
【 ９駅６路線利用可で都心を自在にアクセス 】 

全邸南向き、三方道路の開放感！ 

 

提携企業にお勤めの皆様へ  ＜明和地所(株)より新築マンションのご案内 2月＞ 
 
 

≪提携割引を受けるまでの流れ≫ ※カードの提出がない場合には、特典が受けられませんのでご注意ください。 
①事前に紹介カードを発行し、モデルルーム等初回来場時に営業担当へご提出ください。 

②モデルルーム等来場時にアンケートの「物件をお知りになったきっかけ」欄【ご勤務先からの紹介】に☑、 

  また口頭で提携企業にお勤めの旨をご申告ください。 

③紹介カードが週末等で発行ができない場合には、こちらのチラシをご持参ください。(紹介カードは後日ご提出頂きます。) 

＜北海道＞  

 ≪今月のオススメ物件≫ 

物件名をクリックすると、物件ホームページへアクセスできます 

＜東京＞ 

物件名 所在地（地番） 交通 駅 
徒 

歩 
間取り 専有面積（㎡） 販売価格（万円） 

販売 

戸数 

引渡 

予定 
モデルルーム情報 

クリオ市谷柳町 
新宿区市谷柳町 

23番2、他 
都営大江戸線 牛込柳町 1分 1LDK～3LDK 30.89～55.16 4,399.4～7,594.3 4 

2021年 

8月下旬 

クリオ ライフスタイルサロン銀座公開中 

2020年2月下旬第2期1次販売開始予定 

クリオ町屋ウエストマークス 
荒川区町屋2丁目 

64番7 
東京メトロ千代田線 町屋 7分 

1LDK+S～

3LDK 
42.71～65.10 4,294.9～5,847.0 6 

2021年 

2月下旬 

インフォメーションセンター町屋公開中 

第3期先着順申込受付中 

第4期先着順申込受付中 

クリオ町屋サザンマークス 
荒川区荒川4丁目 

9番1 
東京メトロ千代田線 町屋 8分 2LDK+S・3LDK 58.48・66.64 4,992.7～5,686.1 3 

2020年 

12月中旬 

インフォメーションセンター町屋公開中 

先着順申込受付中 

クリオ ラベルヴィ祐天寺 
世田谷区下馬2丁目 

141番2、他 
東急東横線 祐天寺 14分 1LDK 32.84 4,497.2 1 

2020年 

3月下旬 

クリオ ライフスタイルサロン銀座公開中 

先着順申込受付中 

クリオ練馬北町 
練馬区北町1丁目 

158番1、他 
東武東上線 東武練馬 6分 2LDK+S・3LDK 62.94～70.30 5,152.6～6,155.7 7 

2020年 

4月上旬 

クリオ ライフスタイルサロン池袋公開中 

最終分譲先着順申込受付中 

キャンセル住戸先着順申込受付中 

クリオ ラベルヴィ三ノ輪 
台東区竜泉2丁目14番14（住

居表示） 
東京メトロ日比谷線 三ノ輪 4分 1LDK 34.45 3,957.3 1 

即入居可 

※1 

クリオ ライフスタイルサロン銀座公開中 

建物内内覧会開催中 

キャンセル住戸先着順申込受付中 

クリオ ラベルヴィ蔵前 
東京都台東区三筋2丁目5番1

他 
都営地下鉄浅草線 蔵前 5分 1LDK～2LDK 31.05～54.78 未定 未定 

2021年 

8月下旬 

クリオ ライフスタイルサロン銀座公開中 

2020年2月下旬販売開始予定 

都営地下鉄浅草線「蔵前」駅 徒歩５分！ 

クリオ ラベルヴィ蔵前 

 

 

0.5    ％割引 

提携特典 

販売価格より 

    

