩2分
2LDK～4LDK

練馬区高野台2

4,339～6,462.1363

鉄筋コンクリート造地上10
階建

Brillia City
三鷹

江戸川区西小岩3 京成本線京成小岩駅徒歩11
分

鉄筋コンクリート造地上8
階建 2LDK～3LDK

即入居可
※諸手続き後

サンリヤン
小岩レジデンス

総武線小岩駅徒歩10分

21年3月下旬

鉄筋コンクリート造地上15
階建 3LDK・4LDK

21年3月中旬2街
区22年3月中旬

鉄筋コンクリート造地上9
階建

即入居可
※諸手続き後

鉄筋コンクリート造地上7
階建

66.89・67.02
Brillia
練馬高野台

西武池袋線練馬高野台駅徒
歩8分

都営中央線・総武線三鷹駅
バス10分

JR中央本線吉祥寺駅バス21
分・徒歩4分

即入居可
※諸手続き後

71.03～90.15

Brillia City
石神井台

西武新宿線上石神井駅徒歩
10分

4,847.3325～
5,029.1833

70.42～71.90

2LDK+S 20年11月中旬

3LDK

立川市羽衣町1 中央線・青梅線・南武線
立川駅徒歩14分

鉄筋コンクリート造地上5
階建

4,040～6,429 56.21～80.86

4,300台～7,000台 66.40～92.15

鉄筋コンクリート造地上15
階建 1LDK＋S～3LDK

2LDK～4LDK
藤沢市鵠沼東9-1

さいたま市大宮区北袋町1 東北本線さいたま新都心駅
徒歩5分

3LDK

https://bn8.jp/
http://www.b-mitaka.jp/
http://www.tokyo-first.jp/
https://www.b-314.jp/
https://www.cv-ikenohata.jp/
http://www.skr60.jp/
https://www.sotetsufudosan.co.jp/tsujido55/?iad=brillia_search
http://www.fujisawa204.jp/?iad=brillia_search
https://www.b-ku65.jp/
http://shintocity.jp/
http://www.fujisawa204.jp/?iad=brillia_search
http://www.fujisawa204.jp/?iad=brillia_search
https://www.b-ku65.jp/
https://www.b-ku65.jp/
http://shintocity.jp/
http://shintocity.jp/
https://www.sotetsufudosan.co.jp/tsujido55/?iad=brillia_search
https://www.sotetsufudosan.co.jp/tsujido55/?iad=brillia_search
https://www.b-314.jp/
https://www.b-314.jp/
https://www.cv-ikenohata.jp/
https://www.cv-ikenohata.jp/
http://www.b-mitaka.jp/
http://www.b-mitaka.jp/
http://www.skr60.jp/
http://www.skr60.jp/
https://bn8.jp/
https://bn8.jp/
http://www.tokyo-first.jp/
http://www.tokyo-first.jp/


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）

東京建物の新築物件情報
●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

●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2020年2月27日現在の表示となります

新築ﾏﾝｼｮﾝ 84

埼玉県 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 22

大阪府 0.5

提携優先3戸

新築ﾏﾝｼｮﾝ 109

京都府 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 202

大阪府 0.5

新築ﾏﾝｼｮﾝ 306

福岡県 0.5

Brillia
池田満寿美町

阪急宝塚線池田駅
徒歩6分 未定 57.99～110.09

池田市満寿美町 鉄筋コンクリート造
地上6階建 2LDK～4LDK 21年4月下旬

福岡市早良区西新4 鉄筋コンクリート造一部鉄
骨造地上40階建 2LDK～3LDK 21年3月下旬

京都市烏丸線松ヶ崎駅徒歩
13分 未定 56.95～121.87

京都市左京区松ヶ崎小竹藪町３ 叡山電鉄修学院駅徒歩3分 鉄筋コンクリート造地上5
階 2LDK～4LDK 21年12月下旬

八潮市大瀬1 鉄筋コンクリート造地上8
階建 3LDK 20年3月下旬

Brillia
八潮

つくばエクスプレス八潮駅
徒歩5分

3,889.9564～
5,775.1359

68.40～81.19

Brillia City
千里津雲台

阪急電鉄千里線南千里駅徒
歩8分 5,630・5,650 84.3

吹田市津雲台3 北大阪急行南北線桃山台駅
徒歩17分

鉄筋コンクリート造地上10
階建 2LDK+S～4LDK

即入居可
※諸手続き後

Brillia Tower
西新

Brillia
京都松ヶ崎

福岡市営地下鉄空港線西新
駅徒歩1分

11,057.4798～
23,749.72

87.41～129.81

https://www.b-840.jp/
https://www.masumicho22.jp/?iad=brilliatop
https://www.kyoto109.jp/
http://www.tsukumodai202.jp/
http://www.bt-n.jp/
https://www.masumicho22.jp/?iad=brilliatop
https://www.masumicho22.jp/?iad=brilliatop
https://www.b-840.jp/
https://www.b-840.jp/
http://www.tsukumodai202.jp/
http://www.tsukumodai202.jp/
http://www.bt-n.jp/
http://www.bt-n.jp/
https://www.kyoto109.jp/
https://www.kyoto109.jp/

