
「子どもが大きくなり受験も控えているので、マン
ションの部屋数を増やしたい」というリフォームの
ご相談。ところが、ご要望を伺ったところ、構造
上の問題もあり部屋数を増やすことが困難だった
ため、近隣で条件に見合う新築マンションをご提
案しました。しかし、ご主人様が地元でご商売

お客様に寄り添いながら
より良い選択肢をご提案

三井不動産レジデンシャル
コンシェルジュ営業部

小倉 みな子

をされていて立地に強いこだわりがあり、「買い
替え」というお考えはありませんでした。
そこで、ご夫婦には今後の家族のライフイベント
を整理していただき、それに沿って、資金計算、
中古市場の調査結果、マーケットの動向、今後
の供給予定などを詳しく分析してご提示。充分に
納得いただいたうえでご購入いただくことができ
ました。
これからもお客様のご希望に寄り添いながら、
多角的なご提案を大事にしていきたいと思います。

三井
みつけた

で

　　　　　　　　　のことなら、
何でも 　　　　　　　　　　　 にご相談ください！三井不動産グ ループ

すまいとくらし 　

すまいを
売りたい・買 いたい新 築 を買いたい

マンションを 借りたい

マンションを 貸したい

リフォームしたい

イ ンテリアを
新しくしたい

オーダーメイドで
建 てたい 賃貸 管 理を任せたい

【 三井不動産レジデンシャル コンシェルジュ営業部 】
「すまいとくらしの総合窓口」へお気軽にご相談ください！

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）0120-921-631

※コロナウィルス感染予防対策のため営業時間が変更になる場合がございます。詳しくはHPでご確認ください。

新築の物件情報、実際のお部屋をご覧
いただけるVRモデルルーム、三井不動産
グループ各社の商材などを公開中！

すまいと
くらしの
総合窓口

「すまいとくらしの総合窓口」ホームページはこちらから

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

夏

パークシティ柏の葉キャンパス サウスマークタワー（外観完成予想CG）

SUMMER
発行：2020年7月

※本誌に掲載の情報は、2020年6月30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。※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、設計図を基に作成したもので、形状・色等は実際とは異なります。なお、外観形状の細部、設備
機器等は表現しておりません。このCGで表現されている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おり、竣工時は植物の生育を見込んで必要な間隔をとって植えております。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10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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空間をデザインする、
社会をデザインする。
三井デザインテックが目指している空間
デザインとは、設計やインテリアにとどま
らず、新しい暮らし方やビジネスのあり方
をデザインすること。
私たちは、住まいのインテリア、オフィス、
ショップ・ショールーム、ホテル、医療
施設、ビルのリニューアル、賃貸マンション
のリニューアルといった多彩なシーンに
おいて、価値ある空間創造に取り組んで
います。

三井デザインテックのサービス

インテリア
商品販売 住まい ホテル

ビル オフィス 商業施設

医療施設 福祉施設 コンサルティング/
デザイン

三井デザインテック

▶サービスの詳細はコチラ

専属のインテリア
コーディネーターが、
理想の住まいづくりを
トータルサポート。

豊富な知識と経験を持つ

インテリアコーディネーターが

お客様一人ひとりに専属し、

ご要望のヒアリングから商品選び、

家具の設置、アフターケアまで

責任を持って担当。

お客様の理想の住まいづくりを

トータルでサポートいたします。

経験豊富なインテリアコーディネー
ターが、家具ひとつから室内全体まで、
お客様のライフスタイルや好みを理解
し、ご満足いただけるご提案をいたし
ます。

「LIVE LABO」だからできる4つのポイント

完全予約制のインテリアコーディネートサロン
「LIVE LABO」でお待ちしています。

お客様に最適なインテリアプランを作成

好みから品質まで考慮して
ご提案いたします。

LIVE LABO 東京サロン

インテリアコーディネートサロン「LIVE LABO（リブラボ）」では、お客様の専属インテリア
コーディネーターが、新しい住まいの図面を見ながら、そこでの暮らし方やインテリアに
関するご要望やお悩みを丁寧にヒアリングします。その上で、経験豊かなプロならではの
テクニックやアイデアを駆使し、お客様のライフスタイルに最適なインテリアプランを作成
します。照明ひとつから住まいのトータルコーディネートまで、何でもご相談ください。

1
全室のトータルコーディネートはもち
ろん、ひと部屋のみでも気軽にご相談
ください。また既にお手持ちの家具に、
新たに家具を加えたいというご相談に
も対応しております。

