eLife ショールームリスト
所在県
茨城県

会社名
アイテック株式会社

最終更新日：2021/4/13

名称
守屋モデルルーム

電話番号

営業時間

休館日

0297-47-0300

10:00〜17:00

水曜日・木曜日(祝日を除く)

所在地
〒302-0109

備考

URL

ー

https://fuji-solar.co.jp/modelhouse/moriyamodel/

ー

https://fuji-solar.co.jp/modelhouse/tsukubamodel/

ー

https://fuji-solar.co.jp/estate/jirei/2018-9-15.html

ー

https://www.alnethome.com/modelhouse/tochigi/145/

ー

https://www.alnethome.com/modelhouse/gunma/7177/

ー

https://www.alnethome.com/modelhouse/saitama/153/

ー

https://www.alnethome.com/modelhouse/chiba/7182/

ー

https://www.leben-establish.jp/search/lp-inzaimakinohara/

完全予約制

https://www.renoveru.jp/showrooms/sakuragaoka

茨城県守谷市本町241-1
茨城県

アイテック株式会社

つくばモデルハウス

029-861-1377

10:00〜17:00

水曜日・木曜日(祝日を除く)

〒305-0817
茨城県つくば市研究学園６丁目51-1

茨城県

アイテック株式会社

竜ケ崎ショールーム

0297-65-5205

10:00〜16:00

水曜日・木曜日(祝日を除く)

〒301-0041
茨城県龍ケ崎市若柴町２９９３-１

栃木県

アイテック株式会社

アルネットホーム足利展示場

0284-22-3321

9:00〜18:00

水曜日、月2回木曜日

〒326-0335
栃木県足利市上渋垂町905-1 （CRTハウジング足利50号会場内）
〒373-0817

群馬県

アイテック株式会社

アルネットホーム太田南展示場

0276-57-8768

9:00〜18:00

水曜日、月2回木曜日

群馬県太田市飯塚町600-1 （上毛新聞マイホームプラザFun Lab
内）
〒331-0813

埼玉県

千葉県

アイテック株式会社

アイテック株式会社

アルネットホーム大宮北展示場

アルネットホーム柏の葉展示場

048-788-2031

04-7170-1332

9:00〜18:00

水曜日、月2回木曜日

埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-1 （大宮北ハウジングステー
ジ）

9:00〜18:00

水曜日、月2回木曜日

〒277-0804
千葉県柏市新十余二15-2 （住まいるパーク柏の葉）

千葉県

日興タカラコーポレーション

レーベンプラッツ印西牧の原ブランクラス

0120-972-610
夜間：0120-900-902

東京都

株式会社リノベる

東京 渋谷桜丘ショールーム

0120-851-616

東京都

株式会社リノベる

東京 表参道本社ショールーム

0120-684-224

東京都

パナソニックホームズ株式会社 ハウジングステージ新宿

東京都

株式会社ジアス

東京都

株式会社ジアス

神奈川県

石川県

お問い合わせください

平日；11:00〜20:00

毎週火・水曜日、

土日祝：10:00〜20:00

第二木曜日

平日；11:00〜20:00

毎週火・水曜日、
第二木曜日

03-5291-1633

10:00〜18:00

なし

渋谷ショールーム

0120-098-154

10:00〜17:30

なし

ジアス 立川ショールーム

0120-68-8112

10:00〜17:00

なし

045-290-7161

11:00〜17:00

なし

プレサンスロジェ金沢香林坊

0120-269-036

平日：11:00〜20:30
土日祝：10:00〜20:00

毎週水曜・第2火曜
※水曜日が祝日の場合は、
翌日木曜日が振替定休日

愛知県

NTTメディアサプライ

「MMプロジェクト」マンションサロン

0120-192-882

10:00〜18:00

水曜日・木曜日(祝日を除く)

大阪府

大和ハウス工業株式会社

プレミストタワー靱本町

0120-036-353

10:00〜18:00

火曜日・水曜日(祝日を除く)

10:00〜18:00

お問い合わせください

山口県

第一交通産業株式会社北九州支
店

グランドパレス米屋町プライムマークスマンションギャラリー

① 083-928-1230
② 0120-798-855

〒270-2327
千葉県印西市竜腹寺296

土日祝：10:00〜20:00

パナソニックホームズ株式会社 TVKﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ横浜(No.14)

プレサンス住販

9:00〜18:00

山口県

株式会社エストラスト

レジデンス岩国駅東

0120-29-1456

10:00〜18:00

水曜日(祝日を除く)

山口県

株式会社エストラスト

オーヴィジョン新下関駅グレイス

0120-28-1456

10:00〜18:00

水曜日(祝日を除く)

山口県

株式会社エストラスト

オーヴィジョン宇部医大前 ザ・プライム

0120-26-1456

10:00〜18:00

水曜日(祝日を除く)