 （税抜） 

【販売概要予告】 

■所在地：東京都台東区三筋２丁目5番1、5番12（地番） ■

交 通 ：（1）都 営 地 下 鉄 浅 草 線「蔵 前」駅 徒 歩 5 分  

（2）都営地下鉄大江戸線「蔵前」駅徒歩6分 ■構造・規模：鉄

筋コンクリート造・地上12階建 ■総戸数：40戸(住戸33戸、事

業協力者住戸4戸、事業協力者事務所2戸、管理事務室1戸) 

■販売住戸数：未定 ■間取り：1LDK～2LDK ■専有面積：

31.05㎡～54.78㎡ ■販売価格：未定 ■入居時期：2021年8

月下旬   

◇記載の情報は2020年2月10日時点のものです。詳しくはホームページ
をご覧ください。 

物件名 所在地（地番） 交通 駅 
徒 

歩 
間取り 専有面積（㎡） 販売価格（万円） 

販売 

戸数 

引渡 

予定 
モデルルーム情報 

クリオ元町駅前 
札幌市東区北二十三条東 

15丁目8番1、他 
札幌市営地下鉄東豊線 元町 1分 2LDK～4LDK 54.76～85.81 2,986.9～4,884.8 8 

2020年 

11月下旬 

クリオ ライフスタイルサロン札幌公開中 

第1期1次先着順申込受付中 

第2期1次・10次先着順申込受付中 

クリオ福住ガーデンマークス 
札幌市豊平区月寒東一条 

15丁目36番22 
札幌市営地下鉄東豊線 福住 7分 2LDK～4LDK 53.78～101.89 2,995.3～4,984.9 12 

2020年 

3月下旬 

クリオ ライフスタイルサロン札幌公開中 

第1期1次～7次先着順申込受付中 

第3期1次先着順申込受付中 

クリオ平岸マスタープレイス 
札幌市豊平区平岸二条 

5丁目9-21、他 
札幌市営地下鉄南北線 平岸 5分 3LDK 69.72・71.77 3,530.7～4,254.2 11 

2020年 

3月下旬 

クリオ ライフスタイルサロン札幌公開中 

最終分譲先着順申込受付中 

クリオ レジダンス南郷緑邸 
北海道札幌市白石区南郷通１

９丁目南12番  
札幌市営地下鉄東西線 

南郷 

18丁目 
2分 3LDK 64.93・90.23 3,411.6～4,756.9 5 

即入居可 

※1 

クリオライフスタイルサロン札幌公開中 

建物内見学開催中 

最終分譲先着順申込受付中 

＜ 資料請求受付中 ＞ 

２０２０年２月下旬 販売開始予定 

https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/854_IchigayaYanagicho/&waad=hWOXf3eN
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/850_Machiya2/&waad=prmEsz44
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/843_Machiya/&waad=dmGSoNkz
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/842_Yutenji/&waad=ElYTKO43
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/837_NerimaKitamachi/&waad=J7n5IbL2
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=http://www.meiwajisyo.co.jp/clio/800_Minowa/&waad=R9epZl4A
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/862_Kuramae/&waad=Sy2cMAd4
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/847_Motomachi/&waad=Tzv4irXg
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/835_Fukuzumi/&waad=JYTCS6VB
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/828_Hiragishi/&waad=GuGMPACS
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/820_Nango/&waad=u7f3rfCR


＜福岡＞ 

 

※1：入居に必要な全て手続きを全て終了した後となります。  ※2：予定販売価格（100万円単位） ◇記載の情報は2020年2月10日時点のものです。詳しくはホームページをご覧ください。 

物件名 所在地（地番） 交通 駅 
徒 

歩 
間取り 専有面積（㎡） 販売価格（万円） 
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クリオ ラベルヴィ赤坂 
福岡市中央区大手門2丁目 