ひと部屋のみ、
家具ひとつでもご相談ください。2

ゆったりとインテリアをお選びいただ
くために「LIVE LABO」は完全予約制
としています。お打合せスペースには、
図面やサンプルを広げられるよう、
大きなテーブルをご用意しています。

□住所／東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山WEST 2F
□営業時間／平日 11：00～17：00／土・日・祝日 10：00～17：00
□休館日／火曜日・水曜日

図面とサンプルを広げられる
専用のお打合せコーナーを設置。3

0120-310-419

豊富な取り扱いブランドの中から選り
すぐりの新作家具などをディスプレイ。

「カーテンサンプルブース」には、国内
外多数の有名ブランドの生地や装飾
タッセルなどをご用意しています。

コーディネートのイメージを
さらに膨らませるお試しブース。4

ご予約

LIVE LABO 大阪サロン

□住所／大阪府大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビル 8F
□営業時間／10：00～17：00
□休館日／水曜日

※営業時間および休館日は変更になる場合があります。詳しくはフリーダイヤルへお問い合わせください。

0120-321-303ご予約

インテリア
コーディネート

豊富なインテリア
商品ラインナップ

オーダーメイドの
特注家具

設置場所の採寸 配送・家具の設置
セッティング

入居後の
アフターケア

三井不動産グループのご紹介
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風景となる街並みの創造
Townsc a pe

三井の戸建 ファインコート。

それは、三井不動産が築き上げ、

三井不動産レジデンシャルが築き続ける、

先進の都市型戸建住宅です。

様々な土地に街に、

そして何より、お住まいになる方々に、

時を超えて愛され続ける住まいへ。

ファインコートは、進化を続けます。

時を経てその価値を高める「経年優化」

その街一番の、一戸建て住宅街区の創造。
「三井の戸建 ファインコート」は、街と家と暮らしのトータル
プロジェクトです。お住まいになる方の快適性はもちろん、家を
創ることによって誕生する街に美しい風景を描き出し、ファイン
コートオーナーとしての誇りとよろこびを感じていただけるよう、
強いこだわりを持った街づくりを実践しています。

美しく、暮らしやすい空間デザイン
Pl a nning

ファインコートは、ひとつひとつの住まいに、単に日々を過ごす生活
機能を満たした器としてだけでなく、ご家族一人一人が、やすらぎ
や潤いに心満たされる空間をデザインしています。
家族の会話が弾む間取りプラン、麗らかな陽光を誘う空間設計、
スマートな暮らしを提案する収納計画など、美しさと機能、そして
心のゆとりを願うファインコートの「家」を描き続けています。

三井不動産レジデンシャルは「経 年優化」の街 づくりを
目指しています。お住まいになる方が良質なコミュニティ
を形成し、建物・外構・植栽などは、その風格や味わいを
深めていく。時の経過とともに価値を高めていくような街
づくりを心がけています。

戸建ての特性を活かしたプラスアルファ空間
在宅勤務の機会が増している昨今、家族とゆるやかにつながりながらも
作業に集中できる、「自分の場所」のニーズが高まっています。ファイン
コートは、立体的な空間利用が可能な戸建ての特性を活かし、様々な
プラスアルファ空間をプランニング。廊下や階段部分なども有効活用して、
ワークスペースや勉強コーナー付きのプランを積極的に採用しています。

Aファインコート中目黒（分譲済）：緑道に隣接する立地に、小径と自然な一体感を生み出す
「修景思想」が息づく街並み。 Bファインコートひばりヶ丘グロウブヴィラ〈2011年度 グッド
デザイン賞受賞（分譲済）〉：隣接する市保有の樹林地を、一体開発によって美しく再生した
プロジェクト。 Cファインコート等々力  桜景邸（分譲済）：建売分譲住宅で首都圏初＊1の
“スマートウェルネス住宅”プロジェクト。

販売当初から2年経過した街並み〈ファインコート荻窪（分譲済）〉

F4LDK住戸の多くに採用している「DEN」。リビングに接し、様々な用途に利用
可能。〈ファインコート石神井公園ザ・グランプレイス〉 G子どもの学習スペース
などを意識して、階段の途中部分にレイアウトした「IKUMA（育間）」。〈ファイン
コート守谷ビスタシティ（分譲済）〉 H2階の廊下に設置した「カウンター」。リビ
ングの吹抜に面しているので、階下の家族ともゆるやかにつながる。〈ファイン
コート国立ルミナスヴィラ〉 

＊1：当社の“スマートウェルネス住宅”の基準（要件）を全て満たした首都圏初の建売分譲住宅になります（東京ガス調べ：2015年9月。東京ガス供給エリアにおける調査）。

