
■首都圏エリア（東京・マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

東京メトロ南北線 60.68～164.64

「白金高輪」 2LDK・3LDK

東京メトロ南北線 45.57～154.70

「白金高輪」 1LDK～4LDK

東京メトロ南北線 54.02～103.13

「白金高輪」 2LDK・3LDK

都営三田線・浅草線 89.18・107.58

「三田」 2LDK・3LDK

JR山手線 82.81～215.30

「渋谷」 2LDK・3LDK

京王井の頭線 110.14・120.10

「渋谷」 3LDK

東急田園都市線 68.40～78.76

「桜新町」 3LDK

東京メトロ南北線 68.79～84.52

「志茂」 3LDK・4LDK

東京メトロ南北線  68.55～74.88

「志茂」 3LDK

東武東上線 28.22～75.38

「大山」 1K～3LDK

京王線 66.54～68.75

「調布」 3LDK

 京王線 68.40～85.28

「府中」 2LDK+S・3LDK

JR中央線 67.75～76.34

「武蔵境」 3LDK

JR中央線 58.14～80.52

「武蔵境」 2LD・3LDK

■首都圏エリア（神奈川・マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

JR京浜東北線・根岸線 71.68～92.7

「新子安」 3LDK・4LDK

京急本線 68.13～84.02

「金沢文庫」 3LDK・4LDK

JR京浜東北線・根岸線 65.22～85.20

「港南台」 3LDK・4LDK

東急田園都市線 59.14～79.62

「宮崎台」 2LDK～3LDK

JR東海道線・横須賀線 72.05～92.67

「大船」 2LDK+S～4LDK

■首都圏エリア（埼玉・マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

 西武池袋線・新宿線 68.11～72.67

「所沢」 2LDK+S・3LDK

東武東上線 69.00～76.88

「朝霞台」 2SLDK～3LDK
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2023年3月 0.5％割引 0120-320-077

0.5％割引 0120-320-278

0120-320-434

お問い合わせ先

0.5％割引

0.5％割引

0120-320-752

0.5％割引 0120-320-458

0.5％割引

0120-320-434

0120-216-570

0120-503-3200.5％割引

0.5％割引

0.5％割引

0.5％割引

先着順

82

0.5％割引

6分

ザ・パークハウス オイコス

赤羽志茂(サードスクエア)

即入居可

先着順

0.5％割引

ザ・パークハウス 駒沢レジデンス 7分 69
8,200万円台～10,300万円台

※100万円単位
2022年2月

0.5％割引49
28,880,000円～

74,980,000円

2021年4月2日

第1期1次登録受付開始

101
53,527,479円～

57,076,773円

即入居可

即入居可

先着順
46,506,683円～

61,611,770円

55,380,000円～

68,680,000円

即入居可

0120-320-552

お問い合わせ先

183
44,293,920円～

63,464,420円

徒歩

0120-320-582

総戸数
販売価格

※単位未記載は万円単位

即入居可

180
65,480,000円～

86,880,000円
先着順

39,980,000円～

67,871,205円

0120-320-317鎌倉市
ザ・パークハウス オイコス

鎌倉大船
8分

266 9,460～22,900

北区

先着順渋谷区

目黒区

世田谷区

ザ・パークハウス 渋谷南平台

ザ・パークハウス 目黒青葉台 12分 13 24,000・27,000 先着順

ザ・パークハウス 三田タワー ９分

199,694,318円～

721,523,567円

111 17,890～25,300 先着順

先着順

100

ザ・パークハウス 所沢プレイス 5分

徒歩物  件  名

所沢市

朝霞市 ザ・パークハウス 朝霞台レジデンス 5分

所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在各販売センターはコロナ対策実施のうえ営業しております。また、オンライン接客も可能です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は下記「三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト」から各物件ＨＰをご確認下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 掲載物件の内容は販売スケジュール等により変更が生じる場合がございます。詳しくは各物件までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 販売価格欄の金額に単位の記載がない場合の単位は「万円」となります。また、一部予定価格の記載もございます。

お問い合わせ先

0120-320-511

即入居可

9分

2021年12月

6分 399

0.5％割引

総戸数
販売価格

※単位未記載は万円単位

8分

7分 0120-320-020

164
103,900,000円～

458,800,000円

0120-320-856

9分

0.5％割引

2021年5月 0.5％割引

0.5％割引

0120-031-320

7分

0120-320-654

2021年5月

0.5％割引

先着順

64

即入居可

所在地 物  件  名 徒歩 入居時期 (予定) 特   典販売時期 

府中市 ザ・パークハウス 府中 3分 182 未定

2022年3月

横浜市

港南区
8分

0120-320-690

0120-320-363

0.5％割引

0120-320-785

港区
ザ・パークハウス 三田ガーデン

レジデンス＆タワー

2分

ザ・パークハウス オイコス

赤羽志茂(フォーススクエア)

