
　　　　　　　　　新たに対象になった物件　

エリア マ/戸 割引率 物件名 所在地
総戸数
（戸）

交通 連絡先

都心 マ 0.5%
パークホームズ市ヶ谷
ヒルトップレジデンス

新宿区 64

東京メトロ南北線「市ヶ谷」駅　徒歩7分
東京メトロ有楽町線「市ヶ谷」駅　徒歩7分
都営大江戸線「牛込神楽坂」駅　徒歩8分
JR総武・中央緩行線「市ヶ谷」駅　徒歩11分
東京メトロ東西線「神楽坂」駅　徒歩12分

0120-321-701

城南 マ 0.5% パークホームズ駒沢大学 世田谷区 35 東急田園都市線「駒沢大学」駅　徒歩3分 0120-321-093

城西 戸 0.5% ファインコート浜田山ル・グラン 杉並区 15 京王井の頭線「浜田山」駅　徒歩5分 0120-260-321

都下 戸 0.5% ファインコート小金井東町ザ・ヴィラ 小金井市 21
JR中央本線「東小金井」駅　徒歩12分
西武鉄道多摩川線「新小金井」駅　徒歩8分

0120-321-723

横浜・川崎 マ 0.5% パークホームズ新百合ヶ丘　山手の杜 川崎市麻生区 77
小田急線「新百合ヶ丘」駅　徒歩9分
小田急線「百合ヶ丘」駅　徒歩5分

0120-778-321

千葉 戸 0.5% ファインコート西船橋パークフロント 船橋市 8
JR総武・中央緩行線「西船橋」駅　徒歩11分
京成本線「京成西船」駅　徒歩6分

0120-321-649

千葉 マ 0.5% パークホームズ千葉 千葉市中央区 253
JR総武線「千葉」駅　徒歩11分
京成千葉線「千葉中央」駅　徒歩2分

0120-255-321

千葉 マ 0.5%
パークホームズＬａＬａ南船橋

ステーションプレミア
船橋市 231 JR京葉線「南船橋」駅　徒歩3分 0120-887-231

エリア マ/戸 物件名 所在地
総戸数
（戸）

交通 連絡先

都心 マ 0.5% パークコート浜離宮　ザ　タワー 港区 562
JR山手線「浜松町」駅　徒歩5分　都営大江戸線「大門」駅　徒歩5
分　都営三田線「御成門」駅　徒歩8分

0120-923-031

都心 マ 0.5% パークリュクス日本橋大伝馬町 中央区 41

東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅　徒歩5分　都営浅草線「東日
本橋」駅　徒歩4分　都営新宿線「馬喰横山」駅　徒歩4分　JR総
武線「馬喰町」駅　徒歩4分　東京メトロ銀座線「三越前」駅　徒歩
11分

0120-318-384

都心 マ 0.5% パークホームズ月島二丁目 中央区 46 都営大江戸線「月島」駅　徒歩3分 0120-321-981

都心 マ 0.5% パークタワー晴海 中央区 1076
東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅　徒歩12分 東京メト
ロ有楽町線「豊洲」駅　徒歩15分 都営大江戸線「勝どき」駅　徒歩
15分

0120-481-321

都心 マ 0.5%
パークホームズ日本橋浜町

ザ　レジデンス
中央区 45

東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅　徒歩8分　都営新宿線「浜町」
駅　徒歩4分　東京メトロ日比谷線「人形町」駅　徒歩10分　都営
浅草線「人形町」駅　徒歩12分

0120-321-781
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■ お問い合わせ先 ■

三井不動産レジデンシャル㈱ 法人営業チーム teikeihoujin@mfr.co.jp
受付時間：午前10時～午後5時 （定休日：土・日・祝日)

提携企業様専用サイト「31TEIKEI」 http://www.31teikei.com

＊『提携割引対象物件』は、売買価格（税込）の0.5％もしくは1％相当額を
諸費用（修繕積立基金など）または売買価格より、割引させていただきます。

＊今回案内対象となる物件は首都圏（東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城）の物件になります。
＊共同事業物件は割引制度が異なる場合がございます。
＊割引内容は変更となる場合がございます。また、販売予定物件は割引内容が
決まっていない場合がございます。

