
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 61戸

東京都 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 114戸

東京都 0.5%

提携優先４戸

新築ﾏﾝｼｮﾝ 84戸

東京都 0.5%

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%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 420戸

東京都 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 65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%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 44戸

埼玉県 0.5%

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

3LDK

2022年10月中旬

Brillia Tower 聖蹟桜ヶ丘
ブルーミングレジデンス

京王線
「聖蹟桜ヶ丘」駅徒歩4分

5,238～7,258 66.58～88.03

即入居可

Brillia 大島 Parkside
都営新宿線
「大島」駅徒歩9分

5,398～6,498 69.48～70.63

東京都豊島区池袋三丁目1631
番1,50,51(地番）

ＪＲ山手線「池袋」駅徒歩10
分・東京メトロ有楽町線「要
町」駅徒歩3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

39.00～103.72

Brillia City 石神井公園
ATLAS

西武池袋線「石神井公園」駅徒
歩20～25分

3,900～8,500 42.47～90.49

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階建

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）

BrilliaTower池袋West
東京メトロ丸ノ内線
「池袋」駅徒歩5分

5,950～21,290

東急東横線・大井町線
「自由が丘」駅徒歩2分

32.77～134.25

東京都世田谷区奥沢五丁目259
番1外（地番）

東急目黒線
「奥沢」駅徒歩7分

鉄筋コンクリート造
地上7階建て

1K～4LDK 2024年5月下旬

東急田園都市線
「池尻大橋」駅徒歩6分

25.25～125.38

東京都目黒区大橋2丁目683番
114（地番）

鉄筋コンクリート造地上7階建
(※但し建築基準法上は地下２階・地
上５階建)

1R～4LDK 2025年2月下旬

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

1DK～3LDK

3LDK 2023年10月中旬

練馬区春日町3丁目2065番1、6
（地番）

鉄筋コンクリート造
地上8階建

2LDK～3LDK 2023年2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

5,900～7,500 53.49～70.74

東京メトロ有楽町線
「平和台」駅徒歩18分

Brillia Tower 浜離宮
JR山手線・京浜東北線
「浜松町」駅徒歩5分

4,390～28,990 25.13～101.77

2024年1月上旬

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

3LDK

Brillia 志木 Place 4,390～5,260 54.00～63.00
東武東上線
「志木」駅徒歩5分

「箕面船場阪大前」駅徒歩3分
（2023年度開業予定）

鉄筋コンクリート造
地上6階建

2LDK～3LDK
朝霞市三原3丁目1520番1(地
番)

即入居可
※諸手続き後

京王井の頭線
「浜田山」駅徒歩9分

61.85～ 82.23

東京都杉並区浜田山 4 丁目
992-35、 36 (地番）

京王井の頭線
「西永福」駅徒歩13分

鉄筋コンクリート造
地上 3 階 地下 1 階建

3LDK～4LDK 2023年12月中旬

未定

未定

未定

Brillia自由が丘

Brillia目黒大橋

グランリビオ浜田山

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

●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2022年7月25日現在の表示となります

https://jiyugaoka.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://meguro-ohashi.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://nskre.jp/hamadayama/
https://ikenishi.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://shakujiikoen.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://hamarikyu.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://kasugacho1.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://www.bo65.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.b-seiseki.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.shiki-b.jp/place/
https://www.b-seiseki.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.b-seiseki.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.bo65.jp/?iad=ttk-teikei
https://shakujiikoen.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://shakujiikoen.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://ikenishi.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://kasugacho1.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://hamarikyu.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://www.shiki-b.jp/place/
https://jiyugaoka.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://meguro-ohashi.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://nskre.jp/hamadayama/


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

●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2022年7月25日現在の表示となります

新築ﾏﾝｼｮﾝ 149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 397戸

大阪府 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 40戸

大阪府 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 463戸

大阪府 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 94戸

兵庫県 0.5%

新築ﾏﾝｼｮﾝ 23戸

京都府 0.5%

提携優先1戸

新築ﾏﾝｼｮﾝ 27戸

京都府 0.5%

提携優先2戸

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

新座市東北2丁目24番106(地
番)

