
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 230戸

東京都 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 844戸

東京都 0.5%

提携優先5戸

新築ﾏﾝｼｮﾝ 420戸

東京都 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 57戸

東京都 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 66戸

東京都 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 1247戸

東京都 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 454戸

東京都 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 300戸

東京都 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 67戸

東京都 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 520戸

東京都 0.5%

東京都豊島区池袋三丁目1631
番1,50,51(地番）

ＪＲ線・東武東上線・西武
池袋線「池袋」駅10分

鉄筋コンクリート造
地下１階建地上30階建

1LDK～3LDK 2024年3月中旬

東京メトロ副都心線
「雑司が谷」駅徒歩7分

鉄筋コンクリート造
地上15階建 一部鉄骨造

3LDK

鉄筋コンクリート造
地上8階建

2LDK・3LDK 2023年2月下旬

Brillia City
西早稲田

東京メトロ東西線
「高田馬場」駅徒歩12分

未定 71.48～82.13

港区白金一丁目1000番（地
番）

JR山手線「高輪ゲートウェ
イ」駅徒歩18分

鉄筋コンクリート造地上45
階地下1階建一部鉄骨造

2LDK 2023年3月下旬

練馬区春日町3丁目2065番1
（地番）

東京メトロ有楽町線
「平和台」駅徒歩18分

新宿区舟町3番1（地番）
JR中央本線
「四ツ谷」駅 徒歩11分

鉄筋コンクリート造
地上13階建

1LDK・2LDK 2023年6月下旬

東京都練馬区上石神井三丁目
127番1（他13筆）(地番）

西武新宿線「上石神井」駅
徒歩12～16分

鉄骨鉄筋コンクリート造地
上8階建て ※1～7号棟：地
上8階建、8号棟：地上7階

1LDK～4LDK 2023年10月中旬

Brillia
練馬春日町

都営大江戸線
「練馬春日町」駅徒歩1分

6,598～7,798 54.37～74.6

10,590～31,990 57.52～105.77

2024年1月上旬

Brillia Tower 池袋 WEST
東京メトロ丸ノ内線
「池袋」駅5分

未定 38.61～103.72

Brillia City
石神井公園 ATLAS

西武池袋線「石神井公園」
駅徒歩20～25分

未定 42.47～100.47

豊島区高田一丁目176番2,12(地番)
新宿区西早稲田三丁目410番237（地
番）

都営新宿線
「大島」駅徒歩9分

東京メトロ南北線・都営三
田線「白金高輪」駅徒歩3分

	14,480 68.03
SHIROKANE　The SKY
（白金ザ・スカイ）

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
四谷三丁目

東京メトロ丸ノ内線
「四谷三丁目」駅徒歩2分

6,078～9,198 39.63～57.61

港区海岸一丁目19番1（地番）
ゆりかもめ
「竹橋」駅徒歩2分

鉄筋コンクリート造
地上32階建  地下1階建

2LDK・3LDK

Brillia
Tower浜離宮

JR山手線・京浜東北線
「浜松町」駅徒歩5分

多摩市関戸1丁目20番1(地番）
鉄筋コンクリート造
地上33階建

2LDK～3LDK 2022年10月中旬

Brillia　Tower
聖蹟桜ヶ丘

5,198～7,738 56.54～88.03

2022年5月下旬

Brillia
大島Parkside

5,398～6,498 68.15～70.63

江東区有明1丁目101番8号(地
番)

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 地下1階建

1LDK～3LDK
2021年11月下
旬

BrilliaTower
有明MIDCROSS

ゆりかもめ「お台場海浜公
園」駅徒歩8分

5,298～13,998 50.13～87.38

一般定期
借地権

江東区大島七丁目329番2(地
番)

都営新宿線
「東大島」駅徒歩7分

鉄筋コンクリート造
地上5階建

京王線
「聖蹟桜ヶ丘」駅徒歩4分

3LDK 2022年6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、「勤務先等」各項目に☑（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

