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物件名 交通 種別 総戸数 購入者特典 物件HP

ウエリス市谷加賀町 　※1
都営大江戸線「牛込柳町」駅徒歩6分
東京メトロ有楽町線・南北線、都営新宿「市ヶ谷」駅徒歩14分

マンション 20戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://wellith.jp/kagacho/

ルジェンテ新宿御苑前
東京メトロ丸の内線「新宿御苑前」駅徒歩7分、
東京メトロ丸の内線、副都心線、都営地下鉄新宿線「新宿3丁目」駅徒歩8
分

マンション 84戸 販売価格（税抜）の0.5％ http://l-shinjuku.com/

ルフォン東中野三丁目　※1
JR中央・総武線「東中野」駅徒歩7分 都営地下鉄大江戸線「東中野」駅徒
歩6分 東京メトロ東西線「落合」駅徒歩5分

マンション 44戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.lefond.jp/higashinakano/

グレーシア世田谷尾山台　※1 東急大井町線「尾山台」駅徒歩18分 マンション 29戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.oyamadai29.com/

リビオ下北沢 小田急小田原線・京王井の頭線「下北沢」駅徒歩6分、京王井の頭線「池ノ上」駅徒歩3分 マンション 22戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://nskre.jp/shimokitazawa/

ルジェンテ日暮里ガーデン
JR山手線・京浜東北線・常磐線・日暮里舎人ライナー「日暮里」駅徒歩8分,
京成線「日暮里」駅徒歩7分

マンション 24戸 販売価格（税抜）の0.5％ http://l-nippori24.com/

リビオレゾン浅草  ※1
つくばエクスプレス「浅草」駅徒歩6分,東京メトロ銀座線「浅草」駅徒歩12分,
東武スカイツリーライン「浅草」駅徒歩12分,東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒
歩14分,都営浅草線「浅草」駅徒歩15分

マンション 61戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://nskre.jp/asakusa/index.html

ルジェンテ浅草アベニュー
つくばエクスプレス「浅草」駅徒歩7分,東京メトロ銀座線「浅草」駅・「田原
町」駅徒歩14分,東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒歩14分,東武スカイツリーラ
イン「浅草」駅徒歩14分,都営地下鉄浅草線「浅草」駅徒歩15分

マンション 23戸 販売価格（税抜）の0.5％ http://l-asakusa.com/

ルフォン　ザ・タワー大塚
JR山手線「大塚」駅徒歩4分、東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅徒歩9分
東京さくらトラム（都電荒川線）「大塚駅前」駅徒歩4分

マンション 146戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.lefond.jp/otsuka-tower/

リビオレゾン王子
東京メトロ南北線「王子」駅4番出入口徒歩４分
JR京浜東北線「王子」駅北口徒歩6分
東京さくらトラム（都電荒川線）「王子駅前」徒歩7分

マンション 58戸 未定 https://nskre.jp/oji2/index.html

NEW!! バウス上中里　※1
JR京浜東北線「上中里」駅より徒歩2分
東京メトロ南北線「西ヶ原」駅より徒歩8分
JR山手線「駒込」駅より徒歩14分

マンション 56戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.baus-web.jp/baus/kaminakazato/

ブランズシティ調布 京王線「調布」駅徒歩7分 マンション 305戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://sumai.tokyu-land.co.jp/branz/chofu/

ドレッセタワー南町田グランベリーパーク 東急田園都市線「南町田グランベリーパーク」駅徒歩１分 マンション 375戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.d-minamimachida-gbp.com/

ジオガーデン大森山王　※1 JR京浜東北線「大森」駅徒歩11分・都営浅草線「馬込」駅徒歩13分 戸建 8戸 販売価格（税込）の1％ https://8984.jp/geogarden/gg-oomorisanno/

ウエリスコート吉祥寺南　※1
JR中央・総武線「西荻窪」駅徒歩11分、京王井の頭線「三鷹台」駅徒歩13
分、JR中央・総武線・京王井の頭線「吉祥寺」駅徒歩16分

戸建 12戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://wellith.jp/kichijoji/

【神奈川県】

物件名 交  通 種別 総戸数 購入者特典 物件HP

ルジェンテ新丸子
東急東横線・東急目黒線「新丸子」駅徒歩徒歩7分、JR南武線「武
蔵小杉」駅徒歩13分、東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅徒歩14
分、JR横須賀線、湘南新宿ライン「武蔵小杉」駅徒歩15分

マンション 28戸 販売価格（税抜）の0.5％ http://l-shinmaruko.com/

リビオレゾン横浜鶴見ステーションサイト　※1
京急本線「京急鶴見」駅 徒歩3分、
JR京浜東北線･根岸線、鶴見線「鶴見」駅 徒歩6分

マンション 118戸 未定 https://nskre.jp/tsurumi/

ドレッセタワー武蔵小杉
 東急東横線「武蔵小杉」駅徒歩3分
JR南武線「武蔵小杉」駅徒歩6分
JR横須賀線・湘南新宿ライン「武蔵小杉」駅徒歩８分

マンション 160戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.d-musashikosugi.com/ 

ドレッセタワー新綱島 東急東横線「綱島」駅徒歩3分、東急新横浜線「新綱島」駅徒歩1分 マンション 252戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.d-shintsunashima.com/

ドレッセ青葉荏田北フロント 東急田園都市線「江田」駅徒歩3分 マンション 50戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.d-edakita.com/

ドレッセ港北ニュータウン中川 横浜市営地下鉄ブルーライン「中川」駅 徒歩6分 マンション 62戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://d-nakagawa.com/