＊宅地は一部割引対象外の企業様がございます。
＊提携企業様専用サイト「31TEIKEI」に掲載されていない場合がございます。
＊万一、販売済の場合はご容赦ください。
＊掲載物件の概要／2020年7月25日現在
＊掲載物件の有効期限／2020年8月末日
＊各物件詳細・最新情報は提携企業様専用サイト「31TEIKEI」をご覧ください。
＊マ/戸 マ：マンション 戸：戸建 宅：宅地

【提携割引制度のご利用にあたって】
※提携割引制度は、三井不動産レジデンシャル㈱と提携いただいた企業にお勤めの方限定の
制度となります。制度をご利用の際はお手続きが必要です。

※当制度のご利用申請は「初回来場時」までにお済ませください。「初回来場時」以降のお手続き
は割引の対象とはなりません。

◆共有者が提携企業にお勤めの場合もご利用いただけます。必ず持分をお持ちください。

なおご契約後に共有者がご名義から外れた場合は、当制度のご利用はできません。
◆ご契約者・共有者とも提携企業にお勤めの場合、どちらか一方の制度ご利用となります。

◆三井のファインコートクラブ・三井のすまいLOOP・三井のリハウス、その他のご紹介や特典との
併用はできません。ご了承ください。

*先着順受付中の物件については、万一、販売済の場合はご容赦ください。また、販売スケジュール等は変更となる場合がございますので、ご了承ください。

http://www.31teikei.com/


エリア マ/戸 物件名 所在地
総戸数
（戸）

交通 連絡先

都心 マ 1.0% グランリビオ千代田平河町 千代田区 35

東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅1番出口より 徒歩3分　東京メトロ
有楽町線「麹町」駅1番出口より 徒歩4分　東京メトロ南北線「永
田町」駅4番出口より 徒歩7分　東京メトロ銀座線「赤坂見附」駅7
番出口より 徒歩9分

0120-321-459

都心 マ 1.0% パークナード恵比寿 渋谷区 70

東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩5分（※5番出口利用時間：
AM6:00～終電／利用時間制限のない3番出口は徒歩7分）
東急東横線「代官山」駅徒歩5分　JR山手線・埼京線・湘南新宿ラ
イン「恵比寿」駅徒歩7分　東急東横線「中目黒」駅徒歩9分　東京
メトロ日比谷線「中目黒」駅徒歩9分

0120-321-587

都心 マ 1.0% パークナード代官山 渋谷区 94
東急東横線「代官山」駅　徒歩3分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」
駅　徒歩6分 JR山手線「恵比寿」駅　徒歩7分

0120-787-321

都心 マ 0.5% ジオグランデ代々木の杜 渋谷区 25
小田急小田原線「代々木八幡」駅　徒歩3分 東京メトロ千代田線
「代々木公園」駅　徒歩4分

0120-321-989

城南 マ 0.5% パークリュクス蒲田一丁目 大田区 76
JR京浜東北・根岸線「蒲田」駅　徒歩10分　京浜急行本線「梅屋
敷」駅　徒歩11分　京浜急行本線「京急蒲田」駅　徒歩14分

0120-318-045

城南 マ 0.5% パークシティ武蔵小山　ザ　タワー 品川区 624 東急目黒線「武蔵小山」駅　徒歩1分 0120-321-293

城南 マ 0.5% パークホームズ中目黒 目黒区 46
東京メトロ日比谷線「中目黒」駅　徒歩11分　東急東横線「中目
黒」駅　徒歩11分

0120-321-796

城南 マ 0.5% （仮称）世田谷区等々力八丁目プロジェクト 世田谷区 40 東急大井町線「等々力」駅　徒歩15分 0120-321-524

城南 マ 0.5% パークホームズ駒沢二丁目 世田谷区 53 東急田園都市線「駒沢大学」駅　徒歩8分 0120-321-359

城南 マ 0.5% パークホームズ用賀一丁目 世田谷区 75 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩10分 0120-321-997

城南 戸 0.5% ファインコート世田谷千歳船橋凛邸 世田谷区 5 小田急線「千歳船橋」駅　徒歩8分 0120-321-395

城南 戸 0.5% ファインコート駒沢公園 世田谷区 16
東急東横線「自由が丘」駅 バス8分 バス停から徒歩2分 　　東急
田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩18分

