
ご相談はもちろん無料。電話やメールでお気軽にご相談ください。

0120-921-631
■営業時間／午前10時～午後5時　■定休日／水曜・木曜 （夏季・年末年始除く）

□三井不動産レジデンシャル コンシェルジュ営業部

新築マンション・戸建を
買いたい

リフォーム・
リノベーションしたい

マンションを貸したい

注文住宅を
建てたい

住まいを
売りたい・買いたい

マンションを借りたい

私たちは「すまいとくらしのベストパートナー」として、お客様おひとりおひとりの想いに寄り添いたい。

すまいとくらしに関わるご相談は、何でもお気軽にお申し付けください。

まずは私達にご相談ください。

その時々の暮らし方や家族構成などによって、住まいに求める要件はさまざまに変化します。
三井不動産グループは、住まいのあらゆる側面からお客様をサポートします。

メールでの
お問い合わせは
コチラ

ご登録いただいたお客様には
イベントやセミナーのご案内
個別相談会などのイベント。その時々のマーケット
や住宅ローンに関するセミナーなどなど…。開催
情報を随時お知らせいたします。

さらに！

※リンク先の入力フォームよりご相談内容を
　入力してください。

「三井のすまい」
コンシェルジュ
「三井のすまい」
コンシェルジュ
「三井のすまい」
コンシェルジュ
専任のスタッフにお任せください。

0120-921-631

三 井 不 動 産 レ ジ デ ン シ ャル が 贈 る 、す ま い と くら し の 情 報

パークコート渋谷 ザ タワー（外観完成予想CG）
＊1：TYOとは、国際航空運送協会（IATA）が定めた「東京」の都市コードです。

2019 Winter

冬

＊1

※本誌に掲載の情報は、2019年11月15日現在のものです。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。また、販売済みの場合にはご容赦ください。※各物件の詳しい情報は、三井不動産レジデンシャル
の住まい情報総合サイト「www.31sumai.com」、または提携企業様専用サイト「www.31teikei.com」よりご確認ください。※総戸数には事業協力者住戸等が含まれる場合があります。詳しくは各物件のホームページ等で 
ご確認ください。※モデルルームやモデルハウスの見学にはご予約の必要な場合があります。事前にご確認の上ご来場ください。※本誌に掲載している東京都の所在エリア区分は以下の通りです。［都心］千代田区・中央区・
港区・文京区・渋谷区・新宿区 ［城南］品川区・目黒区・大田区・世田谷区 ［城東・城北］台東区・墨田区・江東区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区 ［城西］中野区・杉並区・豊島区・板橋区・練馬区 ［都下］23区以外  
※掲載の完成予想CGは設計図を基に描いたもので形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部、設備機器等は表現していません。また、敷地周囲の電柱、標識、ガードレール等につきましても再現していません。 
植栽は竣工から初期の育成期間を経た状態のものを想定して描いています。※家具・調度品等は販売価格に含まれません。※広告表示の有効期限：2020年3月末日

〈発行者〉三井不動産レジデンシャル株式会社　国土交通大臣（3）第7259号 （一社）不動産協会会員、（一社）不動産流通経営協会会員、（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟　東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号
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ともに、その先の未来へ。

お客さまの思いを理解し、様々なご要望や
課題と真摯に向き合いながら、その思いに
応えていく。そうすることで、その先にある
お客さまの暮らしや社会全体のより豊かな
未来の実現に貢献していきたい。

