
マンションシリーズ施工実績 2015年4月～2020年4月

【プレサンスシリーズ】
着工日 都道府県 工事名 設計事務所 ゼネコン 竣工日 契約金額合計

2014/9/26 京都府 （仮称）プレサンスロジェ 天使突抜2丁目新築工事 ㈱　礎　一級建築士事務所 ㈱中川工務店 2015/9/25 ￥13,700,000

2014/11/25 大阪府 プレサンス大道３丁目　新築工事 有限会社Ｃｕｂｅ設計事務所 真柄建設㈱ 2016/2/26 ￥13,800,000

2014/12/20 大阪府 （仮称）プレサンス本庄東三丁目　新築工事 ㈱国分建築設計事務所 ㈱　榎並工務店 2016/3/10 ￥13,300,000

2015/10/24 大阪府 プレサンス大淀南三丁目新築工事 ㈱永都設計 真柄建設㈱ 2016/12/1 ￥8,700,000

2015/11/19 大阪府 プレサンス南船場１丁目新築工事 ㈱日企設計 タツト・建設㈱ 2017/1/27 ￥13,240,741

2016/4/28 大阪府 （仮称）プレサンス鷺洲4丁目新築工事 スナダ建設一級建築士事務所 スナダ建設㈱ 2016/11/18 ￥7,624,000

2016/9/30 大阪府 プレサンス東小橋一丁目２　新築工事 IAO田中設計 真柄建設㈱ 2017/11/30 ￥8,800,000

2016/12/16 大阪府 【完了分】プレサンス大正区三軒家西1丁目新築工事 有限会社Ｃｕｂｅ設計事務所 シード平和㈱ 2018/2/22 ￥16,500,000

2017/1/23 大阪府 （仮称）プレサンス中央区博労町1丁目PJ　新築工事 スナダ建設一級建築士事務所 スナダ建設㈱ 2018/1/31 ￥15,138,889