D空間的なひろがりを創出する吹抜〈ファインコート仙川（分譲済）〉
E窓の外の景色を借景として室内に取り込む工夫〈ファインコート吉祥寺（分譲済）〉

ファインコート石神井公園ザ・グランプレイス

ファインコート物件ラインナップは、P.17より掲載しています ▶▶

ファインコート

特集［モデルハウスVRツアー］公開中

A

B C

D E

F

G H

F I N E  C O U R T

ファインコート阿佐谷南一丁目（分譲済）

進化を続ける、
信頼と実績の街づくり

物件ホームページで［街並み紹介ムービー］
［モデルハウス360°バーチャルツアー］公開中
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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。

提携割引制度
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 万円5or

ファインコート田無けやき公園

パークホームズ文京小日向ザ レジデンスパークホームズ文京小日向ザ レジデンス

パークホームズ日本橋人形町 ザ レジデンスパークホームズ日本橋人形町 ザ レジデンス

豊富な物件ラインナップ
〈首都圏エリア〉 簡 単 エ リ ア 検 索新 着 物 件 情 報

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、
初回来場時にご提出ください。

※掲載の物件写真は全て分譲済です。

本誌に掲載の物件で　　　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

提携企業にお勤めの皆さまへ

三井不動産レジデンシャル（株）提携法人事務局  　 0120-321-534  ［受付時間］午前10時～午後5時（定休日：土・日・祝日）お問い合わせ

提携企業様限定のお得な情報はコチラ三 井 の す ま い
提携企業様専用サイト

ファインコート吉祥寺北 杜の邸

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

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。

お客様アンケートのご記入

STEP3

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。

提携割引制度のご案内

▶▶ 提携割引制度のご案内
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三井不動産レジデンシャル
コンシェルジュ営業部

三井不動産グループが、ご所有資産の現状把握と課題の“見える化”をお手伝い

三井不動産グループの総合力を活かして、
ご所有不動産に最適なソリューションをご提案いたします。

◆ 三井不動産グループが展開する多彩な不動産事業 ◆

この他にも様々なご提案をいたします。詳しくはお問い合わせください。

分譲マンション 分譲戸建 賃貸マンション リノベーションマンション

シニアレジデンス 学生寮 社会人寮 住商一体開発

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。

※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。

メールでのお問い合わせ

|ご |所 |有 |不 |動 |産 |についてのお悩みは、
三井不動産グループにご相談ください。　
土地・ご自宅の売却や有効活用、賃貸マンション・アパート管理についてのお悩みなど、

ご所有の不動産のことなら何でもお気軽にご相談ください。

Image Photo

「資産ドック」の
詳細は
こちらから

パークウェルステイト浜田山 カレッジコート平和台 ドーミー品川 パークホームズ川越新富町アドーア

パークシティ浜田山 ファインコート目黒 パークアクシス日本橋兜町 南青山豊田パーク･マンション

作成
無料

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）

※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～‘19年度の34年連続全国売買仲介取扱件数No.1です。

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。

個人向け不動産売買・仲介／賃貸 都心不動産コンサルティング

■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（株）コンシェルジュ営業部

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

▶▶ お住み替え・売却価格提案についてのご案内▶▶ 不動産をご所有の方へ
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▶▶ マンション再生事業／リフォーム事業「三井のリフォーム」

［営業時間］
午前10：00～午後5：00

（土日祝･年末年始除く）0120-321-026マンション再 生 相 談 室
お問い合わせ・ご相談・資料請求は

Webサイトはこちらから

検 索三井不動産レジデンシャル　マンション再生

下記フリーコールまたはWEBサイトより、お気軽にご連絡ください。

「マンション再生相談室」が、お悩みの解決のためにあらゆる可能性を検討します。

マンションのご事情に応じて最適なご提案をさせていただきます。

修繕・改修工事、建替えにどのくらいの費用がかかるのか知りたい

漏水で困っている地震への備えが心配

皆様のマンションが抱えるお悩みは、

三井不動産レジデンシャルの
マンション再生相談室へご相談ください。

ご相談は
無料です

劣 化した 性 能 や
機能を回復させる
工事

劣化した性能や機能を
回復させる工事に加え、
居住者のニーズに合わせ、
性 能 や 機 能をグレード
アップさせる工事

全員同意、もしくは
4/5以上の同意で
建替えを進める方法

修 繕 建 替 え改 修
Image Photo

※《リフォームプランナー》は三井不動産グループの（第4439726号）登録商標です。
※住まいのリフォームコンクール　主催：（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター　後援：国土交通省

