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ジオ二条 京都市中京区壬生朱雀町6番1および25番15（地番） 阪急阪神不動産 派遣

阪急阪神不動産 派遣

ジオ川西多田 兵庫県川西市東多田3丁目275番1他（地番） 阪急阪神不動産 派遣

ジオ明石本町 兵庫県明石市明石本町1丁目12番1（地番） 阪急阪神不動産 派遣

ジオ岡本レジデンス 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目4番14(住居表示) 阪急阪神不動産 派遣

R4.１ 東京都中央区晴海五丁目503番(地番) 派遣
三井不動産レジデンシャル

ジオ南武庫之荘 EAST/WEST
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目256番（地番）
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目205番（地番）

阪急阪神不動産 派遣

東急不動産 他
HARUMI FLAG

H19.10 ジュネーゼグラン天満 大阪府大阪市北区天満2丁目6番4 日本ジェネシス 販売代理

H20.2 ブランズ西大津レイクテラス 滋賀県大津市茶が崎小麦尻１番１２、他１筆 東急不動産 業務委託

H20.2 ジュネーゼグラン弁天町 大阪府大阪市港区弁天町4丁目11番64 日本ジェネシス 販売代理

MID都市開発

H20.6 ブリリア元町 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目6-2
東京建物

業務委託東急不動産
日本土地建物販売

H20.10 ワコーレ明石太寺 兵庫県明石市太寺2丁目10番 和田興産 業務委託

H20.7 クレアヒルズ千里津雲台 大阪府吹田市津雲台７－２０－２４ セントラル綜合開発 業務委託

H20.6 イトーピア豊中緑ヶ丘ロジュマン 大阪府豊中市緑丘4丁目1-30
伊藤忠都市開発

業務委託

業務委託

H20.10 ワコーレ明石大蔵 兵庫県明石市大蔵八幡町6番14 和田興産 業務委託

アートプランニング
レイディクス不動産

三菱電機ライフサービス
長谷工コーポレーション

H21.1 ドルフ灘ヴェールデュラン 兵庫県神戸市灘区都通１-7 日本クリエイト

H21.9 ルネ白鷺 大阪府堺市東区白鷺町3丁19－１ 総合地所 販売代理

H21.4 ヴューイスト泉ヶ丘 大阪府堺市南区三原台2丁2-13

ユニチカエステート

業務委託

販売代理

H22.2 ルネ東三国シティパークス 大阪市淀川区十八条１丁目4-6 総合地所 業務委託

アーバンライフ

店舗区画
南海電気鉄道
新星和不動産

H22.4 サンメゾン枚方朝日丘ＥＬＤO 大阪府枚方市朝日丘町13-33 三洋ホームズ

H22.6 ネバーランド平野本町テラスタワー 大阪府大阪市平野区平野本町１丁目15-1 日本エスコン 媒介

H22.5 なんば　グランドマスターズタワー 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目8番2

総合地所

販売代理

H22.5 なんば　グランドマスターズタワー 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目8番2

総合地所

業務委託
アーバンライフ
南海電気鉄道
新星和不動産

Ｈ23.7 ワンダースクエア 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目89番1
アートプランニング

業務委託
長谷工コーポレーション

Ｈ24.5 リベール関目ルクシィ 大阪府大阪市城東区関目6丁目38番 昭和住宅 業務委託

Ｈ24.5 リベール都島本通 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目51 昭和住宅 業務委託