ドレッセ中央林間 東急田園都市線「中央林間」駅徒歩5分 マンション 857戸 販売価格（税抜）の0.5％ http://www.d-chuo-rinkan.com/

グレーシア横浜十日市場　※1 ＪＲ横浜線 「十日市場」駅より徒歩5分 マンション 256戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.sotetsufudosan.co.jp/tokaichiba/index.html

バウス平塚　※1 JR東海道本線・湘南新宿ライン「平塚」駅（西改札口）徒歩2分 マンション 118戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.baus-web.jp/baus/hiratsuka/

ザ・パークハウスオイコス鎌倉大船　※1

JR東海道本線、JR横須賀線、JR湘南新宿ライン、JR京浜東北線・根岸
線、
JR横浜線・根岸線「大船」駅より徒歩8分、
湘南モノレール「大船」駅より徒歩9分

マンション 401戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.mecsumai.com/tpho-kamakura-ofuna/

NEW!! ウエリスコートあざみ野　※1
横浜市営地下鉄ブルーライン「あざみ野」駅徒歩5分
東急田園都市線「あざみ野」駅徒歩6分

戸建 11戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://wellith.jp/azamino11/

フォレストガーデン青葉荏田北 東急田園都市線「江田」駅より徒歩4分 戸建 10戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://sfc.jp/bunjyo/aobaedakita/

ジオガーデン鎌倉佐助　※1 ＪＲ横須賀線・湘南新宿ライン「鎌倉」駅 徒歩１０分 戸建 8戸 販売価格（税込）の1％ https://8984.jp/geogarden/kamakura/

東急リバブルは、皆様のマイホーム購入

をバックアップいたします！

割引特典を受けるために

０.５％～１％ 割引

１.お勤め先の窓口へ、紹介カードの発行を依頼

２.紹介カードを持って、モデルルームへ！

対象物件をご購入頂くと、

割引特典がございます。

提携法人へお勤めの皆様へ

東急リバブル ご紹介物件 購入者特典一覧（エリア別）

※４

提携法人様専用サイト

詳しくは下記サイトをクリック！
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【埼玉県】

物件名 交通 種別 総戸数 購入者特典 物件HP

クレアホームズ戸田公園 ※1 JR埼京線「戸田公園」駅徒歩7分 マンション 42戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://todakoen.clare.jp/index.html

NEW!! ジオ八潮ウエストレジデンス/イーストレジデンス
ウエストレジデンス：つくばエクスプレス「八潮」駅 徒歩7分
イーストレジデンス：つくばエクスプレス「八潮」駅 徒歩6分

マンション 41戸/42戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://geo.8984.jp/yashio/

SHINTO CITY ※1
京浜東北・根岸線「さいたま新都心」駅徒歩5分
東北本線「さいたま新都心」駅徒歩5分

マンション 1,000戸 販売価格（税抜）の0.5％ http://shintocity.jp/

ブランズタワー所沢 西武池袋線・西武新宿線「所沢」駅徒歩6分 マンション 155戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://sumai.tokyu-land.co.jp/branz/tokorozawa/

未来の森ガーデン東久留米
西武池袋線「東久留米」駅徒歩20分
西武池袋線「東久留米」駅よりバス8分、「西堀小学校」バス停徒歩
1分

戸建 １４５戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://mirainomori145.com/

【愛知県】

物件名 交通 種別 総戸数 購入者特典 物件HP

プレディアステージ in ミタステラス
名鉄名古屋本線「鳴海」駅徒歩16分
名古屋市営地下鉄名古屋桜通線「野並」駅24分

戸建 36戸 建物価格（税抜）の0.5％ https://www.mitasu-terrace.jp/

プレディアステージ有松ヒルズ 名鉄名古屋本線「有松」駅徒歩15分 戸建 34戸 建物価格（税抜）の0.5％ https://www.jrwp-arimatsu34.com/

【大阪府】

物件名 交通 種別 総戸数 購入者特典 物件HP

ブランズシティ千里古江台 大阪モノレール線「山田」駅徒歩10分他 マンション 254戸 　販売価格（税抜）の0.5％ https://sumai.tokyu-land.co.jp/branz/furuedai/

【沖縄県】

物件名 交通 種別 総戸数 購入者特典 物件HP

プレミアムAXISエンズ那覇楚辺 ※1 『与儀小学校前』バス停徒歩1分(約80ｍ) マンション 45戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://axis.okinawa/

※3 上記HPアドレスは、インターネットエクスプローラーのバージョンによっては正常に表示されない場合がございます。

※4 掲載の外観完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色味等は実際とは異なります。また、外観の細部・設備機器・雨樋・給気口・

    スリーブ配管類等、および周辺建物・電柱・架線は一部省略又は簡略化しております。また、計画段階のもので今後変更となる場合があります。


　

※2 特典は予告なく変更となる場合があります。

※1 上記物件の売主等と提携されている場合､そちらの制度が適用となる場合がございます｡また、共同事業物件は、共同事業会社

　  により特典が異なる場合がございます。ご紹介受付が弊社以外の場合がございますので、事前に下記窓口へお問い合わせ下さい。

東急リバブル株式会社 アセット事業本部 提携法人窓口

住所：東京都渋谷区道玄坂1-9-5 渋谷スクエアA 7Ｆ

E-mail：teikei@ma.livable.jp

定休日：毎週水、木曜日、第3火曜日（祝日除く）

東急リバブル 提携法人様専用サイト

詳しくはこちらをクリック！
こちら↓からもご覧いただけます！
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