
＜資産形成コンパクトマンション＞

ザ・パークワンズ 芝公園

ザ・パークハウス オイコス 赤羽志茂

ザ・パークハウス 相模大野

ザ・パークハウス 津田沼前原ガーデン

三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト
※物件情報のご確認や紹介カードの発行ができます。

http://teikei.mec-r.com/

大型商業施設が集積し多くの人で賑わう「津田沼駅周辺」が生活圏

片瀬江ノ島駅へ28分

2月3日(土)モデルルーム グランドオープン＜完全予約制＞

3LDK　3,900万円台から（予定)※100万円単位。

モデルルーム公開中＜予約優先＞

都心へリゾートへ自在に。

都心を縦断する、東京メトロ南北線「志茂」駅徒歩6分の

外観デザイン。内廊下設計。

1K・1R中心・南向き50㎡台2LDK 全81邸の資産形成コンパクトマンション

「東京」駅20分、「新宿」駅21分、「大手町」駅23分の快適アクセス。

500戸大規模物件。

三菱地所レジデンス　今月のお薦め物件

港区アドレス、都営三田線「芝公園」駅徒歩3分。

モデルルーム個別案内会開催中＜完全予約制＞

2月3日(土)よりモデルルーム事前案内会開催＜来場予約受付中＞

JR赤羽駅へシャトル便運行予定。

伊勢丹相模原店徒歩2分　全邸南東・南西向き136邸

50タイプ超の多彩なプランバリエーション

東京タワーの煌めきと芝公園の広大な緑を間近にした美しい

小田急線快速急行停車駅　相模大野駅北口　徒歩3分

JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅徒歩9分。

緑溢れる閑静な丘に誕生する178邸

パブリックスペースが充実

お問い合せは  三菱地所レジデンス（株）   広域営業部　法人営業グループ

ライブラリーラウンジやキッズルーム等コミュニティが自然と育まれる

TEL ０３－３２８７－８８９０        FAX ０３－３２８７－７１４３

横浜駅へ25分　渋谷駅へ29分　新宿駅へ34分

http://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=862
http://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=841
http://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=857
http://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=860
http://teikei.mec-r.com/
http://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=841
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http://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=860
http://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=862


東京２３区エリア    （マンション）  下記特典を受けて頂く為に、ご購入申込み(登録・抽選の場合はご登録時）までに、「紹介状」を必ずご持参下さい。

交    通 面積（㎡） 販売価格   （万円）

「駅」 （間取り） （予定最多価格帯） 

JR中央・総武線 63.85・76.62

「市ヶ谷」 (2LDK・3LDK)

東京メトロ有楽町線 53.37～155.1

「麹町」 (2LDK・3LDK)

東京メトロ日比谷線 54.37～70.78

「小伝馬町」 (1LDK～3LDK)

都営浅草線 70.42～75.78

「東日本橋」 （2LDK・3LDK）

東京メトロ南北線 56.8～106.44

「白金台」 （1LDK～3LDK）

東京メトロ千代田線 50.03～112.59

「乃木坂」 (1LDK～3LDK)

東京メトロ日比谷線 97.33・157.62

「六本木」 (2LDK・3LDK)

都営三田線 22.23～50.37

「芝公園」 (1K・1R・2LDK)

東京メトロ南北線 216.24・219.39

「白金台」 (3LDK)

東京メトロ有楽町線 66.5～84.60

「江戸川橋」 (3LDK)

東京メトロ丸ノ内線 86.68

「本郷三丁目」 (3LDK)

JR山手線 70.55・70.75

「駒込」 (2LDK+S・3LDK)

東京メトロ東西線 34.57～101.65

「東陽町」 (1R～3LDK)

りんかい線 57.61～84.62

「品川シーサイド」 (2LDK・3LDK)

りんかい線 53.38～91.79

「品川シーサイド」 (1LDK～4LDK)

東急東横線 53.95・70.06

「都立大学」 (2LDK・3LDK)

JR山手線 66.6～67.63

「目黒」 (3LDK)

東急東横線 79.70～128.78

「都立大学」 (2LDK・3LDK)

東急田園都市線 85.68～106.85

「二子玉川」 (2LDK・3LDK)

京王電鉄京王線 57.59・64.89

「芦花公園」 (2LDK・3LDK)

京王電鉄京王線 66.22・73.72

「芦花公園」 (2LDK・2LDK+S)

JR山手線 60.55～155.12

「恵比寿」 (1LDK～4LDK)

京王線・京王新線 54.86～86.49

「笹塚」 (2LDK・3LDK)

西武新宿線 67.68

「上井草」 （2LDK）

東京メトロ南北線 67.82

「志茂」 (3LDK)