Ｈ25.5 サンメゾン駒川中野エルド 大阪府大阪市東住吉区中野三丁目2番3 サンヨーホームズ 業務委託

Ｈ25.5 サンメゾン大津エルド 滋賀県大津市中央2丁目803番地 サンヨーホームズ 業務委託

Ｈ26.1 ユニハイム大津におの浜 滋賀県大津市におの浜三丁目1番20 ユニチカエステート 業務委託

Ｈ26.1 フォレスティア芦屋浜町 兵庫県芦屋市浜町111番1 住友林業 販売代理

H26.12 サンメゾン学園北一丁目エルド 奈良県奈良市学園北1丁目3060-4番 サンヨーホームズ 販売代理

Ｈ26.9 ユニハイム大日 門真市向島町3-35 ユニチカエステート 業務委託

H27.1 サンリーノ逆瀬川野上 兵庫県宝塚市野上6丁目1番19号他 サンヨーホームズ 業務委託

H26.12 サンメゾン京都二条月光町ゲート 京都府京都市中京区西ノ京東月光町30番８他 サンヨーホームズ 販売代理

ユニハイムエステート

H27.2 ユニハイム寝屋川香里園 大阪府寝屋川市寿町545-1,545-4,545-6 ユニチカエステート 業務委託

H28.9 ザ・サンメゾン京都御所西 京都府京都市上京区椹木町通烏丸西入養安町242番地の32、京都府京都市上京区室町通
椹木町下る大門町260番地

サンヨーホームズ 販売代理

H28.9 サンメゾン京都田辺駅前ユニハイム 京都府京田辺市田辺中央5丁目1-2他
サンヨーホームズ

販売代理

H29.11 ジオ宝塚南口 兵庫県宝塚市南口2丁目347番1 阪急阪神不動産 派遣

H29.11 ジ・アーバネックス芦屋owners 兵庫県芦屋市月若町3番8 大阪ガス都市開発 派遣

野村不動産

H29.11 ウェリス茨木 大阪府茨木市中津町812番１他
ＮＴＴ都市開発

派遣
阪急阪神不動産

H30.7 ジオ御所南　夷川富小路 京都府京都市中京区夷川通富小路西入俵屋町302番地 阪急阪神不動産 派遣

H30.4 ジオ神戸中山手通 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目7番5(地番)
阪急阪神不動産

派遣・業務委託

販売物件一覧
令和4年12月19日現在

マンション

販売時期 販売物件名 所在地 事業主 取引形態

ジオ文京千石

ジオ新丸子 派遣阪急阪神不動産神奈川県川崎市中原区丸子通1丁目610番1 他

派遣阪急阪神不動産東京都文京区千石4丁目94番23 他

ジオ六甲道 兵庫県神戸市灘区備後町3丁目11番1（地番） 阪急阪神不動産 派遣・業務委託

ジオ調布 東京都調布市布田6丁目１１番7他(地番) 阪急阪神不動産 派遣

H.30.9 ジオ京都御池油小路ザ・テラス

京都府京都市中京区油小路通御池下る式阿弥町121番2他
（地番）※2018年7月合筆予定

京都府京都市中京区姉小路通堀川東入鍛冶町176番8他
（地番）※2018年7月合筆予定

阪急阪神不動産
派遣

新都市企画

ジオ西宮北口 ザ・グレイス 兵庫県西宮市両度町1番16(地番) 阪急阪神不動産 派遣・業務委託

派遣・業務委託

ジオ西宮北口 松山町 兵庫県西宮市松山町102番1（地番） 阪急阪神不動産 派遣・業務委託

ジオ西宮今津 兵庫県西宮市出在家町34番1（地番） 阪急阪神不動産 派遣・業務委託

派遣

R2.10 ブランズタワー豊洲 東京都江東区豊洲5丁目100‐3（地番） 大成有楽不動産
NIPPO

東急不動産

ジオ西宮北口 ザ・クレール 兵庫県西宮市両度町132(地番) 阪急阪神不動産

ジオタワー南森町 大阪府大阪市北区東天満２丁目15－1 阪急阪神不動産

ジオ京都北山

東急不動産
京阪電鉄不動産

じょうてつ
R3.７ ブランズタワー札幌大通公園 札幌市中央区南2条西10丁目1－1(地番) 派遣

R3.9 ブランズシティ湘南台
神奈川県藤沢市円行字上河内

1893番1,4、2019番1の各一部（底地地番）
派遣

ジオグランデ芦屋船戸町 兵庫県芦屋市船戸町12-6（住居表示） 阪急阪神不動産 派遣

東急不動産

相鉄不動産
日鉄興和不動産

阪急阪神不動産京都府京都市北区上賀茂桜井町27番1(地番) 派遣

ラ・アトレレジデンス京都 京都府京都市下京区七条通間之町東入材木町477番地 ラ・アトレ 販売代理

ジオ門戸厄神 兵庫県西宮市下大市東町132-1（地番） 阪急阪神不動産 業務委託

ウェリス門戸厄神 レジデンス 兵庫県西宮市野間町33番1(地番) NTT都市開発 派遣・業務委託

JT西日本プロパティーズ

派遣

ローレルコート桃山台ザ・レジデンス 大阪府吹田市竹見台四丁目5番3、5番12 近鉄不動産 派遣

ローレルコート西宮中里町 兵庫県西宮市里中町三丁目53番1（地番） 近鉄不動産 派遣

宝塚ホテル跡地
ツインタワー計画

兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目22番