先着順

2021年4月下旬予定

123

ザ・パークハウス 高輪タワー 2022年1月

板橋区 2021年9月ザ・パークハウス 板橋大山

ザ・パークハウス 横浜新子安

フロント
3分

調布ザ・ハウス

6,188～7,998

5分

2021年7月下旬予定 2023年3月

NEW

ザ・パークハウス 高輪松ヶ丘
4分 73 未定 2021年7月上旬予定

0120-320-640

所在地

横浜市

金沢区

プライム港南台

ザ・パークハウス オイコス

金沢文庫

川崎市

宮前区

バウス武蔵境

物  件  名

ザ・パークハウス 宮崎台 先着順

横浜市

神奈川区

4,898～7,098

6,398～8,408

9分 130

調布市

先着順

 2022年3月 0.5％割引

武蔵野市

ザ・パークハウス 武蔵野境南町

7分 323

特   典

即入居可

先着順 2022年1月

401
54,044,015円～

78,664,303円
先着順

入居時期 (予定)

先着順

販売時期 入居時期 (予定)

0.5％割引 0120-320-221

総戸数

104 先着順

販売価格
※単位未記載は万円単位

販売時期 

 2022年2月4,168～4,748

64 5,078～6,628 先着順  2022年2月

特   典

4月1日現在

販売価格より

0.5％割引

販売価格より

1.0％割引

その他エリア
東海・関西・
中国・九州

特典を受けていただくために、ご購入申込み（登録・抽選の場合はご登録時）

までに、必ず「紹介状」を物件担当者にご提出下さい。

首都圏エリア
（東京・神奈川・埼玉・千葉）

仙台・札幌エリア
三菱地所レジデンス
特典対象物件一覧

https://www.mecsumai.com/tph-takanawatower/index.html
https://www.mecsumai.com/tph-takanawamatsugaoka/
https://www.mecsumai.com/tph-mita5/
https://www.mecsumai.com/mita2/
https://www.mecsumai.com/tph-shibuyananpeidai/
https://www.mecsumai.com/tph-meguroaobadai/
https://www.mecsumai.com/tph-komazawa/index.html
https://www.mecsumai.com/tpho-shimo/
https://www.mecsumai.com/tpho-shimo/
https://www.mecsumai.com/tph-itabashioyama/
https://www.mecsumai.com/chofu64/
https://www.mecsumai.com/tph-fuchu/
https://www.baus-web.jp/baus/musashisakai/
https://www.mecsumai.com/tph-musashinok/
https://www.mecsumai.com/tph-y-shinkoyasu/
https://www.mecsumai.com/tpho-kanazawa-bunko/
https://www.prime-kd.jp/index.html
https://www.mecsumai.com/tph-miyazakidai123/
https://www.mecsumai.com/tpho-kamakura-ofuna/
https://www.mecsumai.com/tph-tokorozawa-p/
https://www.mecsumai.com/tph-asakadai64/
https://www.mecsumai.com/tpho-shimo/
https://www.mecsumai.com/tpho-shimo/
https://www.mecsumai.com/tph-komazawa/index.html
https://www.mecsumai.com/tpho-kamakura-ofuna/
https://www.mecsumai.com/tpho-kamakura-ofuna/
https://www.mecsumai.com/tph-shibuyananpeidai/
https://www.mecsumai.com/tph-meguroaobadai/
https://www.mecsumai.com/mita2/
https://www.mecsumai.com/tph-tokorozawa-p/
https://www.mecsumai.com/tph-asakadai64/
https://www.mecsumai.com/tph-fuchu/
https://www.mecsumai.com/tph-mita5/
https://www.mecsumai.com/tph-mita5/
https://www.mecsumai.com/tpho-shimo/
https://www.mecsumai.com/tpho-shimo/
https://www.mecsumai.com/tph-takanawatower/index.html
https://www.mecsumai.com/tph-itabashioyama/
https://www.mecsumai.com/tph-y-shinkoyasu/
https://www.mecsumai.com/tph-y-shinkoyasu/
https://www.mecsumai.com/chofu64/
https://www.mecsumai.com/tph-takanawamatsugaoka/
https://www.mecsumai.com/tph-takanawamatsugaoka/
https://www.prime-kd.jp/index.html
https://www.mecsumai.com/tpho-kanazawa-bunko/
https://www.mecsumai.com/tpho-kanazawa-bunko/
https://www.baus-web.jp/baus/musashisakai/
https://www.mecsumai.com/tph-miyazakidai123/
https://www.mecsumai.com/tph-musashinok/


