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物件名 交通 種別 総戸数 購入者特典 物件HP

リビオレゾン参宮橋 小田急小田原線「参宮橋」駅より徒歩7分、京王線「初台」駅より徒歩9分 マンション 54戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://nskre.jp/sangubashi/index.html

バウス新中野　※1 東京メトロ丸ノ内線「新中野」駅徒歩７分、東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」駅徒歩5分 マンション 36戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.baus-web.jp/baus/shinnakano/

ルジェンテ池袋立教通り

東京メトロ丸の内線・有楽町線・副都心線「池袋」駅　C3出口より徒歩8分
JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン・東武東上線「池袋」駅　西口（中央）よ
り徒歩13分　西武池袋線「池袋」駅　東口より徒歩15分
東京メトロ有楽町線・副都心線「要町」駅6番出口より徒歩6分

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

ルジェンテ駒込六義園リビオレゾン　※1

東京メトロ南北線「駒込」駅（1番出口）徒歩4分
JR山手線「駒込」駅(南口)徒歩6分
都営三田線「千石」駅(Ａ4出口)徒歩10分
JR山手線「巣鴨」駅(南口)徒歩15分
都営三田線「巣鴨」駅(Ａ1出口)徒歩16分

マンション 51戸 販売価格（税抜）の0.5％ http://l-komagome.com/

ザ・タワー十条　※1
JR埼京線「十条」駅より徒歩１分
JR京浜東北線「東十条」駅より徒歩9分

マンション 578戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://sumai.tokyu-land.co.jp/THETOWER/JUJO/

ルジェンテ上野黒門町

東京メトロ千代田線「湯島」駅徒歩2分、東京メトロ銀座線「上野広小路」駅・
「末広町」駅徒歩4分、都営大江戸線「上野御徒町」駅徒歩4分、JR山手線・
京浜東北線「御徒町」駅徒歩5分、東京メトロ日比谷線「仲御徒町」駅徒歩6
分、京成電鉄京成本線・成田スカイアクセス線「京成上野」駅徒歩9分
JR山手線・京浜東北線・常磐線快速・宇都宮線・高崎線・上野東京ライン・
新幹線（秋田・上越・東北・北陸・山形）・東京メトロ日比谷線「上野」駅徒歩
11分、JR京浜東北線・山手線・中央線総武線各駅停車「秋葉原」駅徒歩12
分、つくばエクスプレス「秋葉原」駅徒歩13分、C18東京メトロ日比谷線「秋
葉原」駅徒歩14分
東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅徒歩14分、JR中央線快速・中央線総武線
各駅停車「御茶ノ水」駅徒歩15分、東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅徒
歩15分

マンション 50戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://l-kuromoncho.jp/

NEW! シエリア蔵前

都営浅草線「蔵前」駅徒歩3分、都営大江戸線「蔵前」駅徒歩7分、東京メト
ロ銀座線「田原町」駅徒歩11分、JR総武線「浅草橋」駅徒歩11分、都営浅
草線「浅草橋」駅徒歩10分、つくばエクスプレス線「新御徒町」駅徒歩10分、
都営浅草線「浅草」駅徒歩16分

マンション 41戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.cielia.com/m/kuramae41/

プレミアムレジデンス町屋
東京メトロ千代田線「町屋」駅徒歩12分、京成本線「町屋」駅徒歩14分、
都電荒川線「町屋駅前」駅徒歩13分

マンション 29戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://pr-machiya.com/

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/

フォレストガーデン世田谷等々力

東急大井町線「尾山台」駅徒歩12分、東急大井町線「等々力」駅徒歩15
分、
東急田園都市線「二子玉川」駅へバス乗車13分 バス停徒歩3分、
東急東横線「自由が丘」駅へバス乗車8分 バス停徒歩6分

戸建 15戸 ※5 http://todoroki15.jp/

【神奈川県】

物件名 交  通 種別 総戸数 購入者特典 物件HP

THE YOKOHAMA FRONT TOWER 　※1

東急東横線・横浜高速鉄道みなとみらい線・JR京浜東北線（根岸線）・JR
東海道本線・JR横須賀線・JR横浜線（根岸線）・JR湘南新宿ライン・JR上野
東京ライン・京浜急行電鉄本線「横浜」駅きた西口徒歩3分,横浜市交通局
ブルーライン 「横浜」駅徒歩8分,相鉄本線「横浜」駅徒歩9分

マンション 459戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://yokohama-direct.jp/index.html

メイツザ・マークス新横浜　※1
横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅（8出口）より徒歩5分
JR東海道新幹線・横浜線「新横浜」駅（新幹線東口）より徒歩7分
相鉄・東急直通線「新横浜」駅より徒歩5分

マンション 118戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.m-cd.co.jp/sumai/mansion/syuto/sinki/meitsu-s118/

ヒルサイドフォレスト横浜戸塚　※1

 横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚」駅徒歩12 分（フォレスト棟）、徒歩13
分（ヒルサイド棟）
ＪＲ東海道本線・横須賀線・湘南新宿ライン「戸塚」駅徒歩13分（フォレスト
棟）、徒歩14分（ヒルサイド棟）

マンション 204戸 販売価格（税込）の0.5％ https://hillsideforest-yokohamatotsuka.jp/

ルフォン横浜根岸　※1 JR京浜東北線・根岸線「根岸」駅より徒歩６分 マンション 37戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.lefond.jp/yokohama-negishi/

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3分 マンション 118戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.baus-web.jp/baus/hiratsuka/

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

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/

【千葉県】

物件名 交通 種別 総戸数 購入者特典 物件HP

ジオ船橋夏見　※1

JR総武本線「船橋」駅 北口徒歩11分
JR中央・総武線「船橋」駅 北口徒歩11分
東武野田線「船橋」駅 北口徒歩11分
京成本線「京成船橋」駅 徒歩13分
東葉高速鉄道「東海神」駅 駅徒歩10分

マンション 88戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://geo.8984.jp/mansion/funabashi/

【愛知県】

物件名 交通 種別 総戸数 購入者特典 紹介料

プレディア瑞穂岳見町 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」駅 徒歩約9分 マンション 43戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.predear.com/pj/mizuhotakemicho/

モアグレース千種ミッドステージ ※1
地下鉄東山線「千種」駅 徒歩5分、「新栄町」駅 徒歩5分
JR中央本線「千種」駅 徒歩7分、地下鉄桜通線「車道」駅 徒歩7分

マンション 39戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.mghome.co.jp/chikusa-mid/index.php

モアグレース赤池 ※1 地下鉄鶴舞線･名鉄豊田線「赤池」駅 徒歩10分 マンション 44戸 販売価格（税抜）の0.5％ https://www.mghome.co.jp/akaike/

【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。

※5 本件詳細につきましては、お手数おかけいたしますが下記メールアドレスまで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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