表記物件は２０２１年１２月２２日現在の表示となります

https://ikenishi.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://shakujiikoen.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://hamarikyu.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://yotsuya03.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://kasugacho1.brillia.com/?iad=ttk-teikei
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https://www.bc454.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.ariake-mid.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.bo65.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.b-seiseki.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.bc454.jp/?iad=ttk-teikei
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https://kasugacho1.brillia.com/?iad=ttk-teikei
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https://yotsuya03.brillia.com/?iad=ttk-teikei
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https://www.b-seiseki.jp/?iad=ttk-teikei


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、「勤務先等」各項目に☑（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

表記物件は２０２１年１２月２２日現在の表示となります

新築ﾏﾝｼｮﾝ 44戸

埼玉県 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 149戸

埼玉県 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 1000戸

埼玉県 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 411戸

埼玉県 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 463戸

大阪府 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 109戸

京都府 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 203戸

群馬県 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 72戸

石川県 0.5%

提携優先2戸

2023年3月下旬

朝霞市三原3丁目1520番1(地
番)

鉄筋コンクリート造
地上6階建

2LDK～3LDK 2022年3月下旬

Brillia
志木Garden

東武東上線
志木駅 徒歩4分

5,658～7,418 68.38～82.21

Brillia
志木Place

東武東上線
「志木」駅徒歩5分

4,390～5,260 53.65～63

SHINTO CITY（シント・シ
ティ）2街区

JR京浜東北・根岸線「さい
たま新都心」駅徒歩5分

5,231 66.4

新座市東北2丁目24番106(地
番)

鉄筋コンクリート造
地上18階建

3LDK～4LDK

2022年1月下旬

Brillia
京都松ヶ崎

京都市営地下鉄烏丸線
「松ヶ崎」駅徒歩13分

4,490～6,650 56.95～70.40

さいたま市大宮区北袋町1丁目
601番1（地番）

JR東北本線「さいたま新都
心」駅徒歩5分

鉄筋コンクリート造
地上15階建

3LDK 2022年3月中旬

2024年5月下旬

Brillia Tower
堂島

JR京都線・JR神戸線
「大阪」駅徒歩9分

未定 37.01～126.92

大阪市北区堂島二丁目17番5
（地番）

OsakaMetro四つ橋線
「西梅田」駅徒歩4分

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造鉄骨造
地上49階建地下1階建

studio～3LDK

SHINTO CITY（シント・シ
ティ）3街区

JR京浜東北・根岸線「さい
たま新都心」駅徒歩8分

未定 68.04～72.54

さいたま市大宮区北袋町1丁目
601番2（地番）

JR東北本線「さいたま新都
心」駅徒歩8分

鉄筋コンクリート造
地上15階建

3LDK・4LDK 2022年3月中旬

3LDK・4LDK 2022年12月上旬

Brillia
金沢本町

JR北陸本線
「金沢」駅徒歩5分

京都市左京区松ヶ崎小竹藪町
3-3（地番）

叡山電鉄
「修学院」駅徒歩3分

鉄筋コンクリート造
地上5階建

1LDK～3LDK

4,198～5,748 64.79～93.49

前橋市表町2丁目29番26(地番)
鉄筋コンクリート造鉄骨造
地上27階建地下1階建

北陸鉄道浅野川線
「北鉄金沢」駅徒歩5分

鉄筋コンクリート造
地上10階建

Brillia　Tower
前橋

JR両毛線
「前橋」駅徒歩2分

3,188～6,580 60.85～82.82

2LDK～3LDK 2024年6月下旬

金沢市本町2丁目114番(地番）

https://www.shiki-b.jp/place/
https://www.shiki-b.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.shintocity.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.shintocity.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.bt-dojima.com/?iad=ttk-teikei
https://www.kyoto109.jp/?iad=ttk-teikei
https://maebashi.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://kanazawa05.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
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https://maebashi.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
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https://www.shintocity.jp/?iad=ttk-teikei
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