お問い合わせの際は「三井でみつけて 夏号を見た」とお伝えください。

美しさと使いやすさを両立する、プロのデザイン力でご提案します。
間取りの変更や水まわりの移設で、もっと使いやすく、もっと素敵に。

お客様の暮らしに合わせて、ひとつひとつ丁寧に創り上げていくオーダーリフォーム。リフォーム
の各プロセスにそれぞれ専門の担当者（リフォームプランナー 、コンストラクションエンジニア、
プロジェクトマネジャー）を置き、チームとして取り組むことで多様なリフォームへ対応いたします。

R

R

様々なご要望にお応えする
設計・デザイン

お客様の家族構成や日々の暮らし
方、将来のライフスタイルまで見据
えながら、女性ならではの細やかな
視点とプロの技術でリフォームプラ
ンナー がご提案いたします。

※東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県（一部地域を除く）

M-STYLEマンション
全面リフォームパック light

350万円
（税別）

工事費込み
70㎡・3LDK

よ
り

エリア限定販売中
住宅設備機器10年保証付

リフォーム・リノベーション後のイメージや空間
の広がりを3D画面でご実感いただけます。

最新設備機器と内装工事がお求めやすい
価格になったリフォームパックです。

3D体験は
コチラ

自宅でモデルルーム体験オーダーリフォーム

0120-31-8665
■営業時間／午前10時～午後6時　■定休日／土曜・日曜・祝日

■三井不動産リフォーム株式会社 営業推進部

35
住まいの

リフォームコンクール

年
連続受賞

三井のリフォーム 検 索
東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル35階

image

▶▶ 三井のすまいモール／シニアレジデンス事業

Image Photo

三井のすまいモールWebでは、
さまざまなくらしかた記事を公開中！

自宅で開く料理教室。
「職住一体」の空間づくり

生きる力を育てる自然の中で
家族それぞれに広がる未来

季節を感じる日本家屋と
着物生活で得られる心の豊かさ

 都心のくらし
「断捨離ライフ」

ライフスタイルから選ぶ
あなただけの自由なくらし。
三井不動産グループなら
新築、住み替え、リフォームなど
様々な選択肢の中から、
きっと見つかります。

https://mitsui-mall.com/

住まい選びは「三井のすまいモール」

くらしから
 み つける

ライフスタイルで

オンラインですぐに
無料相談ができます！
お気軽にお問い合わせください。
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三井不動産グループの
海外住宅事業のご紹介は

こちら
0120-921-631［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）

※コロナウィルス感染予防対策のため営業時間が変更になる場合がございます。詳しくはHPでご確認ください。
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

詳細についてのお問い合わせは

外観完成予想CG

Ashton Silom

三井不動産グループとアナンダ社の
バンコク中心部プロジェクトMAP（一部抜粋）

■総戸数／491戸■敷地面積／5,827㎡■規模／54階建
■住宅専有面積／68㎡～124㎡■間取り／1Bedroom～
2+1Bedroom■価格／RM 1,480,000（約3,700万円）～
RM 2,990,000（約7,475万円）※1リンギット＝25.00円
想定■竣工時期／2023年（予定）■売主／Patsawan 
Properties Sdn. Bhd.

■総戸数／1,675戸（他に店舗6区画）［予定］■敷地面積
／17,571㎡■規模／３棟（24階、28階、34階建［予定］）
■住宅専有面積／27㎡～113㎡（ノースタワー）■間取り
／S t ud i o ～3 L DK（ノースタワー）■ 価 格／ P h P  
5,006,562（約1,067万円）～PhP 17,976,647（約3,830万円）
※別途駐車場の購入が必要となる場合がございます。
PhP 1,350,000（約288万円）※1フィリピンペソ＝2.13円
想定■竣工時期／2021年（ウエストタワー）、2022年

（ノースタワー）、2025年（イーストタワー）■共用施設／
プール、ジム、多目的スポーツ施設、ファンクションルーム、
コワーキングスペース等■売主／Rockwell MFA Corp.

■総戸数／428戸、商業1区画■敷地面積／3,792㎡
■規模／48階建■住宅専有面積／31.96㎡～75.28㎡
■間取り／1～2Bedroom■価格／THB 8 ,775 ,0 0 0

（約3,028万円）～THB 21,682 ,000（約7,481万円）※1
タイバーツ＝3 .45円想定■竣工時期／2018年（竣工
済）■共用施設／プール、ジム、ジャグジー・サウナ、
ライブラリ、ラウンジ等 ■ 売 主 ／A NA N DA M F  
ASIA CHONGNONSI CO. , LTD.