0120-645-321

城南 宅 0.5% ファインコート駒沢公園　宅地街区 世田谷区 4
東急東横線「自由が丘」駅　バス8分 バス停から徒歩2分　  東急
田園都市線「駒沢大学」駅　徒歩18分

0120-645-321

城南 戸 0.5% ファインコート祖師ヶ谷大蔵エグゼスクエア 世田谷区 10
小田急線「祖師ヶ谷大蔵」駅 徒歩6分　小田急線「成城学園前」駅
徒歩13分

0120-321-563

城南 戸 0.5% ファインコート等々力ロンド 世田谷区 7
東急大井町線「尾山台」駅　徒歩6分　東急大井町線「等々力」駅
徒歩7分

0120-679-321

城西 戸 0.5% ファインコート久我山アベニュー 杉並区 19 京王井の頭線「久我山」駅 徒歩8分 0120-321-374

城西 戸 0.5% ファインコート南荻窪ラヴィエール 杉並区 8
JR中央線「荻窪」駅　徒歩16分　東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅　徒
歩16分　JR中央線「西荻窪」駅　徒歩15分

0120-321-146

城西 戸 0.5% ファインコート浜田山一丁目 杉並区 10
京王井の頭線「西永福」駅　徒歩3分　京王井の頭線「浜田山」駅
徒歩9分

0120-806-321

城西 戸 0.5% ファインコート荻窪グランブレス 杉並区 6
JR中央線「荻窪」駅　バス6分 バス停から徒歩4分　JR総武・中央
緩行線「西荻窪」駅　徒歩15分

0120-321-463

城西 戸 0.5% ファインコート杉並井荻ザ・グレースプレミア 杉並区
35

うち建築確認
取得済11戸

西武新宿線「井荻」駅 徒歩5分 0120-437-321

城西 戸 0.5% ファインコート杉並井荻ザ・ブライトプレミア 杉並区 15 西武新宿線「井荻」駅 徒歩5分 0120-637-321

城西 戸 0.5% ファインコート久我山アーバンレジデンス 杉並区 12
京王井の頭線「富士見ヶ丘」駅 徒歩5分　京王井の頭線「久我山」
駅 徒歩7分

0120-321-648

城西 マ 0.5% パークホームズ中野本町　ザ　レジデンス 中野区 46
東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅　徒歩8分　都営大江戸線「中野
坂上」駅　徒歩10分　東京メトロ丸ノ内線方南支線「中野新橋」駅
徒歩5分

