
施工実績マップ 【相模原市中央区②淵野辺周辺】 
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【CARPENTER HOUSE 

 (カーペンターハウス)】                   

住所：淵野辺本町2-1-3 

構造：WRC  

規模：3F 1K×13戸 

   事務所×1戸 

竣工：H15年2月  
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 【ル・プレジールふちのべ】                   

住所：淵野辺3-19-9 

構造：RC  

規模：B1F・7F 1K×20戸 

   事務所×1戸・ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

   店舗×1戸 

竣工：H15年3月 

【鹿沼台ヒーロー 

     マンション】                   

住所：鹿沼台2-19-8 

構造：WRC  

規模：3F 1K×18戸 

竣工：H15年3月 
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【サンモール淵野辺】                   

住所：淵野辺1-10-2 

構造：WRC  

規模：4F 1K×12戸 

竣工：H15年10月 
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【アルヴィラージュ】                   

住所：鹿沼台1-12-7 

構造：WRC  

規模：5F 1K×12戸 

   ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

   店舗×2戸 

竣工：H16年1月  
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【MILKY WAY 

(ミルキーウェイ)】                
住所：共和4-15-9 

構造：WRC  

規模：3F 1K×16戸 

   ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

竣工：H16年2月 

【アヴァンツァーレ】                   

住所：共和4-1-3 

構造：RC  

規模：4F 1K×19戸 

   ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

   店舗×1戸 

竣工：H16年3月  8 

 【南天ポート】                   

住所：共和2-3-2 

構造：WRC  

規模：3F 1K×9戸 

竣工：H16年3月 
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【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 
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【プロ デ フォンテ】                 

 住所：富士見2-6-23 

  構造：RC  

 規模：B1F・5F 1K×12戸 

    2DK×14戸 

    ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

 竣工：H17年1月 
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 【pepere(ペペール)】                   

 住所：淵野辺4-15-9 

 構造：RC  

 規模：8F 1K×30戸 

    ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸・店舗×1戸 

    事務所×1戸 

 竣工：H17年3月 
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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 
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 【エーデルハイム】                   

 住所：淵野辺3-8-5 

 構造：RC  

 規模：9F 1K×18戸 

    ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

 竣工：H18年2月 
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【淵野辺南口駅前ビル】                
 住所：鹿沼台2-12-9 

 構造：RC  

 規模：3F 1K×10戸 

    店舗×1戸 

 竣工：H19年2月 

 16 

 【すばる☆ポート】                   

 住所：鹿沼台1-1-18 

 構造：WRC  

 規模：3F 1K×8戸 

 竣工：H18年3月 
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【Ripple Garden 

 (リップルガーデン)】                
 住所：東淵野辺4-21 

 構造：RC  

 規模：4F 1LDK×20戸 

 竣工：H20年9月 
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【Oriental Court Kyowa 

 (オリエンタルコート共和)】                   

  住所：共和1-13-21 

  構造：WRC  

  規模：3F 1LDK×9戸 

     2LDK×2戸 

  竣工：H20年2月 

【Cristal Violeta 

 (クリスタル ヴィオレタ)】                   

 住所：由野台1-1-7 

 構造：WRC  

 規模：5F 1LDK+S×16戸 

    2LDK×2戸 

    ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

 竣工：H19年11月 
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【BELLE DEMEURE 

   (ベルドミール)】                
 住所：共和1-4-24 

 構造：WRC  

 規模：3F 2DK×6戸 

 竣工：H22年2月 
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【コートロック】                 

住所：淵野辺5-6-12 

構造：WRC  

規模：3F 1K×12戸 

竣工：H21年1月 
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【Asgard(アスガルド)】                   

住所：共和1-1-1 

構造：WRC  

規模：5F 1K×18戸 

   ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

竣工：H22年2月 
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 【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 
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【Plumeria(プルメリア)】                   

住所：淵野辺4-30-17 

構造：RC  

規模：4F 2LDK×12戸 

   ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×2戸 

竣工：H23年12月 
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  【BONHEUR(ボヌール)】                
   住所：鹿沼台1-12-9 

   構造：RC  

   規模：5F 1LDK×12戸 

      ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

      店舗×1戸 

   竣工：H24年2月 
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【PISSENLIT CORT FUCHINOBE 

  (ピサンリコート淵野辺)】                   

 住所：淵野辺4-1-9 

 構造：WRC  

 規模：4F 1K×8戸・1LDK×7戸 

 竣工：H26年7月 
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【M’s Apartments 

 (エムズ アパートメント)】                   

 住所：淵野辺1-10-3 

 構造：WRC  

 規模：4F 1K×15戸 

 竣工：H26年2月 
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 【サンライズアートビル】                   

 住所：鹿沼台2-12-2 

 構造：RC  

 規模：4F ﾃﾅﾝﾄ×4戸 

 竣工：H26年8月 

   【信栄タワー】                   

 住所：淵野辺3-6-18-2 

 構造：RC  

 規模：B1F・9F  

    1K×16戸・1LDK×3戸 

    店舗×1戸 

 竣工：H30年3月  
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【Pieza Kobuchi 

     (ピエッサ古淵)】                   

住所：東淵野辺4-18-9 

構造：WRC  

規模：3F 1LDK×6戸 

竣工：H30年11月 

 
 2 

 【Jドリームスタジオ】                 

 住所：淵野辺本町2-15-17 

  構造：RC  

 規模：3F 1K×8戸 

 竣工：H15年3月 
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  【KSマンション】                   

 住所：鹿沼台1-9-4 

 構造：WRC  

 規模：5F 1K×17戸 

    ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

 竣工：H17年12月 
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【メイプルアネックス】                
 住所：鹿沼台1-5-15 

 構造：WRC  

 規模：5F 1LDK×16戸 

    ｵｰﾅｰﾙｰﾑ×1戸 

 竣工：R5年2月 