2018年1月31日現在

 共同事業物件および販売受託物件は特典が異なる場合がございます。また、一覧に掲載のない物件につきましては下記へお問い合わせ下さい｡

 物件によりましては、売却済の場合もございますので予めご了承ください。

物件の詳細は、三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイトをご覧ください。

http://teikei.mec-r.com/

江東区

2019年9月

13,390～17,690

5,938～9,998

62

6,340～9,240

2月下旬

登録受付
2/3～2/4 15時

先着順

未　定

5,550～7,390

先着順

6,980～8,240

5,758・6,458

71

500

5,698

7分

登録受付
2/3～2/4 15時

3月上旬56 未　定

6分
4,200～4,700

万円台
2019年3月2月下旬

0120-320-563即入居可 0.5％引

ザ・パークハウス
麻布外苑西通り

(一棟リノベーションマンション)
ザ・パークリモア 白金台三丁目

5分
プライムパークス

品川シーサイド ザ・レジデンス

ザ・パークハウス
碑文谷三丁目

蘆花公園 ザ・レジデンス
(フォレストコート)

ザ・マジェスティコート
目黒

プライムパークス
品川シーサイド ザ・タワー

ジオグランデ元麻布

ザ・パークハウス
山吹神楽坂

2018年3月

新宿区

ザ・パークハウス
杉並上井草

文京区
ザ・パークハウス

文京本駒込

杉並区

817

即入居可

ザ・パークハウス
東陽町翠賓閣

渋谷区

北区
ザ・パークハウス オイコス

赤羽志茂

ザ・パークハウス アーバンス
目黒平町

5分

7分

ザ・パークハウス
二子玉川碧の杜

ザ・パークハウス
渋谷笹塚

9分

蘆花公園 ザ・レジデンス
(ブライトコート)

世田谷区

108

7分
ザ・パークハウス

本郷

1178分

8分

4分

4分 14

6分

9分 19

65

3分

8分

12分

7分

92

9,980～19,700

280

7,930～8,41036

0120-154-443

2018年2月

0.5％引

0120-320-6570.5％引

0120-320-722

0.5％引

0120-320-316

0120-320-3720.5％引

0120-320-316

0120-320-164

0.5％引

0.5％引

0120-320-595

2018年4月

ザ・パークハウス
白金二丁目タワー

2018年4月

0120-154-4430.5％引2018年11月

0120-028-320

0120-320-767

0120-430-302

0120-320-885

0120-320-2980.5％引

中央区

0120-263-337

0120-008-320

0210-320-866

0120-320-236

0120-172-551

0120-502-320

未　定

即入居可

0120-320-676

現地お問い合せ先

0.5％引

引渡予定

2月上旬

先着順

総戸数 特   典販売時期

31

三菱地所レジデンス
 特典対象物件一覧 2月

徒歩

0120-105-5530.5％引

0120-616-3202018年9月

2019年2月

所在地 物  件  名

0.5％引

千代田区

4分 2018年9月152
ザ・パークハウス
日本橋大伝馬町

2分

6,038～10,248

先着順

12,160・15,480

先着順7,690～21,4009分

65

0.5％引

0.5％引

0.5％引

先着順

2018年8月

8,740～9,370

ザ・パークハウス
五番町

THE千代田麹町
TOWER

831分

4分

9,250～52,700

0.5％引

先着順

2018年2月

0.5％引

2019年3月

2018年3月

2月中旬 2018年9月 0.5％引

先着順

先着順

先着順

ザ・パークハウス
東日本橋

33,500～42,400

即入居可

7,790～9,900

0.5％引

0.5％引

0.5％引

0.5％引

0.5％引

2019年1月13,480

2019年5月2月上旬

先着順

先着順

登録受付
2/3～2/4 15時

24

5,348～5,698

3,900～9,700
万円台

先着順

登録受付
2/11～2/12 17時

先着順20

2018年8月

0.5％引

2018年11月

0.5％引

2018年3月

お問い合せは  三菱地所レジデンス（株）   広域営業部　法人営業グループ

ザ・パークハウス
恵比寿南

TEL ０３－３２８７－８８９０        FAX ０３－３２８７－７１４３

品川区

10分

109

335

目黒区 150

2018年11月

0120-320-434

港区

(資産形成ｺﾝﾊﾟｸﾄﾏﾝｼｮﾝ)
ザ・パークワンズ 芝公園

3分 81
3,200～7,600

万円台

先着順

1725分

73

21,500・51,800
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東京都下エリア　　（マンション）  下記特典を受けて頂く為に、ご購入申込み(登録・抽選の場合はご登録時）までに、「紹介状」を必ずご持参下さい。

交    通 面積（㎡） 販売価格   （万円）

「駅」 （間取り） （予定最多価格帯） 

JR中央線 66.12～71.61

「立川」 (3LDK)

JR中央線 58.92～80.20

「立川」 (2LDK・3LDK)

