
2020 モデルハウス 

川入1号地 川入2号地 川入4号地 安江5号地 安江9号地 中庄駅南6号地 

西富井3号地 西富井4号地 北畝5丁目2号地 北畝5丁目4号地 北畝5丁目7号地 東塚4丁目3号地 

ハウジング鶴新田 神田4丁目6号地 福田町古新田38号地 福田町古新田39号地 福田町古新田40号地 

総社市清音14号地 

東塚4丁目9号地 

玉島八島11号地 林1号地 

林8号地 総社市真壁4号地 ハウジング福島 ハウジング中庄 大内Ⅰ1号地 大内Ⅱ3号地 



2019 モデルハウス 

マスカットヒルズ23号地 マスカットヒルズ25号地 マスカットヒルズ34号地 中島3号地 総社市真壁1号地 総社市真壁2号地 

中庄駅東1号地 中庄駅東8号地 中庄駅南7号地 中庄駅南8号地 中庄駅南9号地 安江4号地 

中畝4丁目2号地 中畝4丁目10号地 中畝4丁目Ⅱ13号地 

玉島八島3号地 玉島黒崎1号地 玉島黒崎5号地 玉島八島12号地 玉島黒崎7号地 

北畝3丁目1号地 北畝3丁目2号地 北畝3丁目3号地 

玉島黒崎9号地 

総社市清音4号地 

福田町古新田14号地 

玉島勇崎7号地 



2018 モデルハウス 

中庄 ＵＮＯ マスカットヒルズ11号地 マスカットヒルズ24号地 マスカットヒルズ32号地 安江1号地 安江2号地 

八島2号地 八島8号地 八島13号地 八島14号地 川入1号地 川入2号地 

福田町古新田5号地 福田町古新田15号地 福田町古新田18号地 

大島A2号地 大島Ｂ8号地 大島Ｂ9号地（写真無し） 大島A3号地 大島Ｃ7号地 

福田町福田28号地 福田町福田29号地 

鶴の浦C-21 連島町連島2号地 

白楽町PL1号地 

中畝10丁目2号地 中畝4丁目13号地 中畝4丁目17号地 連島町連島13号地 

北畝6丁目1号地 北畝6丁目2号地 

中庄駅東5号地 

中庄駅東6号地 

中庄Ⅱ3号地 

神田3丁目10号地 

中島Ⅱロコス 



2017 モデルハウス 

中島3号地 マスカットヒルズ9号地 マスカットヒルズ13号地 マスカットヒルズ17号地 マスカットヒルズ18号地 中島ロコス 

大島A1号地 大島A7号地 UNO 大島A12号地 大島Ｂ4号地 福島3号地 UNO 福島4号地 UNO 

中畝4丁目5号地 中畝4丁目7号地 中畝4丁目10号地 

福田町古新田3号地 福田町古新田16号地 福田町福田30号地 福田町古新田10号地 玉島黒崎6号地 

中畝4丁目11号地 
 

中畝4丁目15号地 

玉島八島9号地 

神田3丁目7号地 

玉島八島10号地 玉島勇崎3号地 

玉島黒崎8号地 玉島黒崎10号地 

中庄Ⅱ2号地 

福島5号地 UNO 

神田3丁目9号地 



2016 モデルハウス 

西阿知西原1号地 西阿知西原2号地 西阿知西原3号地 西岡1号地 大島15号地 

笹沖2号地 マスカットヒルズ4号地 

新田3号地 

天城3号地 天城4号地 茶屋町2号地 大内5号地リニューアル 

中島1号地 中畝4丁目9号地 中畝4丁目16号地 中畝10丁目1号地 中畝10丁目4号地 神田3丁目5号地 

鶴の浦C-22号地 連島町連島6号地 連島町連島7号地 玉島長尾4号地 

中庄グラノス展示場 



2015 モデルハウス 

東町4号地 東町5号地 東町7号地 スミカス 東町9号地平屋 マスカットヒルズ７号地 中庄マスカット西3号地 

白楽町4号地 大島23号地 天城1号地 天城2号地 大内5号地 平屋 総社中央１丁目１号地 

中畝3丁目4号地 中畝3丁目5号地 中畝3丁目8号地 

鶴の浦Ⅽ-23号地 鶴の浦Ⅽ-26号地 鶴の浦Ⅽ-27号地 鶴の浦Ⅽ-25号地 鶴の浦Ⅽ-29号地 

連島3丁目2号地 
 

連島3丁目3号地 
 

福田町古新田1号地 

連島3丁目4号地 

福田町古新田2号地 福田町古新田3号地 

鶴の浦Ⅽ-31号地 鶴の浦Ⅽ-32号地 

平田5号地スミカス 

東塚6号地 

連島3丁目5号地 

玉島勇崎8号地 



2014 モデルハウス 

浜町1号地 浜町2号地 浜町4号地 大島1号地 大島2号地 大島3号地 

西阿知西原5号地 西阿知4号地 東町1号地 東町2号地 マスカットヒルズ5号地 マスカットヒルズ6号地 

中庄5号地 中庄10号地 屋上庭園 大内6号地 

東塚2号地 福田町福田10号地 福田町古新田5号地 福田町福田2号地 福田町古新田6号地 

中島小溝1号地 
 

総社中央1丁目1号地 
 

玉島勇崎11号地 

東塚10号地 

玉島勇崎14号地 屋上庭園 

玉島勇崎3号地 玉島勇崎4号地 

大島14号地 屋上庭園 

八王寺2号地 

東塚15号地 



2013 モデルハウス 

白楽町1号地 白楽町2号地 中島小学区3号地 

上東庄北 上東庄北7号地 

西阿知西原1号地 西阿知西原2号地 西阿知西原3号地 

上東4号地 上東5号地 大内2号地 

東塚1丁目4号地 東塚1丁目5号地 東塚1丁目9号地 

連島1丁目1号地 福田町福田5号地 福田町福田6号地 連島1丁目4号地 福田町古新田2号地 

東塚1丁目11号地 
 

東塚1丁目12号地 
 

玉島勇崎2号地 

東塚1丁目13号地 

新田屋上庭園リニューアル 

福田町古新田4号地 中畝3丁目1号地 

西阿知4号地 

大内4号地 

東塚1丁目14号地 



2012 モデルハウス 

羽島1号地 羽島2号地 羽島Ⅱ7号地 上東4号地 上東5号地 

撫川5号地 撫川4号地 

大内2号地 

老松4号地 老松5号地 西阿知1号地 中島バイパス北1号地 

天城11号地 中畝3丁目3号地 北畝2丁目2号地 北畝7丁目3号地 北畝7丁目4号地  西浦小東7号地 

東塚1号地 東塚3号地 東塚8号地 玉島八島2号地 神田3丁目5号地 屋上庭園 



2011 モデルハウス 

老松6号地 屋上庭園 老松7号地 屋上庭園 西中新田 屋上庭園 沖3号地 西阿知1号地 西阿知3号地 

八王寺5号地 北畝2丁目4号地 屋上庭園 北畝2丁目5号地 屋上庭園 北畝4丁目3号地 

北畝4丁目4号地 北畝4丁目5号地 

神田3丁目4号地 屋上庭園 福田町古新田1号地 

新田住宅展示場 屋上庭園 

八王寺3号地 八王寺4号地 