0120-321-361

城西 戸 0.5% ファインコート富士見台アカシア通り 中野区 9 西武池袋・豊島線「富士見台」駅　徒歩6分 0120-321-243

*先着順受付中の物件については、万一、販売済の場合はご容赦ください。また、販売スケジュール等は変更となる場合がございますので、ご了承ください。



エリア マ/戸 物件名 所在地
総戸数
（戸）

交通 連絡先

城西 戸 0.5% ファインコート上板橋 板橋区 13 東武東上線「上板橋」駅　徒歩7分 0120-321-683

城西 マ 0.5%
パークホームズ練馬豊島園

ステーションプレミア
練馬区 26

西武池袋・豊島線「豊島園」駅　徒歩1分　都営大江戸線「豊島
園」駅　徒歩3分

0120-302-321

城西 戸 0.5%
ファインコート石神井公園

ザ・グランプレイス
練馬区 54

西武池袋線「石神井公園」駅　徒歩13分　西武池袋線「練馬高野
台」駅　徒歩12分

0120-321-248

城西 戸 0.5%
ファインコート石神井公園

ザ・レジデンス
練馬区 23 西武池袋線「石神井公園」駅　徒歩6分 0120-321-520

城西 戸 0.5% ファインコート練馬武蔵関 練馬区 11
西武新宿線「武蔵関」駅　徒歩10分　JR中央本線「吉祥寺」駅バ
ス15分バス停から徒歩2分

0120-373-431

城西 戸 0.5% ファインコート大泉学園ヴィアージュ 練馬区 9 西武池袋・豊島線「大泉学園」駅 徒歩9分 0120-321-891

都下 戸 0.5%
ファインコート武蔵野中央公園

パークアベニュー
武蔵野市 25

JR中央本線「三鷹」駅　バス6分　バス停から徒歩5分　「関前三丁
目」バス停徒歩5分（壱番街）、徒歩4分（弐番街)）※日中の時間
帯　JR中央本線「吉祥寺」駅　バス11分　バス停から徒歩5分
「関前三丁目」バス停徒歩5分（壱番街）、徒歩4分（弐番街）※日
中の時間帯　JR中央本線「武蔵境」駅　バス9分　バス停から徒歩
4分　「関前三丁目」バス停徒歩4分（壱番街）、徒歩3分（弐番街）
※日中の時間帯

0120-617-321

都下 戸 0.5%
ファインコート三鷹新川
パークサイドスクエア

三鷹市 9

JR中央線「吉祥寺」駅　バス8分　バス停から徒歩1分　バス停
は、「三鷹中等教育学校」バスから徒歩1分 ※日中の時間帯　JR
中央線「三鷹」駅　バス9分　バス停から徒歩1分　バス停は、「三
鷹中等教育学校」バス停から徒歩1分　※日中の時間帯　京王線
「仙川」駅　バス8分　バス停から徒歩1分　バス停は、「三鷹中等
教育学校」バス停から徒歩1分　※日中の時間帯

0120-321-570

都下 戸 0.5% ファインコート三鷹下連雀　ザ・レジデンス 三鷹市 6
JR中央線「三鷹」駅　徒歩12分　京王井の頭線「吉祥寺」駅　徒歩
19分

0120-321-738

都下 戸 0.5% ファインコート井の頭恩賜公園 三鷹市 5
京王井の頭線「井の頭公園」駅　徒歩2分　JR中央線「吉祥寺」駅
徒歩12分

0120-321-371

都下 マ 0.5% パークホームズ国分寺 国分寺市 30 JR中央線「国分寺」駅　徒歩4分 0120-321-985

都下 戸 0.5% ファインコート国分寺恋ヶ窪　ココロクロス 国分寺市 40
西武国分寺線「恋ヶ窪」駅　徒歩11分　JR中央線「国立」駅バス7
分バス停から徒歩2分・徒歩17分　JR中央線「西国分寺」駅　徒歩
19分

0120-321-705

都下 戸 0.5% ファインコート国立ルミナスヴィラ 国分寺市 19
JR中央線「国立」駅　徒歩12分（1～15号棟に対して。） JR中央線
「国立」駅　徒歩14分（16～19号棟に対して。）

0120-321-995

都下 戸 0.5% ファインコート西国分寺ブライトデイズ 国分寺市 12 JR中央本線「西国分寺」駅 徒歩10分 0120-321-763

都下 戸 1.0% ファインコート国立富士見台 国立市 9
JR南武線「西国立」駅徒歩8分　JR中央本線「国立」駅バス11分
バス停から徒歩1分　JR中央本線「立川」駅バス10分バス停から
徒歩1分

0120-321-423

都下 マ 0.5% パークホームズ調布　ザ　レジデンス 調布市 162 京王線「調布」駅　徒歩6分 0120-025-321

都下 戸 0.5% ファインコート仙川サウステラス 調布市 10
京王線「仙川」駅　徒歩17分　または同駅より徒歩6分「仙川駅入
口」バス停よりバス4分　「稲荷前」バス停下車徒歩5分　京王線
「つつじヶ丘」駅　徒歩12分

0120-321-528

都下 戸 1.0% ファインコート調布小島町 調布市 9
京王線「調布」駅　徒歩11分　京王相模原線「京王多摩川」駅　徒
歩6分

0120-321-557

都下 戸 0.5% ファインコート仙川ノーブルヴィラ 調布市 19 京王線「仙川」駅 徒歩6分 0120-321-664

都下 戸 0.5%
ファインコート府中武蔵野台

ブロッサムスクエア
府中市 26

京王線「武蔵野台」駅　徒歩14分　京王線「多磨霊園」駅　徒歩13
分　西武多摩川線「白糸台」駅　徒歩9分

0120-026-321

都下 マ 0.5% パークホームズ田無　ザ　ガーデン 西東京市 170
西武新宿線「田無」駅　徒歩8分 JR中央線「武蔵境」駅　バス16分
バス停から徒歩9分 西武池袋線「ひばりケ丘」駅　バス13分　バス
停から徒歩8分