JR中央線 40.06～90.66

「三鷹」 (1LDK～3LDK）

京王電鉄京王線 65.87～79.06

「国領」 (3LDK）

小田急電鉄小田原線 56.46～70.82

「町田」 (2LDK・3LDK)

西武新宿線 58.64～85.56

「花小金井」 (2LDK～4LDK)

西武新宿線 66.99・80.09

「花小金井」 (3LDK)

西武新宿線 62.26～80.09

「花小金井」 (2LDK・3LDK)

JR中央線 70.31～79.09

「国分寺」 (2LDK+S・3LDK)

JR中央線・武蔵野線 70.72～87.88

「西国分寺」 (3LDK・4LDK）

JR中央線・武蔵野線 69.67～87.57

「西国分寺」 (3LDK・4LDK)

小田急電鉄小田原線 75.69～95.25

「喜多見」 (3LDK・4LDK)

西武池袋線 58.77～83.14

「ひばりヶ丘」 (2LDK～4LDK)

神奈川エリア 　（マンション）  下記特典を受けて頂く為に、ご購入申込み(登録・抽選の場合はご登録時）までに、「紹介状」を必ずご持参下さい。

交    通 面積（㎡） 販売価格   （万円）

「駅」 （間取り） （予定最多価格帯） 

京急本線 58.79～73.64

「戸部」 (2LDK・3LDK)

京急本線 58.11～84.02

「金沢文庫」 (2LDK～4LDK)

ＪＲ横須賀線 64.86～90.05

「東戸塚」 (2LDK～4LDK)

JR東海道線 68.91～85.25

「戸塚」 (2LDK+S～4LDK)

東急田園都市線 76.53～101.68

「あざみ野」 (2LDK+S～4LDK)

東急田園都市線 76.81～83.44

「宮前平」 (3LDK・4LDK)

小田急電鉄小田原線 62.96～74.94

「相模大野」 (2LDK・3LDK)