3LDK

67.26～70.36

2022年10月下旬

4,348～5,748 64.79～93.49

2023年3月下旬

71.17～73.10

大阪市天王寺区四天王寺一丁目76
番1
（地番）

Osaka Metro御堂筋線
「天王寺」駅徒歩10分

鉄筋コンクリート造
地上15階建て

3LDK 2024年3月下旬

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 2024年5月下旬

Brillia Tower 堂島
JR「大阪」駅徒歩9分
JR東西線「北新地」駅徒歩5分 未定 37.01～126.92

Brillia 四天王寺前夕陽ケ
丘

Osaka Metro谷町線
「四天王寺前夕陽ケ丘」駅徒歩2分 未定

JR京浜東北・根岸線「さいたま
新都心」駅徒歩8分

Brillia Tower 箕面船場 TOP
OF THE HILL

北大阪急行南北線
「千里中央」駅徒歩20分 未定 31.84～147.33

箕面市船場東三丁目8番他（地
番）

「箕面船場阪大前」駅徒歩3分（2023
年度開業予定）

鉄筋コンクリート造
地上30階建て

1LDK～3LDK 2025年1月下旬

大阪市北区堂島二丁目17番5
(地番）

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
即入居可
※諸手続き後

5,939～6,099
SHINTO CITY（シント・シ
ティ）

Brillia 志木 Garden
東武東上線
志木駅 徒歩4分

5,618～6,298

鉄筋コンクリート造
地上18階建

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

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

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

60.85～91.54

3LDK～4LDK 2024年6月下旬

金沢市本町2丁目114番(地番）

Brillia Tower 前橋
JR両毛線
「前橋」駅徒歩2分

3,178～6,580

2023年5月下旬
市営地下鉄烏丸線
「今出川」駅徒歩12分

5,100～7,400

鉄筋コンクリート造
地上5階建

55.85～71.59

2LDK～3LDK

京都市下京区堺町通五条上ル
俵屋町216番（地番）

阪急京都線
「烏丸」駅徒歩10分

鉄筋コンクリート造
地上8階建

1DK～2LDK

Brillia 京都五条
京都市営地下鉄烏丸線
「五条」駅徒歩5分

3,790～7,290 33.10～65.32

68.50～70.02

Brillia 京都松ヶ崎
京都市営地下鉄烏丸線
「松ヶ崎」駅徒歩13分

4,490～6,390 56.95～72.47

Brillia 京都鞍馬口

京都府京都市上京区寺ノ内通新町
西入妙顕寺前町515番14(地番)

市営地下鉄烏丸線
「鞍馬口」駅徒歩7分

兵庫県西宮市高塚町27番107
（地番）

鉄筋コンクリート造
地上3階 地下1階建て

3LDK～4LDK

即入居可
※諸手続き後

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

Brillia 夙川高塚町
阪急神戸線
「夙川」駅徒歩13分

6,260～11,880 79.07～107.74

2023年10月上旬

https://www.shiki-b.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.shintocity.jp/?iad=ttk-teikei
https://bt-minohsemba397.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://shitennoji40.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://www.bt-dojima.com/?iad=ttk-teikei
https://shukugawa94.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://kuramaguchi23.brillia.com/
https://gojo27.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://www.kyoto109.jp/?iad=ttk-teikei
https://maebashi.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://kanazawa05.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://www.bt-dojima.com/?iad=ttk-teikei
https://shitennoji40.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://shitennoji40.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://bt-minohsemba397.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://bt-minohsemba397.brillia.com/?iad=ttk-teikei
https://www.shintocity.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.shintocity.jp/?iad=ttk-teikei
https://www.shiki-b.jp/?iad=ttk-teikei
https://kanazawa05.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://maebashi.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://gojo27.brillia.com/?iad=ttk-teikei-os
https://www.kyoto109.jp/?iad=ttk-teikei
https://kuramaguchi23.brillia.com/
https://shukugawa94.brillia.com/?iad=ttk-teikei