■個人向け不動産売買仲介
■個人向け不動産賃貸
■販売受託
■住まいの保険

既存住宅流通を活性化させることを使命ととらえ、
きめ細かなサービスを提供しています。

リテール事業

企業における保有不動産の活用や資産家の相続
対策など、課題に応じて最適な提案を行います。

ソリューション事業

■事業用･投資用不動産仲介
■不動産コンサルティング
■海外投資家向け不動産仲介

　三井不動産リアルティ コンサルティング営業一部は、投資用不動産の売買

を中心としたソリューションの提供に加え、三井不動産グループの総合力を

活かしたコンサルティング力で、近年特に多くなっている「相続」や「建物

老朽化」、「共有名義の解消」等に関するご相談に幅広くお応えし、お客様

一人ひとりの資産形成をお手伝いしています。

　その入口としてお勧めしているのが、ご所有資産の見えない課題を明らかに

する「資産ドック」のサービスです。「資産ドック」は弊社独自のサービスで、ご所有

不動産の価値や状況を多角的な側面から捉え、市場価値・流動性・収益性

などを最新の客観的データに基づき診断します。ご所有資産の状況をレポートと

してまとめ、お客様自身も気づいていなかった課題を「見える化」することで、不安

やお悩みの原因を知ることができ、適切な解決策のご提案にもつながります。

また、こうしたサービスのほか、全国の「三井のリハウス」やグループ会社、専門家

とのネットワークを活かした対応も評価をいただいています。

　これからも、私たちは不動産流通業界のリーディングカンパニーとして、数多くの

お客様とともに積み重ねてきた豊富な経験と実績をもとに、様々なフィールドで

質の高いサービスをご提供することで、お客様の多岐にわたるご相談にお応え

してまいります。是非お気軽にご相談くださいませ。

相続や資産活用等、お客様の課題発見･解決に向けた

コンサルティングを提供します。

不動産資産を分析し、隠れた問題を“見える化”する「資産ドック」

見えないことへの不安も、先延ばしにしてきたお悩みも、三井不動産リアルティは不動産のプロとして、お客さまとともにその問題に

向き合っていきます。大切な資産を守り続けていくために、まずはご所有資産の状況を把握することから始めてみませんか。

複数の共有不動産を
ご所有のB様

「資産ドック」を活用したコンサルティング

検討課題

対策の方針

相続した複数の不動産。マンションやアパート、駐車場などさまざまで、
母や兄弟と共有しているものもある。このままで良いのだろうか…。

共有不動産の分割の可能性と市場流通性を検証した結果、
それぞれの不動産によって、有効な対策が異なることが明らかになった。

▼ ▼ ▼ 先ずは共有解消へ向けた対策をご提案
■複数の共有不動産を、守り続けたい資産、売却してもよい資産、納税用に
　確保しておきたい不動産など、目的ごとに整理･分類。

■課題がある不動産の対策や共有を解消できる不動産について、具体的な
　方法や手続きをご提案。

コンサルティング営業一部
営業２グループ

左から
髙見 一徳
加賀谷 治則
岡本 良保（グループ長）
竹中 裕子
志賀 甫

三井不動産リアルティ コンサルティング営業一部

不動産にかかわる

複数の視点複数の不動産
におけるお悩み

駐車場･駐輪場の運営に加え、車の新しい利用形態
であるカーシェアリングサービスを提供しています。

シェアリング事業

■駐車場運営
■駐輪場運営
■カーシェアリング

事例紹介

岡本 良保（グループ長）

“見える化”することで
課題発見･解決に
つながりました。

■営業時間／9：30～18：00 ■定休日／土･日･祝日
0120-321-376

［ソリューション事業本部 コンサルティング営業一部］

お問い合わせの際は「三井でみつけて」冊子を見た、とお伝えいただけるとスムーズです。

「資産ドック」の
詳細はこちらから

相続対策 共有解消
資産
組み換え

資産の
有効活用

収益物件
取扱

Image Photo

三井不動産グループのご紹介
vol.4
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物件エントリー受付中コンセプトルーム公開中〈完全予約制〉

