
施工実績マップ 【相模原市中央区①相模原・矢部・上溝周辺】 

 
30 

【ライトモダン】 

住所：相模原8-3-21 

構造：WRC  

規模：4F 1K×16戸 

竣工：H31年3月 

【グランスワン芝田ビル】 

住所：相模原5-1-7 

構造：RC  

規模：8F 1LDK×20戸 

          店舗×1戸 

          事務所×1戸 

竣工：H22年8月  
19 

【Station Palece 

(ステーション パレス)】 

住所：相模原4-5-11 

構造：WRC  

規模：4F 1K×8戸 

竣工：H18年3月 
 7 

【Fragrante(フラグランテ)】 

住所：相模原4-6-17 

構造：RC 

規模：5F 1K×16戸・店舗×1戸 

竣工：H16年3月 

  2 

【Clair Saison 

(クレールセゾン)】 

住所：中央2-9-2 

構造：WRC  

規模：4F 1LDK×4戸 

          2LDK×8戸 

竣工：H25年2月  
23 

 22 

【ヴィクトワール・フルーヴ

Ⅳ･Ⅴ】 

 住所：横山3-20-18.22 

 構造：WRC  

 規模：2棟3F 2LDK×12戸 

 竣工：H24年9月 

【Bear横山(ベアー横山)】 

住所：横山6-8-14 

構造：WRC  

規模：4F 1K×9戸 

竣工：H21年2月 

 
15 

 
10 

【CREST星が丘 

(クレスト 星が丘)】 

住所：星が丘3-7-21 

構造：WRC  

規模：3F 1LDK×3戸・自宅×1戸 

          事務所×1戸 

竣工：H19年12月 

 
1 

【ラ・フォーレ参番館 

       ・伍番館】 

住所：上溝1600-1 

構造：WRC  

規模：2棟3F 2LDK×12戸 

竣工：H14年1月 

 
13 

【Bell Village 3rd 

  (ベルヴィラージュサード)】 

住所：清新1-6-9 

構造：WRC  

規模：4F 1K×12戸･1LDK3戸 

竣工：H20年12月 

【reveur(リヴェール)】 

住所：矢部2-3-24 

構造：WRC  

規模：4F 1LDK×5戸･2LDK×6戸 

竣工：H25年12月 
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【Upper Field 

    (アッパーフィード)】 

住所：矢部3-3-19 

構造：WRC 

規模：3F 1K×12戸 

竣工：H20年2月 

 11 

 
14 

【ヴィクトワールフルーⅡ】 

住所：千代田6-10-10 

構造：WRC  

規模：3F 2LDK×6戸 

竣工：H21年1月 

 【elf(エルフ)】 

住所：矢部3-20-2 

構造：WRC  

規模：3F 1K×13戸 

竣工：H25年3月 

 
24 

【スタンフロゼ矢部】 

住所：矢部4-19-4 

構造：WRC 

規模：3F 1K×9戸 

竣工：H19年11月 

 
9 

 
4 

  【葉月壱番館】 

住所：中央1-10-2 

構造：WRC  

規模：4F 1K×15戸 

          ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

竣工：H16年7月 

 【10’s(テンズ)】 

住所：弥栄1-8-18 

構造：WRC  

規模：2F 1K×10戸 

竣工：H16年6月 

 
3 

  【アドバンス相模原】 

住所：相模原4-4-15 

構造：RC 

規模：8F 1K×29戸･1LDK×1戸 

竣工：H19年1月 

 
8 

【上溝4丁目計画】 

住所：上溝4-15-14 

構造：WRC  

規模：2棟2F 3LDK×2戸 

竣工：H21年8月 

 
16 

 【Perte(ペルテ)】 

住所：相生3-11-13 

構造：WRC  

規模：3F 1LDK×6戸 

竣工：H23年1月 

 
21 

【Sun Junes Hashimoto 

  (サンジュネス橋本)】 

住所：南橋本1-7-4 

構造：RC 

規模：3F 1LDK×10戸 

          自宅×1戸 

竣工：H28年2月  
27 

【Chateau Life SagamiharaⅡ 

   (シャトーライフ相模原)】 

  住所：相模原5-11-6 

  構造：WRC  

  規模：7F 1K×12戸・1LDK×6戸 

      店舗×1戸 

  竣工：H31年2月  
28 

【Bell Square 

  (ベルスクエア)】 

住所：相模原6-13-7 

構造：WRC  

規模：4F 1K×14戸 

竣工：H31年3月 
 

29 

 1 

  【HB Forest】 

住所：千代田6-1-18 

構造：RC  

規模：4F+PH 

竣工：R2年7月 

 32 
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【GRACE RUMI 

(グレース ルミ)】 

住所：弥栄1-18-3 

構造：WRC  

規模：2F 2LDK×10戸 

竣工：H18年1月 
 6 

 
5 

【プロ デ フォンテ】 

住所：富士見2-6-23 

構造：RC  

規模：B1・5F 1K×12戸 

              2DK×14戸 

              ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

竣工：H17年1月 

【セシリエコート相模原】 

住所：相模原6-17-18 

構造：WRC  

規模：3F 1K×6戸 

竣工：H21年3月 

 
18 

 17 

【☆セダンポート】 

住所：矢部3-1-6 

構造：WRC  

規模：4F 1K×16戸･1DK×3戸 

竣工：H21年2月 

 
12 

【Riz Montagne 

(リモンターニュ)】 

住所：相模原4-5-4 

構造：WRC  

規模：3F 1K×9戸･1LDK×3戸 

竣工：H20年3月 

 
25 

【GRANDIR 

(グランディール)】 

住所：相模原8-2-17 

構造：RC 

規模：4F 1LDK×16戸 

竣工：H25年12月 

【ヴィクトワール 

     ・フルーヴⅦ】 

住所：横山台2-24-10 

構造：WRC  

規模：3F 1LDK+S×2戸 

          2LDK×4戸 

竣工：R2年2月  
31 

   【uni port sagam(ユニポート相模)】 
          住所：清新2-4-13 

          構造：RC  

          規模：5F 1R×1戸･1K×12戸 

             1DK×4戸･1LDK×6戸 

            2K×4戸･3LDK×1戸 

            店舗×1戸 

          竣工：H23年1月  
20 

 33 

【穂久斗工業本社ビル】 

住所：清新8-1-3 

構造：RC 

規模：4F  

竣工：R3年1月 

 33 

 【OYパークヒルズ】 

  住所：清新2-15-16 

  構造：WRC 

  規模：3F 1LDK×3戸・ 

  1LDK+WS×12戸・2LDK+WS×1戸 

  竣工：R4年2月 

 34

 34 

【(仮称)清新1丁目ビル】 

  住所：清新1-6-16 

  構造：WRC 

  規模：5F 1K×8戸・1LDK×8戸 

     店舗×1戸・事務所×2戸 

  竣工：R4年11月予定 

 35 
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