0120-321-897

都下 戸 0.5% ファインコート武蔵境スカイアベニュー 西東京市 15
JR中央線「武蔵境」駅 バス6分 バス停から徒歩5分　西武新宿線
「田無」駅 徒歩15分

0120-321-324

*先着順受付中の物件については、万一、販売済の場合はご容赦ください。また、販売スケジュール等は変更となる場合がございますので、ご了承ください。



エリア マ/戸 物件名 所在地
総戸数
（戸）

交通 連絡先

都下 マ 0.5% パークホームズ昭島中神 昭島市 313 青梅線「昭島」駅　徒歩16分　青梅線「中神」駅　徒歩9分 0120-321-085

都下 戸 0.5% ファインコート栗平ガーデンアリーナ 稲城市 10 小田急多摩線「栗平」駅　徒歩10分 0120-321-067

横浜・川崎 戸 0.5% ファインコート横濱杉田 横浜市磯子区 78
京浜急行本線「杉田」駅　徒歩6分 JR京浜東北・根岸線「新杉田」
駅　徒歩12分

0120-321-287

横浜・川崎 マ 0.5%
パークホームズ横浜本郷台

リバーサイドヴィラ　ＴＨＥ　ＷＥＳＴ
横浜市栄区 339 JR京浜東北・根岸線「本郷台」駅　徒歩3分 0120-821-563

横浜・川崎 マ 0.5% パークホームズ横浜反町 横浜市神奈川区 63
東急東横線「反町」駅徒歩2分
東急東横線「横浜」駅徒歩12分

0120-061-031

横浜・川崎 マ 0.5% パークホームズ市が尾荏田西 横浜市青葉区 95 東急田園都市線「市が尾」駅　徒歩10分 0120-318-531

横浜・川崎 マ 0.5% パークコート山下公園 横浜市中区 93
みなとみらい線「元町・中華街」駅　徒歩2分（1番出口） JR京浜東
北・根岸線「石川町」駅　徒歩13分

0120-709-321

横浜・川崎 マ 0.5% パークホームズ横濱星川 横浜市保土ケ谷区 172 相模鉄道本線「星川」駅　徒歩5分 0120-922-321

横浜・川崎 戸 0.5% ファインコート東戸塚はぐくみのまち 横浜市保土ケ谷区 23 JR横須賀線「東戸塚」駅　バス3分　バス停から徒歩7分 0120-321-556

横浜・川崎 戸 0.5% ファインコート横濱霧が丘 横浜市緑区 27
東急田園都市線「青葉台」駅 バス15分 バス停から徒歩3分　JR
横浜線「十日市場」駅 バス5分 バス停から徒歩3分　JR横浜線
「十日市場」駅 徒歩20分

0120-066-321

横浜・川崎 マ 0.5% コスギ　サード　アヴェニュー　ザ・レジデンス 川崎市中原区 519

東急東横線「武蔵小杉」駅　徒歩2分 東急目黒線「武蔵小杉」駅
徒歩2分 JR南武線「武蔵小杉」駅　徒歩1分 JR横須賀線「武蔵小
杉」駅　徒歩1分(ホームまでは連絡通路利用でさらに徒歩6分要し
ます。) JR湘南新宿ライン「武蔵小杉」駅　徒歩1分(ホームまでは
連絡通路利用でさらに徒歩6分要します。)

0120-321-441

その他神奈川 マ 0.5% パークホームズ茅ヶ崎中央公園 茅ヶ崎市 160 JR東海道線「茅ヶ崎」駅　徒歩8分 0120-776-831

その他神奈川 戸 0.5%
ファインコート藤沢本鵠沼

ブライト・コースト
藤沢市 10 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅　徒歩11分 0120-310-441