三井本館

三越本店

日本橋
三井タワー

中
央
通
り

一方通行

至日本橋至日本橋

至神田至神田

マンダリン
オリエンタル
ホテル東京
駐車場入口

コレド室町テラス

コ
レ
ド

室
町
1

コ
レ
ド

室
町
2

三
井
２
号
館
ビ
ル

周辺拡大図

正面エントランス

「 三井 のすまい  日本 橋 サロン 」でご 案 内中の 物 件

受付・ロビー

洗練された日本橋のイメージ
を表現した和モダンな空間。

「三井のすまい 日本橋サロン」
にお越しの際は、お気軽に
お声がけください。

日本橋サロン

「三井のすまい 日本 橋サロン」が、

日本 橋三井タワーの5階に移転してリニューアルオープン。

広々としたサロンで、理想の住まいをみつけてください。

コレド室町
テラス

至神田至神田

八重洲北口八重洲北口

日本橋サロン
日本橋三井タワー5F

2019年9月に「コレド室町テラス」が開業
いたしまして、ますます日本橋も盛り上がりを
見せております。是非日本橋の街の雰囲気
をご体感しにいらしてください。ご来場を
心よりお待ち申し上げております。

「パークホームズ日本橋浜町 ザ レジデンス」
レジデンシャルサロン

（三井のすまい 日本橋サロン内）

所長 篠塚 達也

エントランス

300年を超えて受け継がれる「天・地・人」の三才を意味する
「丸に井桁三」の暖簾印でお出迎えいたします。

多目的スペース

明るく開放的なご案内スペース。お住まい
探しについてお気軽にご相談ください。

キッズルーム・授乳室

お子様連れでも安心してゆっくりとご見学
いただけます。

日本橋の街並みを約1/1000のスケールで再現した大型ジオラマ。
再開発が進んでいる日本橋・東京エリアや、三井の分譲物件の
位置関係をご確認いただけます。

壁面大型パネル

「三井×日本橋エリア」の関係性を、歴史・精神・未来の視点からご紹介いたします。 

パ ー ク リ ュ ク ス

日本橋大伝馬町日本橋橘町
パ ー ク ホ ー ム ズ

0120-321-781 0120-318-3840120-321-676

ザ レジデンス
日本橋浜町

パ ー ク ホ ー ム ズ

A9

A10

A8

A6

A7

銀座線
「三越前」駅
銀座線
「三越前」駅

三井本館
コレド室町1

中央改札

三越方面改札

室町三丁目
方面改札

日本橋
三井タワー
B1F

JR「新日本橋」駅▲JR「新日本橋」駅▲

半蔵門線「三越前」駅▼半蔵門線「三越前」駅▼

地下通路案内図

□東京メトロ銀座線・半蔵門線
　「三越前」駅A7・A8出入口直結
□東京メトロ東西線「日本橋」駅より徒歩7分

□JR「新日本橋」駅より徒歩3分
□JR「神田」駅東口より徒歩7分
□JR「東京」駅八重洲北口より徒歩12分

※当サロンでは駐車場のご用意はございませんのであらかじめご了承ください。

□営業時間／10：00～17：00 
□定休日／水曜・木曜
東京都中央区日本橋室町2-1-1

より詳しい地図や
日本橋三井タワー内
フロア図などは、
右のQRコードより
ご確認ください

▲ ▲

「三井のすまい 日本橋サロン」（日本橋三井タワー 5F）

地下鉄をご利用の場合 ＪＲをご利用の場合

ご見学をご希望の際は、各物件にお問い合わせください

ジオラマ

物件エントリー受付中
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ファインコート中目黒（分譲済）

対象物件をご購入いただくと…

※割引率は物件により異なります。 
詳細は「31TEIKEI」をご確認ください。

0.5 1or

提携割引制度をご利用になるにはお手続きが必要です。

STEP1
紹介カード等の発行

ご勤務先・所属団体等の提携制度
窓口で紹介カード等の発行手続き
を行ってください。

STEP2
販売センターでのお手続き お客様アンケートのご記入

STEP3

提携割引制度のご案内〈首都圏エリア〉

提携企業にお勤めの皆さまへ

「提携割引制度」