22番、他 
福岡市地下鉄空港線 赤坂 7分 1LDK 33.46～34.92 

2,200万円台～

2,700万円台※2 
8 

2021年 

4月上旬 

クリオ ライフスタイルサロン福岡にて事前案内開催中 

2020年2月下旬販売開始予定 

クリオ ラベルヴィ呉服町イースト 
福岡市博多区下呉服町 

511番、他 
福岡市地下鉄箱崎線 呉服町 6分 1LDK・2LDK 34.07～44.39 2,293.4～3,568.7 7 

2020年 

7月下旬 

クリオ ライフスタイルサロン福岡公開中 

第1期1次・第1期2次・第2期1次 

先着順申込受付中 

クリオ ラベルヴィ天神 
福岡市中央区今泉 

2丁目3番36（住居表示） 
福岡市地下鉄七隈線 薬院大通 5分 1LDK 34.40 2,791.1・2,938.0 2 

即入居可 

※1 

クリオ ライフスタイルサロン福岡公開中 

建物内覧会開催中 

キャンセル住戸先着順申込受付中 

クリオ久留米セントラルマークス 
久留米市中央町 

19番4（住居表示） 
JR鹿児島本線・九州新幹線 久留米 8分 3LDK 68.67～87.15 2,533.7～3,893.0 7 

即入居可 

※1 

現地建物内モデルルーム公開中 

キャンセル住戸先着順申込受付中 

先着順申込受付中 

０１２０-２２７-９９７ 
■お問い合わせ・資料請求は･･･AM10:00～PM6:00 

明和地所 提携 

■くわしくはこちら・・・ 

検索 

物件名 所在地（地番） 交通 駅 
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間取り 専有面積（㎡） 販売価格（万円） 
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クリオ ラベルヴィ関内 
横浜市中区末広町2丁目 

3番24 
JR京浜東北・根岸線・横浜線 関内 3分 

Studio(1R)～

2LDK 
26.63～45.54 未定 6 

2021年 

12月中旬 

クリオ ライフスタイルサロン横浜公開中 

2020年2月下旬第1期2次販売開始予定 

クリオ武蔵小杉ガーデンマークス 
川崎市中原区市ノ坪字広町

363番17、他 

JR南武線・横須賀線・ 

湘南新宿ライン 
武蔵小杉 11分 1LDK～3LDK 33.45～73.41 3,294.3～6,895.9 6 

2021年 

3月下旬 

インフォメーションセンター武蔵小杉公開中 

第2期先着順申込受付中 

クリオ溝の口ブライトマークス 
川崎市高津区下作延 

4丁目566番1、他 
東急田園都市線 溝の口 11分 3LDK 65.69～88.04 4,597.6～6,992.7 6 

2021年 

4月上旬 

クリオ ライフスタイルサロン川崎公開中 

第1期2次先着順申込受付中 

2020年2月下旬第2期1次販売開始予定 

クリオ横濱ディアマークス 
横浜市西区浅間町2丁目 

96番4、他 
横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜 11分 2LDK～3LDK 44.25～73.72 4,695.1～8,288.1 4 

2020年 

11月中旬 

クリオ ライフスタイルサロン横浜公開中 

キャンセル住戸先着順申込受付中 

最終期先着順申込受付中 

クリオ ラベルヴィ武蔵小杉カルム 
川崎市中原区今井南町 

392番4、他 
東急東横線 武蔵小杉 8分 1LDK・2LDK 30.60～48.87 3,693.9～5,992.2 8 

2020年 

7月下旬 

インフォメーションセンター武蔵小杉公開中 

第3期先着順申込受付中 

第4期先着順申込受付中 

クリオ横濱弘明寺 
横浜市南区中島町 

3丁目58番1、他 
横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺 5分 2LDK+S・3LDK 64.31～77.28 未定 4 