The Arton
フィリピン〈マニラ〉

SPEC

マニラ首都圏最大の行政区。
17,500㎡を超える広大な敷地に誕生する、
3棟・総戸数1,675戸のタワーコンドミニアム。

三井不動産グループが贈る海外住宅事業

メインプール完成予想CG フィットネスジム完成予想CG

完成予想CG完成予想CG

外観完成予想CG

マレーシア〈クアラルンプール〉

SPEC

［ジ・アートン］

タイ〈バンコク〉

SPEC

クアラルンプール中心地に誕生する全491戸の高層レジデンス。

外観完成予想CG プール完成予想CG

共
用
施
設

サ
ー
ビ
ス

※価格は2020年6月22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。海外事業分譲における「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フィリピ
ン・マレーシア・タイ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、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。

［コンレイ］

LIVING

DINING

ENTRY

KITCHEN
T＆B

ENTRANCE

LIVING

BALCONY

DININGBATH
ROOM

KITCHEN

MASTER
BEDROOM

BALCONY

DINING

KITCHEN
MASTER

BATHROOM

BATHROOM 2
ENTRANCE

LIVINGMASTER
BEDROOM

Maynila
マニラ

Lungsod Quezon
ケソン・シティ

Makati
マカティ

The Arton

周辺地図

［アシュトン・シーロム］

詳細は公式ホームページまで

A1
1Bed

［北東向き］

69m2

A2

［角部屋］

84m2

1Bed

［南東向き］

27m2

Studio
UNIT C

専有面積　

バンコク市内にて全26物件販売中

地上48階建・総戸数428戸のタワーレジデンス。
バンコク市内で
31㎡ 約3,028万円～

三井不動産グループが参画する
フィリピン初のプロジェクト。

三井不動産グループと
「Eastern & Oriental社」との共同事業

Ananda社の最高級グレード
「ASHTON」シリーズ

三井不動産グループと
「Ananda社」との共同事業

詳細は公式ホームページまで

プール、キッズプール、ジム、多目的ルーム
/ホール、ジャグジー・サウナ、スカイ
デッキ、会 議 室 、ビリヤードルーム、
ゲームルーム、マルチメディアルーム、
音楽室、バー

①コンシェルジュサービス
②清掃、修理、フード・デリバリー
※各種サービスは有償となり、ご利用に
あたっては所定の料金がかかります。 

三井 ジ・アートン

三井 コンレイ

▶▶ 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

●所在地／長野県茅野市豊平字東嶽4734番他●交通／ＪＲ中央本線「茅野」駅下車（新宿駅
から特急1時間59分、名古屋駅から塩尻駅経由2時間19分）、約12km（車で約18分）●総区画数
／約1,600区画●事業主・売主・別荘地管理／（株）三井の森：国土交通大臣（13）第1408号、
長野県茅野市豊平字東嶽10411番地、（公社）長野県宅地建物取引業協会会員・（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●借地権の種類／賃借権（転
借権：旧法による普通借地権）※先着順販売につき、万一売却済みの場合はご容赦ください。 
※自然保護協定ならびに森林法により保存緑地を確保するため、道路境界線・隣地境界線より
建物後退の規制がございます。※広告掲載の概要／2020年4月1日現在のものです。

八ヶ岳西山麓で約半世紀にわたる歴史を刻んできた「蓼科高原三井の森」。
『つつじが丘』は標高1,300ｍオーバーの高台に位置し、開放的な山岳眺望、
澄み渡る満天の星空など、多彩な魅力を併せ持つ高原別荘地です。

蓼科高原三井の森
借地権別荘地／6区画販売中

「つつじが丘」街区内から望む阿弥陀岳をはじめとする八ヶ岳連峰

［見学のご予約･お問い合わせ］三井の森蓼科販売センター
営業時間／9時～17時（水曜定休）0120-831-318

蓼科高原三井の森入口

┃つつじが丘　借地権別荘地

三井の森
リゾートネットワーク

ゴルフ事業
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。

別荘建築事業
八ヶ岳西山麓と軽井沢を別荘建築事業の拠点と
して、お客様のこだわりを形に。

〈蓼科高原三井の森全体図〉

テニスコート

三井の森名店街

三井の森蓼科
ゴルフ倶楽部

至 茅野市街

竜神池公園
ポニー
牧場

蓼科販売センター
蓼科管理センター

大石公園

フォレストカントリークラブ
三井の森

レストラン
竜神亭

つつじが丘
N

310万円～390万円 1,011㎡（約305坪）～1,159㎡（約350坪）販売
価格

土地
面積

▶▶ 海外事業