対象物件 ※割引率は物件によって異なります。

本誌に掲載の首都圏エリア物件で　　　マークの付いて
いる物件は割引対象物件となります。

0.5％割引
1 ％割引

割引対象物件の検索 ･提携企業に関するお問い合わせはコチラ

三 井 の す ま い
提携企業様専用サイト

提携企業様限定のお得な情報はコチラ

マンション・一戸建て情報を多数掲載中！

〈首都圏エリア〉豊富な物件ラインナップ
お探しのエリアから簡単にリストアップ！
簡 単 エ リ ア 検 索

新着物件もタイムリーに掲載！
新 着 物 件 情 報

提携企業にお勤めの方は

「三井不動産レジデンシャルの対象物件」を

ご購入の際に割引特典がございます。

三井不動産レジデンシャル  　 0120-321-534   ［受付時間］午前10時～午後5時（定休日：土・日・祝日）

営業スタッフに紹介カード等を提示し、
「提携割引制度利用」の旨をお伝えください。
※紹介カード等の発行がない場合、社員証等を
ご提示ください。

物件販売センターでご記入いただくお客様アンケート
【当物件の広告について、ご覧になったものを
お聞かせください】の問いに対し、【勤務先の紹介】の
該当項目にチェックをいれてください。

当制度のご利用には、事前に「紹介カード等の発行」手続きをお済ませいただき、来場時にご提出ください。

▶▶ 提携割引制度のご案内 ▶▶ 三井のすまいモール目黒／リノベーション事業

0120-716-321■営業時間／午前10時～午後5時
■定休日／火曜・水曜
　（夏季・年末年始除く）

すまいに関することは「三井のすまいモール」総合デスクへ

最新のイベント・セミナー情報はこちら
▲ ▲ ▲

「おすまい個別相談会」や「自宅賃貸セミナー」、
シニア向けのセミナー・相談会などを随時開催しています。

リフォーム 買う 借りる 貸す 建てる 運用する

セミナー・相談会はすべて
参加費無料・事前予約制となっております。

※セミナー・相談会は先着順となります。満席の場合はご容赦ください。

すまいのことなら
「三井のすまいモール」へ

［セミナー＆相談会］
開催中随時

Image Photo

クラルテ武蔵小山
Image Photo

【所在地】東京都品川区小山４丁目1-1
【交　通】東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩3分
【価　格】7,200万円

□間取り／専有面積：2LDK／61.34㎡ □階数：5階／地上14階建 □築年月：2002年9月 □売主：三井不動産レジデンシャル（株）

外観

リビング･ダイニング リビング･ダイニング･キッチン

※改修工事にあたり、 既存利用とした部位を除く。

暮らしてからの安心まで
サポートする「RESIDENTIAL MADE」。

瑕疵担保2年

コンクリート躯体の亀裂・破損
（構造耐力上主要な部分）
雨漏り

設備保証　内装保証

2年
アフター
サービス

三井不動産グループの
メンバーシップサービスの

利用特典

お問合わせは

※仲介業者による媒介契約になりますので、所定の手数料が発生します。予めご了承ください。※記載の内容は2019年11月1日時点の情報となります。※先着順販売につき、成約済の際はご容赦ください。※現在の眺望・景観は将来にわたって保証するものではありません。※掲載の写真は2019年9･10月に撮影したものです。

【ご相談・お問い合わせ】
コンシェルジュ営業部

営業時間／午前10：00～午後5：00
定休日／水曜・木曜（夏季休業・年末年始除く）0120-921-631 WEBサイトは

こちらから

一邸、一邸に、安心を仕立てる
「レジデンシャルメイド」。

三井不動産レジデンシャルのリノベーション

【2019年10月リフォーム済／南西向きにつき陽当たり良好】
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■営業時間／午前10時～午後5時 ■定休日／水曜・木曜（夏季・年末年始除く）