2020年 

6月下旬 

クリオ ライフスタイルサロン横浜公開中 

2020年2月中旬第3期1次販売開始予定 

クリオ レジダンス横濱ベイサイド 
横浜市神奈川区星野町 

8番3、他 
JR京浜東北線・横浜線 東神奈川 13分 2LDK+S・3LDK 70.25～103.26 5,496.9～8,882.0 8 

2020年 

3月下旬 

クリオ ライフスタイルサロン横浜公開中 

第2期2次先着順申込受付中 

クリオ片瀬江ノ島 
藤沢市片瀬海岸2丁目 

2932番265 
小田急江ノ島線 片瀬江ノ島 6分 2LDK 56.25・57.06 4,659.8・5,066.9 2 

即入居可 

※1 

クリオ ライフスタイルサロン湘南公開中 

建物内覧会開催中 

先着順申込受付中 

クリオ鵠沼海岸 
藤沢市鵠沼海岸 

3丁目5351番1、他 
小田急江ノ島線 鵠沼海岸 3分 2LDK+S・3LDK 66.03・100.05 5,360.5・9,111.9 2 

2020年 

2月下旬 

クリオ ライフスタイルサロン湘南公開中 

先着順申込受付中 

クリオ横濱東白楽 
横浜市神奈川区平川町 

14番4 
東急東横線 東白楽 5分 

1LDK～

2LDK+S 
32.95～66.73 3,936.9～6,335.2 5 

即入居可 

※1 

クリオ ライフスタイルサロン横浜公開中 

建物内覧会開催中 

先着順申込受付中 

クリオ レジダンス横濱ザ・マークス 
横浜市西区花咲町 

6丁目138番地1（住居表示） 
みなとみらい線 

みなと 

みらい 
9分 3LDK 101.72・106.30 9,999.0～14,059.1 3 

即入居可 

※1 

クリオライフスタイルサロン横浜公開中 

現地内覧会開催中 

先着順申込受付中 

クリオ横濱蒔田公園 
横浜市南区宮元町1丁目4番1

（地番） 
横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町 5分 

1LDK～

2LDK+S 
30.97～62.19 未定 未定 

2021年 

11月上旬 
クリオ ライフスタイルサロン横浜公開中 
2020年2月下旬販売開始予定 

＜神奈川＞ 

＜愛知＞ 

物件名 所在地（地番） 交通 駅 
徒 

歩 
間取り 専有面積（㎡） 販売価格（万円） 

販売 

戸数 

引渡 

予定 
モデルルーム情報 

クリオ刈谷セントラルマークス 
刈谷市大正町3丁目 

108番1、他（地番） 
名鉄三河線 刈谷市 2分 3LDK・4LDK 78.54～93.25 3,875.4～4,970.4 5 

2021年 

4月下旬 

クリオ ライフスタイルサロン刈谷公開中 

第1期先着順申込受付中 

クリオ名古屋城西 
名古屋市西区城西2丁目 

1316番、他 
名古屋市営地下鉄鶴舞線 浅間町 5分 2LDK・2LDK+S 48.28～82.02 3,925.1～5,529.4 3 

2020年 

4月下旬 

クリオ ライフスタイルサロン名古屋公開中 

最終分譲先着順申込受付中 

https://www.meiwajisyo.co.jp/clioselection/
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/851_Akasaka/&waad=RasQqcRL
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/841_Gofukumach2/&waad=DlSJDPa7
http://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/821_Tenjin/&waad=wMqUUAPU
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/817_kurume/&waad=v8SB1rqr
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/857_Kannai/&waad=0biVIcAh
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/856_MusashikosugiGM/&waad=UPbXeUYX
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/849_MizonokuchiBM/&waad=uqANTIGB
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/846_YokohamaDearMarks/&waad=HVKNMk7b
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/848_Musashikosugi/&waad=XcG52k6w
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/840_YokohamaGumyoji/&waad=om5ZTKqN
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/825_YokohamaBayside/&waad=LZxFpHrn
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/834_KataseEnoshima/&waad=wN5GSSA5
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/833_Kugenumakaigan/&waad=GUo6m4tv
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/827_YokohamaHigashihakuraku/&waad=bbLyQ1NE
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=http://www.meiwajisyo.co.jp/clio/804_Yokohama/&waad=ux3uqPpG
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/860_MaitaKoen/&waad=GM200C25
https://www.meiwajisyo.co.jp/clioselection/
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/859_Kariya/&waad=YSFNXfcP
https://www.meiwajisyo.co.jp/redirect.php?url=https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/839_Josai/&waad=yNTBcFfM