■首都圏エリア（千葉・マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

JR総武快速線・総武線 68.25～82.98

「市川」 3LDK

JR京葉線・武蔵野線 86.13～107.96

「新浦安」 2LDK+S～3LDK

JR京葉線・武蔵野線 95.88～123.04

「新浦安」 2LDK+S～4LDK

■首都圏エリア（一戸建）
交    通 建物面積（㎡）

「駅」 土地面積（㎡）

JR京浜東北線・根岸線 98.9

「洋光台」 125.19

JR京葉線 98.54～103.09

「稲毛海岸」 110.22～115.14

JR京葉線・武蔵野線 122.55

「新浦安」 165.16

◎以下の物件は、提携先様により提携制度のお取り扱い（当社が担当、当社以外の事業主・販売会社が担当、対象外）が異なります。下記のお問い合わせ先までご確認下さい。

　「リーフィアタワー海老名ブリスコート」「リーフィアレジデンス 上原」「ガーデン クロス 東京王子」「ブランズ代々木参宮橋」
◎「幕張ベイパーク スカイグランドタワー」は当社による提携制度のお取り扱いはございません。
◎「ザ・ガーデンズ 大田多摩川」「HARUMI FLAG」「プラウドタワー亀戸クロス」「ASUKAYAMA RESIDENCE」は、提携制度のお取り扱いをしておりません。
◎本資料に記載のない物件は、提携制度のお取り扱いにつきまして、未定（調整中）になります。

■特典を受けていただくために、ご購入申込み(登録・抽選の場合はご登録時)までに、必ず 「紹介状」 を物件担当者にご提出下さい。

■物件により特典内容・利用条件等が異なる場合がございます。また、本一覧・専用サイトに掲載されていない物件は特典対象外となる場合がございます。

　 詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

※上記情報は、2021年3月30日確認の公式サイト掲載情報で、情報日付は物件により異なります。また、 売却済の場合はご容赦下さい。 

《お問い合わせ先》 リソルライフサポート株式会社　リテール営業部 ライフサービス課

　　 《物件の詳細はこちらから》 三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト

https://teikei.mec-r.com/resol
※物件情報のご確認や紹介状の発行ができます。
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物  件  名 総戸数

2021年11月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在各販売センターはコロナ対策実施のうえ営業しております。また、オンライン接客も可能です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は下記「三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト」から各物件ＨＰをご確認下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 掲載物件の内容は販売スケジュール等により変更が生じる場合がございます。詳しくは各物件までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 販売価格欄の金額に単位の記載がない場合の単位は「万円」となります。また、一部予定価格の記載もございます。

入居時期 (予定)