「三井のすまい」コンシェルジュ

0120-921-631右記フリーコールより
まずはお気軽にご相談ください。

webサイト内のお問い合わせフォームより、
ご相談内容をご入力ください。

お電話で“キメ細かく”ご相談 メールで“手軽に”ご相談

▼ ▼ ▼ ご相談はもちろん　　。電話やメールでお気軽にご相談ください。▼ ▼ ▼無料

個人向け不動産売買･仲介／賃貸

※ギフトカードのお届けまでに、2週間から1ヶ月かかります。※特典内容が変更になる場合があります。※お客様に進呈するギフトカードの金額と「三井のすまいLOOP」等の特典合計は、仲介手数料（税抜）
の10分の1を超えることは出来ず減額される場合がございます。※対象不動産の所在が、全国の「三井のリハウス・リアルプラン」にてお取り扱いが可能な場所であることを前提とします。※対象不動産につい
て、すでに「三井のリハウス・リアルプラン」と媒介契約（一般媒介を含みます）を締結している場合は、特典の対象外とさせていただきます。※査定対象の不動産1件につき、1回のご利用とさせていただきま
す。※本サービス内容の変更・廃止の際はご容赦ください。※法人様のご利用は除外させていただきます。※「三井のリハウス・リアルプラン」の他の制度（謝礼等の進呈）の対象となっている場合、諸条件が
ありますのでリハウス担当者にお尋ねください。

訪問査定のご依頼で

ご自宅等への訪問査定をご依頼いた
だいた方に、JCBギフトカード5,000
円相当を進呈しております。

5,000円相当の
ギフトカードを進呈！

（専属）専任媒介契約の締結で

左記の査定を実施した不動産について
「三井のリハウス･リアルプラン」と（専
属）専任媒介契約を締結していただいた
お客様へ、加えて25,000円相当の
JCBギフトカードを進呈します。

25,000円相当の
ギフトカードを進呈！

三井不動産グループ賃貸事業会社にご契約
物件やご自宅の賃貸管理をお任せいただいた
方に、JCBギフトカード10,000円相当を進呈
しております。

10,000円相当の
ギフトカードを進呈！

売却のお得な特典 物件貸出のお得な特典 1万円相当1万円相当1万円相当総額3万円相当総額3万円相当総額3万円相当

さらに

媒介契約締結時における物件の媒介価格が800万円
以上である場合に限らせていただきます。

賃貸管理委託で賃貸管理委託で

売却･貸出のご相談も三井不動産グループが全面サポート

Image Photo

はいかがでしょうか？
『お住み替えの第一歩』不動産をご所有の皆様へ

売却価格提案

※三井不動産リアルティグループは‘86年度～‘18年度の33年連続全国売買仲介取扱件数No.1です。

「三井のすまい」
コンシェルジュ
W e b サイトは
コチラ  

▲ ▲ ▲
三井不動産レジデンシャル販売物件にご来場またはご契約いただいた
お客様が対象。

都心不動産コンサルティング

▶▶ お住み替え・売却価格提案についてのご案内 ▶▶ 土地活用事業／マンション建替え事業

オーナー様の大切な資産に、最適な事業方式をご提案いたします。

主な土地活用の手法

パークタワー東雲（2014年分譲済）パークタワー東雲（2014年分譲済）

土地活用
土地売却・土地活用のご相談は
三井不動産レジデンシャルへ。

私たちの土地活用は、マンション・戸建のみならず、社会人・学生寮、シニア住宅から、
オフィスビル、商業施設、ホテル、物流施設、リゾート施設にまで至ります。
三井不動産グループとして展開する多彩な不動産事業で培ってきた長年のノウハウに基づき
オーナー様にとってベストな土地活用ソリューションをご提供いたします。