2017/12/16 兵庫県 プレサンスグラン西宮甲子園五番町新築工事 ㈱日企設計 真柄建設㈱ 2019/4/27 ￥17,900,000

2018/1/25 京都府 プレサンスロジェ京都太秦木ノ下町新築工事 ㈱　礎　一級建築士事務所 ㈱中川工務店 2019/4/30 ￥39,785,000

2018/1/31 大阪府 （仮称）プレサンス立売堀五丁目新築工事 ㈱コホーネス スナダ建設㈱ 2019/2/22 ￥10,500,000

2018/4/24 兵庫県 プレサンス神戸市中央区中町通四丁目計画 ㈱IAO田中設計
シード平和㈱

㈱晃陽建設　共同企業体
2019/6/27 ￥10,500,000

2018/4/24 兵庫県 プレサンス神戸花隈町新築工事 ㈱イサラ・デザイン シード平和㈱ 2019/3/22 ￥6,000,000

2018/4/27 大阪府 （仮称）プレサンス北区西天満三丁目 Ⅱ新築工事 ㈲Cube設計事務所 スナダ建設㈱ 2019/5/31 ￥7,780,000

2018/6/8 滋賀県 プレサンスロジェ大津萱野浦新築工事 ㈱日企設計 シード平和㈱ 2020/4/3 ￥66,000,000

2018/6/28 大阪府 （仮称）プレサンス博労町1丁目Ⅱ新築工事 イデアファイブ スナダ建設㈱ 2019/8/31 ￥14,385,870

2018/7/31 大阪府 プレサンス西三国2丁目Ⅱ新築工事 ㈱IAO田中設計 真柄建設㈱ 2019/5/12 ￥9,800,000

2018/9/5 大阪府 （仮称）プレサンス九条2丁目新築工事 ㈱現代綜合設計 スナダ建設㈱ 2020/2/29 ￥24,629,630

2018/9/5 大阪府 （仮称）プレサンス九条南2丁目新築工事 ㈱礎 スナダ建設㈱ 2019/8/31 ￥8,425,926

2018/11/14 京都府 プレサンス東九条西河辺町　新築工事 ㈱礎 一級建築士事務所 真柄建設㈱ 2019/9/30 ￥13,450,000

2018/12/22 大阪府 プレサンス浪速区塩草3丁目Ⅱ　新築工事 ㈲Cube設計事務所 タツト・建設㈱ 2020/2/28 ￥16,203,704

2019/2/28 京都府 プレサンスロジェ上久世町　新築工事 ㈱礎　一級建築士事務所 ㈱中川工務店 2020/4/3 ￥19,700,000

2019/3/26 兵庫県 （仮称）プレサンス神戸相生町五丁目新築工事 スナダ建設㈱一級建築士事務所 スナダ建設㈱ 2020/2/29 ￥13,500,000

2019/3/31 京都府 プレサンス東九条西河辺町Ⅱ　新築工事 ㈱礎 真柄建設㈱ 2020/2/28 ￥29,500,000

2019/4/1 京都府 プレサンス東九条西明田町新築工事 ㈱礎一級建築士事務所 シード平和㈱ 2020/1/31 ￥16,200,000

【エスリードシリーズ】
着工日 都道府県 工事名 設計事務所 ゼネコン 竣工日 契約金額合計

2014/4/22 大阪府 エスリード西区川口3丁目新築工事　№2607-1808　 ㈱イサラデザイン タツト・建設㈱ 2015/4/30 ￥13,879,631

2014/8/12 大阪府 エスリード西区川口3丁目新築工事　手摺工事　№ タツト・建設㈱ 2015/4/30 ￥3,611,111

2015/5/23 大阪府 エスリード東成区東小橋３丁目 ㈱イサラ・デザイン タツト・建設㈱ 2016/10/20 ￥14,814,815

2016/5/31 大阪府 エスリード西淀川区野里新築工事 　№2809-0603 ㈱D&D建築設計 タツト・建設㈱ 2017/3/31 ￥17,962,963

2017/1/12 大阪府 エスリード西区立売堀5丁目新築工事 ㈱イサラ・デザイン タツト・建設㈱ 2018/5/20 ￥21,721,297

2017/8/31 大阪府 エスリード西九条３新築工事　Ｎo.3008-3105 ㈱TOKI設計 タツト・建設㈱ 2018/9/30 ￥14,814,815

2018/6/13 大阪府 エスリード都島区中野２丁目新築工事 ㈱アーキ・テック設計事務所 タツト・建設㈱ 2019/6/28 ￥15,740,741

【アービング、サムティシリーズ】
着工日 都道府県 工事名 設計事務所 ゼネコン 竣工日 契約金額合計

2014/3/31 大阪府 （仮称）アービング布施新築工事　№451-P4 ㈱アモルファス建築設計事務所 スナダ建設㈱ 2015/6/25 ￥20,879,630

2016/3/31 大阪府  （仮称）アービング八尾北本町2丁目マンション新築工事 ㈱アモルファス建築設計事務所 スナダ建設㈱ 2017/2/28 ￥17,898,148

2016/8/10 大阪府 （仮称）アービング千船新築工事　№ ㈱タクトプラン建築事務書大阪 ㈱梅田コーポレーション 2017/10/20 ￥15,829,100

2018/8/30 大阪府 （仮称）サムティ西区南堀江３丁目新築工事 ㈲TGT 矢野建設㈱ 2020/2/20 ￥11,500,000

【セレニテシリーズ】
着工日 都道府県 工事名 設計事務所 ゼネコン 竣工日 契約金額合計

2014/6/4 大阪府 (仮称）ＳＥ北久宝寺1丁目ＰＪ新築工事　№459-P4 スナダ建設一級建築士事務所 スナダ建設㈱ 2015/6/10 ￥11,388,888

2014/10/25 大阪府 （仮称）SES北浜PJ新築工事　№463-P4 スナダ建設一級建築士事務所 スナダ建設㈱ 2015/8/17 ￥28,703,703

2015/8/26 大阪府 （仮称）SES北浜PJ　玄関ドア入替工事　№463-P9 スナダ建設一級建築士事務所 スナダ建設㈱ 2015/10/31 ￥20,000,000

2018/11/30 大阪府 セレニテ中津　改築工事 スナダ建設㈱一級建築士事務所 スナダ建設㈱ 2019/6/30 ￥5,600,000

2019/3/27 兵庫県 （仮称）SE兵庫区西柳原PJ新築工事　Ｎo.560-P2 スナダ建設㈱一級建築士事務所 スナダ建設㈱ 2020/1/31 ￥9,800,000