福岡県

西部ガス

西部ガスショールームヒナタ福岡

092-411-0500

10:00〜18:00

水曜日、年末年始、夏季

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町29-17さくらマンション303
〒107-0062

https://www.renoveru.jp/showrooms/omotesando̲labo

東京都港区南青山５丁目４３５たつむら青山ビル
〒169-0073
東京都新宿区百人町2丁目2-32
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル新館1F
〒190-0014
東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS E1-5階
〒220-0024
神奈川県横浜市西区西平沼町6-1 tvk ecom park内
〒920-0991
石川県金沢市下柿木畠１
〒459-8002
愛知県名古屋市緑区森の里1丁目96番4
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町１丁目６３
〒753-0043
山口県山口市宮島町２１８
〒740-0021
岩国市室の木町1-1-31
〒751-0816
山口県下関市椋野町３丁目１２１
〒755-0052
山口県宇部市西本町１丁目１４
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-7-27 TERASO-II 2F-5F

ー

https://www.housingstage.jp/modelhouse/hss011

ー

https://www.jias.co.jp/showroom/shibuya/

要予約

https://www.jias.co.jp/showroom/tachikawa/

ー

https://www.tvk-plazayokohama.jp/introduce/vieuno/

ー

https://pressance-loger.com/pl-kkr72/modelroom.html

ー

https://www.mm-pj.jp/

完全予約制

https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kinki/osaka/u353/

期間限定

https://gp-yamaguchi.com/

期間限定

https://residenceiwakuni-ekihigashi.com/guidemap/

期間限定

https://o-vision-m.jp/o-vision/shinshimonoseki-ekigrace/map.html

期間限定

https://o-vision-m.jp/ubeidaimae-prime/map.html

ー

https://www.saibugas.co.jp/home/showroom/fukuoka/index.htm

所在県

会社名

名称

電話番号

営業時間

休館日

福岡県

第一交通産業株式会社福岡支店 グランドパレス百道マンションギャラリー

0120-804-033

10:00〜18:00

お問い合わせください

福岡県

株式会社エストラスト

オーヴィジョン平尾

0120-38-1456

10:00〜18:00

お問い合わせください

福岡県

グリーンプラザ開発株式会社

通谷グリーンハイツ

093-244-1100

8:30〜17:30

お問い合わせください

福岡県

第一交通産業株式会社福岡支店 アーバンパレス都府楼前駅マンションギャラリー

0120-804-507

10:00〜18:00

お問い合わせください

福岡県

久留米ガス

久留米ガス

0942-36-2607

10:00〜17:35

水曜日、年末年始、夏季

福岡県

西部ガス

西部ガスショールームヒナタ北九州

093-571-5681

10:00〜17:30

第3水曜日、年末年始、夏季

ショールーム

所在地
〒810-0053
福岡県福岡市中央区鳥飼2-5-6 グラシア大濠1階
〒815-0037
福岡県福岡市南区玉川町１７９
〒809-0022
福岡県中間市鍋山町1-1 通谷グリーンハイツ303号室

福岡県 太宰府市 都府楼南5丁目付近(未確定)

〒830-0003
福岡県久留米市東櫛原町１０８９

備考

URL

期間限定

https://daiichi52.com/momochi/reservation/

完全予約制

https://o-vision-m.jp/ov-hirao/map.html

賃貸

https://www.homes.co.jp/archive/b-32277262/

5月8日オープン

https://up-tofuromaeeki.com/

ー

https://www.kurumegas.co.jp/showroom/

〒803-0812
福岡県北九州市小倉北区室町1-1-2リバーウォーク北九州・大学棟1

ー

階
福岡県

第一交通産業株式会社北九州支
店

グランドパレス小倉小文字通りマンションギャラリー

0120-798-855

10:00〜18:00

お問い合わせください

福岡県

東宝住宅株式会社

グランドキャッスル葛原グランツ

0120-773-228

10:00〜18:00

水曜日(祝日を除く)

熊本県

西部ガス熊本

西部ガスショールームヒナタ熊本

096-354-6810

10:00〜18:00

水曜日、年末年始

宮崎県

第一交通産業株式会社宮崎営業
所

グランドパレス大淀河畔マンションギャラリー

0120-740-221

10:00〜18:00

お問い合わせください
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〒802-0014
福岡県北九州市小倉北区砂津1--5-34
〒800-0257
北九州市小倉南区湯川5-8-19 1F
〒860-0807
熊本県熊本市中央区下通1-3-8 下通NSビルCOCOSA5階
〒880-0803
宮崎県宮崎市旭2-１

https://www.saibugas.co.jp/home/showroom/kitakyusyu/index.ht
m

期間限定

https://komonji.gp-series.jp/reserve/

完全予約制

https://www.toho-jyutaku.co.jp/gc-kuzuhara/

ー

5月1日オープン

https://www.saibugas.co.jp/kumamoto/home/showroom/index.ht
m

https://daiichi52.com/azumacho/