三井不動産グループの総合力を活かした土地活用サービス

オーナー様が土地を手放
さずに、私たちと共同で
住宅を建設し、両者で区分
所有権を取得しあう事業
方式です。

土地の賃貸期間・返還時期
が法的に定められている安全
性の高い事業。土地を手放さず
に活用でき、一時金や地代等
の収入を得ることができます。

オーナー様の土地を売却して
いただき、私たちが企画・
建設、販売を行います。土地
売却後、オーナー様の事業
リスクはありません。

等価交換方式 定期借地権方式 ご所有地のご売却

WEBサイトは
こちらから

［営業時間］
午前10：00～午後5：00
（土日祝･年末年始除く）0120-933-531お問い合わせは「都市開発事業企画部」

マンション

物流施設

戸 建

ショッピング
センター

社会人・学生寮

オフィスビル

ホテル

リゾート

パークコート
乃木坂 ザ タワー

その他実績はWEBサイトをご覧ください。

権利者さまの事情に応じて、
お住み替えや仮住まい、賃貸運営や管理など、
様々なサポートを実施いたします。

19年連続「グッドデザイン賞」受賞
乃木坂ナショナルコート

都心の利便性と落ち着きを享受
できる、地上25階 総戸数88戸の

「パークコート乃木坂ザ タワー」に
生まれ変わりました。

BeforeBefore After

マンション建替えは
三井へ

建替え後の未来を見据えて

WEBサイトは
こちらから

［営業時間］
午前10：00～午後5：00

（土日祝･年末年始除く）0120-321-026三井不動産レジデンシャル プロジェクト推進部  
お問い合わせは

東京都港区
2019年2月竣工済

パークコート
青山 ザ タワー

2018年度グッドデザイン賞
集合住宅部門受賞

東京都渋谷区
2020年4月竣工予定

THE COURT
神宮外苑

外観完成予想CG

外観

外観

外観

都心部における
確かな信頼と実績

三井の商品企画力

三井不動産グループの総合力
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▶▶ 海外事業 ▶▶ シニアレジデンス事業／三井不動産のシェアオフィス「ワークスタイリング」

Thailand三 井 不 動 産グループの海 外 事 業

1999年設立、2012年12月にタイ証券取引所に上場。傘下に住宅管理会社、仲介会社、建設会社を持ち独自のバリューチェーンを構築。
時価総額約338億円（2019年11月時点）、売上高約375億円（2018年度時点）。※1タイバーツ：3.55円想定

三井不動産グループは、タイの有力な住宅デベロッパー「アナンダ社」との共同
事業で首都バンコクに全25プロジェクト、約2万戸の住宅を供給。その中でも

「Ashton」シリーズはアナンダ社の最高峰レジデンスです。

バンコクは1782年ラーマ1世によって遷都
されて以降、タイの政治・経済・文化の中心
としてラオス、カンボジア、ミャンマーを含むイン
ドシナ半島の経済圏の中心都市へと成長を
遂げています。さまざまな業種（製造業・
サービス業等）の日本企業が進出し、在留
邦人数は世界的にも上位。近代的な高層
ビルやショッピングモール、屋台での食事や
買い物などの庶民的な生活、煌びやかな
王宮や荘厳な仏教寺院など、数多くの魅力
にあふれています。

※価格は2019年10月19日現在の価格となります。販売状況に伴い販売価格・
販売住戸に変更が生じる可能性、また、為替レートの変動に伴い日本円換算の
金額に変動が生じる可能性がございます。

※三井不動産レジデンシャル株式会社は、日本の不動産会社（宅地建物取引業者）です。
「Ashton Silom」分譲における「事業主」または「販売代理業者」ではありません。
事業主の許可を得て販売資料等の提供を受け、日本国内での販売サポートを行って
おります。なお、三井不動産レジデンシャル株式会社はバンコクでの不動産免許を
取得しておりませんので、当該事業に関する契約行為は、現地提携会社が行います。

※掲載の完成予想CGは、設計図を元に作成したもので形状･色等は実際と異なります。
施工上の理由及び改良のため、変更となる場合がございますのでご了承ください。
なお、外観形状の細部、設備機器等は表現していません。このCGで表現されている
植栽は竣工から初期の生育期間を経た状態のものを想定して描いております。

※家具･調度品等は販売価格には含まれません。

所 在 地
交 通
総 戸 数
敷 地 面 積
規 模
住宅専有面積
間 取 り

価 格

竣 工 時 期
売 主

／タイ バンコク バーンラック スリヤウォン
／BTS「チョンノンシー」駅徒歩5分
／住戸428戸、商業1区画
／約3,776㎡（約1,142坪）
／48階建
／31.00㎡～86.00㎡
／1LDK・2LDK

／THB 8,775,000（約3,116万円）～
　THB 22,692,000（約8,056万円）

※1タイバーツ：3.55円想定

／2018年11月（即入居可）
／ANANDA MF ASIA
　CHONGNONSI CO.,LTD.