※定期借地権付マンションのため建物価格(税込)から2％割引いたします

2018年1月31日現在

 共同事業物件および販売受託物件は特典が異なる場合がございます。また、一覧に掲載のない物件につきましては下記へお問い合わせ下さい｡

 物件によりましては、売却済の場合もございますので予めご了承ください。

物件の詳細は、三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイトをご覧ください。

http://teikei.mec-r.com/

82

3,800～6,400
万円台

先着順

0120-320-661

ザ・パークハウス
相模大野

3分 136 未　定

231

ザ・パークハウス
国分寺四季の森(フォレスト街区）

10分

ザ・パークハウス
国分寺四季の森(ガーデン街区）

ザ・パークハウス
戸塚ガーデン

ザ・パークハウス
宮前平

171
4,200～6,300

万円台
3月中旬

82

先着順

323

2019年4月
5,000～16,000

万円台

5,178～6,988

184

83

未　定

163

所在地 物  件  名

三菱地所レジデンス
 特典対象物件一覧 2月

ザ・パークハウス
立川

ザ・パークハウス
花小金井ガーデン　Ⅱ街区

小平市

ザ・パークハウス
花小金井フロント

徒歩

1分

3分

ザ・パークハウス
町田フロント

調布市

4分

町田市

4分

7分

三鷹市

クレヴィア調布国領
ＲＥＳＩＤＥＮＳＥ

国分寺市

ザ・パークハウス
国分寺緑邸

グレーシアタワー三鷹

8分

10分

販売時期

3,900～4,900
万円台

0.5％引

0.5％引

特   典引渡予定

2018年6月

2月上旬

4,168～5,9985分

1397分

237

124

0120-320-8680.5％引

0120-320-468

即入居可

即入居可

3,948・5,698

6,998～8,658

0.5％引

TEL ０３－３２８７－８８９０        FAX ０３－３２８７－７１４３

0.5％引 0120-320-693
相模原市

南区
2019年6月

0120-320-468

2018年10月

2019年2月

2018年2月

3月上旬7分

2月下旬

0120-320-503

お問い合せは  三菱地所レジデンス（株）   広域営業部　法人営業グループ

7分

5分

0.5％引

即入居可

0.5％引

現地お問い合せ先総戸数

0120-320-752

0120-320-711
2％引

※

0120-320-108

販売時期

0.5％引

2018年8月

0.5％引

引渡予定

0.5％引

0120-320-661

横浜市
金沢区

ザ・パークハウス オイコス
金沢文庫

先着順 即入居可

3,700～6,100
万円台

2018年11月
ザ・レジデンス

ひばりが丘
2月中旬

8分

0120-320-292

0.5％引

0.5％引

0.5％引

3,998～5,198
登録受付

2/16～2/17 17時

先着順

5,328～7,968

0.5％引

特   典

西東京市

所在地 徒歩

ザ・パークハウス
横浜伊勢町

物  件  名

先着順39

ザ・パークハウス
花小金井ガーデン　Ⅰ街区

8分

0120-163-080

2018年12月

先着順

0.5％引

0120-522-320

2月中旬

現地お問い合せ先

0120-320-314

0120-320-553

2018年3月

0120-019-048

0120-320-628

即入居可

0.5％引

0.5％引2019年2月

立川市
ザ・パークハウス

立川テラス
9分 42

3分 4,800～6,358

狛江市

先着順

川崎市
宮前区

先着順

先着順

横浜市
戸塚区

5,390～7,390

横浜市
西区

2018年5月

102

プレイスヴィラ
喜多見

ザ・パークハウス
東戸塚レジデンス

129

4,678～7,698

3,600～7,200
万円台

323

10分

先着順 即入居可

0120-320-052

4,798～7,098

0120-320-553

横浜市
青葉区

ザ・パークハウス
あざみ野一丁目

11分 111 未　定

4,500～5,950

270

総戸数

237

7月上旬 2019年2月 0.5％引 0120-320-285

0.5％引

2月下旬

2月下旬

2018年3月
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埼玉エリア　　（マンション）  下記特典を受けて頂く為に、ご購入申込み(登録・抽選の場合はご登録時）までに、「紹介状」を必ずご持参下さい。

交    通 面積（㎡） 販売価格   （万円）

「駅」 （間取り） （予定最多価格帯） 

JR京浜東北線 70.38

「さいたま新都心」 (3LDK)

JR京浜東北線 69.28～72.05

「浦和」 (3LDK)

JR京浜東北線 70.06～74.75

「北浦和」 (3LDK)

JR京浜東北線 70.11～74.03

「南浦和」 (3LDK)

東武東上線 73.09・86.63

「朝霞台」 (3LDK・4LDK)

つくばエクスプレス 70.69

「八潮」 (3LDK)

千葉エリア　　（マンション）  下記特典を受けて頂く為に、ご購入申込み(登録・抽選の場合はご登録時）までに、「紹介状」を必ずご持参下さい。

交    通 面積（㎡） 販売価格   （万円）

「駅」 （間取り） （予定最多価格帯） 

東京メトロ東西線 70.04～84.73

「南行徳」 (3LDK～4LDK)

JR総武快速線・総武線 ﾊﾞｽ7分 66.28～105.00

「津田沼」 徒歩2分 (3LDK～5LDK)

JR総武快速線・総武線 41.36～134.81

「津田沼」 (1LDK～4LDK)

2018年1月31日現在

 共同事業物件および販売受託物件は特典が異なる場合がございます。また、一覧に掲載のない物件につきましては下記へお問い合わせ下さい｡

 物件によりましては、売却済の場合もございますので予めご了承ください。

物件の詳細は、三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイトをご覧ください。

http://teikei.mec-r.com/

市川市 88

4分

66

2019年1月

0120-320-507

特   典

即入居可

販売時期

0120-320-067

0.5％引

先着順

0120-320-2612018年12月

現地お問い合せ先

先着順

759

八潮市

2月中旬

ザ・パークハウス
津田沼前原ガーデン

さいたま市
南区

2,800～6,200
万円台

11分

津田沼 ザ・タワー

即入居可

引渡予定

お問い合せは  三菱地所レジデンス（株）   広域営業部　法人営業グループ

所在地

2018年3月 0.5％引

2019年1月

0120-320-6754月上旬

販売時期

先着順

2019年4月

先着順

0.5％引

ザ・パークハウス オイコス
八潮

5,468・6,26856

79

ザ・パークハウス
朝霞台

未　定

178

総戸数

ザ・パークハウス
南浦和フロント

2分

0120-320-216

0120-320-353

0.5％引

登録受付
1/27～2/3 15時

0.5％引

72

2018年3月

0120-320-880

15分

物  件  名

7分

ザ・パークハウス
浦和常盤

137

51

総戸数

ザ・パークハウス
浦和岸町

0.5％引

5分

所在地

(一棟リノベーションマンション)
ザ・パークリモア さいたま新都心

0.5％引
さいたま市

中央区

現地お問い合せ先

5分

4,400～6,900
万円台

4,898～5,958

徒歩

3,568～3,598

三菱地所レジデンス
 特典対象物件一覧 2月

徒歩

0120-320-228

船橋市 0.5％引

朝霞市

特   典

さいたま市
浦和区

登録受付
2/11～2/12 17時

引渡予定

3,458～3,728

物  件  名

ザ・パークハウス
南行徳レジデンス

4,138～4,958

2分

0.5％引

5,798～6,238

0120-759-077

TEL ０３－３２８７－８８９０        FAX ０３－３２８７－７１４３

2020年7月習志野市 3月中旬
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