その他神奈川 戸 0.5% ファインコートＬａＬａ湘南平塚 平塚市 166 JR東海道本線・湘南新宿ライン「平塚」駅　徒歩17分 0120-311-257

埼玉 マ 0.5% パークホームズ北浦和ガーデンズ さいたま市浦和区 106 JR京浜東北・根岸線「北浦和」駅　徒歩9分 0120-321-820

埼玉 マ 0.5% パークホームズ浦和常盤コンフォートプレミア さいたま市浦和区 50 JR京浜東北・根岸線「北浦和」駅 徒歩3分 0120-321-820

埼玉 マ 0.5% パークホームズ浦和常盤十丁目 さいたま市浦和区 46 JR京浜東北・根岸線「北浦和」駅 徒歩8分 0120-321-820

埼玉 マ 0.5% パークホームズ浦和仲町三丁目 さいたま市浦和区 65
JR京浜東北・根岸線「浦和」駅　徒歩12分　※アトレ北口改札
（7:00～24:15）徒歩11分

0120-321-820

埼玉 マ 0.5% パークホームズ川越新富町アドーア 川越市 106
西武新宿線「本川越」駅　徒歩1分 東武東上線「川越駅」　徒歩10
分 東武東上線「川越市」駅　徒歩7分

0120-178-321

埼玉 マ 0.5% パークホームズ川越　ザ　レジデンス 川越市 71
東武東上線「川越」駅　徒歩5分 JR川越線「川越」駅　徒歩5分 西
武新宿線「本川越」駅　徒歩15分

0120-921-331

千葉 マ 0.5%
幕張ベイパーク

クロスタワー＆レジデンス
千葉市美浜区 497 JR京葉線「海浜幕張」駅 徒歩15分 0120-17-0987

千葉 マ 0.5%
パークホームズ稲毛海岸

ステーションプレミア
千葉市美浜区 71 JR京葉線「稲毛海岸」駅　徒歩4分 0120-321-071

千葉 マ 0.5%
幕張ベイパーク

スカイグランドタワー
千葉市美浜区 826 JR京葉線「海浜幕張」駅　徒歩13分 0120-17-0987

千葉 戸 0.5% ファインコート稲毛海岸美浜の杜 千葉市美浜区 114
JR京葉線「稲毛海岸」駅　徒歩12分　JR総武・中央緩行線「稲毛」
駅バス4分バス停から徒歩1分　徒歩15分

0120-321-805

千葉 マ 0.5%
ルフォン市川一丁目

ザ・タワー＆レジデンス
市川市 109 JR総武線「市川」駅徒歩4分　京成本線「市川真間」駅徒歩5分 0120-109-531

千葉 戸 0.5% ファインコート市川菅野　静穏の邸 市川市 6 都営新宿線「本八幡」駅　徒歩14分 0120-321-102

*先着順受付中の物件については、万一、販売済の場合はご容赦ください。また、販売スケジュール等は変更となる場合がございますので、ご了承ください。
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千葉 マ 0.5% パークホームズ西船橋ザ　レジデンス 船橋市 128
JR総武線「西船橋」駅　徒歩11分 京成本線「京成西船」駅　徒歩
6分

0120-439-321

千葉 戸 0.5% ファインコート船橋夏見二丁目 船橋市 9
JR総武線「船橋」駅 徒歩17分　東葉高速鉄道「東海神」駅 徒歩
14分

0120-321-509

千葉 戸 0.5% ファインコート船橋習志野台　四季の丘 船橋市 19 東葉高速鉄道「北習志野」駅　徒歩7分 0120-321-809

千葉 マ 0.5%
パークシティ柏の葉キャンパス

サウスマークタワー
柏市 364 つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅　徒歩4分 0120-162-321

千葉 マ 0.5% パークホームズ柏タワーレジデンス 柏市 191
JR常磐線「柏」駅　徒歩4分　東京メトロ千代田・常磐緩行線「柏」
駅　徒歩4分　東武鉄道野田線「柏」駅　徒歩4分

0120-371-321

千葉 戸 0.5% ファインコート八千代中央 八千代市 11 東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩10分 0120-561-321

*先着順受付中の物件については、万一、販売済の場合はご容赦ください。また、販売スケジュール等は変更となる場合がございますので、ご了承ください。