※2019年10月現在

発 展 著しいタイ・バンコク

Image Photo

バンコクでの三井不動産グループの分譲マンション事業

活気あふれる賑わいと歴史と文化が融合する都市

Ashton Silom

アナンダ社について

三井不動産レジデンシャル株式会社
コンシェルジュ営業部

［営業時間］10：00～17：00［定休日］水曜・木曜（夏季休業・年末年始を除く）
0120-921-631詳細についての

お問い合わせは

WEBサイトでは、
フィリピンにおける事業も
ご紹介しています。

〈外観完成予想CG〉〈室内完成予想CG〉／ASM Type ※分譲済（2Bed2Bath size 86sq）

Ashton Asoke
販売中／総戸数 783戸

Ideo Mobi Rangnam
販売中／総戸数 366戸

Q Chidlom Phetchaburi
販売中／総戸数 352戸

Ashton Asoke-Rama9
販売中／総戸数 593戸

Ideo Q Victory
販売中／総戸数 348戸

A s h t o n  S i l o m

Ashton Chula-Silom
販売中／総戸数 1,180戸

販売中／総戸数 428戸

Ideo Q Chula samyan
販売中／総戸数 1,598戸

Ideo Q Siam Ratchathewi
販売中／総戸数 550戸

三井不動産グループとアナンダ社の
バンコク中心部供給MAP（一部抜粋）

BTS（スクンビット線） BTS（シーロム線）
MRT 国鉄エアポートリンク

ルンピニ
公園
ルンピニ
公園

日本大使館日本大使館

ククリットハウスククリットハウス

ベンチャ・キティ
公園

ベンチャ・キティ
公園

クリーンシリキット
国際会議場

クリーンシリキット
国際会議場

チュラロンコーン
大学

チュラロンコーン
大学

サイアム
オーシャン
ワールド

サイアム
オーシャン
ワールド

スアン・
パッカード宮殿
スアン・

パッカード宮殿

チョンノンシー駅チョンノンシー駅

スクンビット駅スクンビット駅

アソーク駅アソーク駅

サムヤーン駅サムヤーン駅

フアランポーン駅フアランポーン駅

サイアム駅サイアム駅

マッカサン駅マッカサン駅

パヤタイ駅パヤタイ駅

ナショナルスタジアム駅ナショナルスタジアム駅
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▶▶ ゴルフ場・別荘地の販売・仲介／三井不動産グループ ホテルリゾート ▶▶ 三井不動産グループ 商業施設

三井の森
リゾートネットワーク

別荘地の販売代理をはじめ、別荘の売却を希望する
オーナーと別荘購入を検討するお客様との橋渡しを
する仲介事業を積極的に推進しています。

別荘地の販売・仲介、寒冷地対応・自由
設計の別荘建築、ゴルフ場運営、快適な
別荘管理などを展開しています。

別荘地販売事業

八ヶ岳西山麓と軽井沢を別荘建築事業の拠点として、
デザイン力・設計力・建築力に磨きを掛け、お客様の
こだわりを形にしています。

別荘建築事業

蓼科高原および軽井沢にて、三井不動産が展開する
3つのゴルフコースの管理運営を受託。自然の繊細な
地形を活かし、美しさと戦略性を兼ね備えた各ゴルフ
コースでプレーヤーの皆様をお迎えしています。

ゴルフ事業

ミレーニア勝浦

三井の森 軽井沢カントリー倶楽部軽井沢上ノ原地区K山荘

別荘地販売事業

別荘建築事業 ゴルフ事業