0120-132-314

0120-320-366

お問い合わせ先

浦安市

9分

ザ・パークハウス 新浦安

マリンヴィラ サニープラザ

・カームプラザ

ﾊﾞｽ13分

1分

徒歩

6,500万円台～9,800万円台

※100万円単位

2022年1月5,338～7,688

入居時期 (予定)販売時期 

ザ・パークハウス 市川二丁目 7分

総区画

数

57
57,380,000円～

79,880,000円
先着順

 2022年11月294

234 先着順

 2021年4月中旬予定

ザ・パークハウス 新浦安

マリンヴィラ テラスプラザ

・ベイプラザ

市川市

販売価格
※単位未記載は万円単位

千葉市

美浜区

ザ・パークハウス ステージ

稲毛海岸
12分 139

44,980,000円～

45,780,000円
先着順 即入居可 0.5％割引

浦安市

0.5％割引

所在地 物  件  名

ザ・パークハウス ステージ

横濱洋光台

ザ・パークハウス ステージ

新浦安

ﾊﾞｽ6分

徒歩2分

徒歩

即入居可 0.5％割引80,980,000円 先着順

販売価格
※単位未記載は万円単位

販売時期 

28
横浜市

磯子区
5,990

65

0.5％割引

即入居可先着順

0120-320-528

0120-320-087

0.5％割引

E-mail: life-yoyaku@resol.jp

特   典

ﾊﾞｽ13分

1分

0.5％割引

0120-320-528

特   典

0120-057-677

お問い合わせ先所在地

https://www.mecsumai.com/tph-ichikawa2/
https://www.mecsumai.com/tph-shinurayasu-mv/
https://www.mecsumai.com/tph-shinurayasu-mv/
https://www.mecsumai.com/tphs-yokodai/
https://www.mecsumai.com/tphs-inagekaigan/
https://www.mecsumai.com/tphs-shinurayasu/index.html
mailto:life-yoyaku@resol.jp
mailto:life-yoyaku@resol.jp
https://teikei.mec-r.com/resol
https://www.mecsumai.com/tph-shinurayasu-mv/
https://www.mecsumai.com/tph-shinurayasu-mv/
https://www.mecsumai.com/tph-shinurayasu-mv/
https://www.mecsumai.com/tph-ichikawa2/
https://www.mecsumai.com/tph-shinurayasu-mv/
https://www.mecsumai.com/tph-shinurayasu-mv/
https://www.mecsumai.com/tph-shinurayasu-mv/
https://www.mecsumai.com/tphs-inagekaigan/
https://www.mecsumai.com/tphs-inagekaigan/
https://www.mecsumai.com/tphs-yokodai/
https://www.mecsumai.com/tphs-yokodai/
https://www.mecsumai.com/tphs-shinurayasu/index.html
https://www.mecsumai.com/tphs-shinurayasu/index.html
mailto:life-yoyaku@resol.jp


■東海エリア（マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

名古屋市営地下鉄東山線 63.07～86.35

「名古屋」駅 2LDK～4LDK

名古屋市営地下鉄東山線 54.47

「伏見」 2LDK

■特典を受けていただくために、ご購入申込み(登録・抽選の場合はご登録時)までに、必ず 「紹介状」 を物件担当者にご提出下さい。

■物件により特典内容・利用条件等が異なる場合がございます。また、本一覧・専用サイトに掲載されていない物件は特典対象外となる場合がございます。

　 詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

※上記情報は、2021年3月30日確認の公式サイト掲載情報で、情報日付は物件により異なります。また、 売却済の場合はご容赦下さい。 

《お問い合わせ先》 三菱地所レジデンス株式会社　名古屋支店　販売グループ(法人営業)
052-218-7014

　　 《物件の詳細はこちらから》 三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト（東海エリア）

https://teikei.mec-r.com/nagoya/resol
※物件情報のご確認や紹介状の発行ができます。

■関西エリア（マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

阪急千里線 70.62～90.00

「南千里」  2LDK+S～4LDK

JR東海道本線 75.93～135.27

「芦屋」 2LDK・3LDK

JR東海道本線 99.32・110.53

「芦屋」 3LDK

■特典を受けていただくために、ご購入申込み(登録・抽選の場合はご登録時)までに、必ず 「紹介状」 を物件担当者にご提出下さい。

■物件により特典内容・利用条件等が異なる場合がございます。また、本一覧・専用サイトに掲載されていない物件は特典対象外となる場合がございます。

　 詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

※上記情報は、2021年3月30日確認の公式サイト掲載情報で、情報日付は物件により異なります。また、 売却済の場合はご容赦下さい。 

《お問い合わせ先》 三菱地所レジデンス株式会社　関西支店　販売部　法人担当
0120-108-605

　　 《物件の詳細はこちらから》 三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト（関西エリア）

https://teikei.mec-r.com/osaka/resol
※物件情報のご確認や紹介状の発行ができます。

３／５

NEW

ザ・パークハウス 芦屋川西町
4分 26 未定 2021年6月中旬予定 2021年9月 1 ％割引 0120-320-726

芦屋市

1 ％割引330
45,845,659円～

65,108,754円

1 ％割引

0120-758-462

0120-320-818即入居可 1 ％割引

徒歩 総戸数 お問い合わせ先

2022年1月

吹田市 ザ・パークハウス 南千里アリーナ

ザ・パークハウス 芦屋レジデンス 10分 76
128,880,000円・

151,480,000円
先着順

即入居可

ザ・パークハウス 名古屋伏見 4分

所在地

0120-660-151

即入居可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在各販売センターはコロナ対策実施のうえ営業しております。また、オンライン接客も可能です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は下記「三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト」から各物件ＨＰをご確認下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 掲載物件の内容は販売スケジュール等により変更が生じる場合がございます。詳しくは各物件までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 販売価格欄の金額に単位の記載がない場合の単位は「万円」となります。また、一部予定価格の記載もございます。

先着順

入居時期 (予定)所在地 物  件  名 徒歩 総戸数
販売価格

※単位未記載は万円単位
販売時期 

6分

名古屋市

中区
0120-758-073

お問い合わせ先特   典

55
46,480,000円・

47,380,000円
先着順

462 未定 2021年5月下旬予定

販売価格
※単位未記載は万円単位

名古屋市

西区

入居時期 (予定) 特   典物  件  名

ザ・パークハウス 名古屋 12分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在各販売センターはコロナ対策実施のうえ営業しております。また、オンライン接客も可能です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は下記「三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト」から各物件ＨＰをご確認下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 掲載物件の内容は販売スケジュール等により変更が生じる場合がございます。詳しくは各物件までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 販売価格欄の金額に単位の記載がない場合の単位は「万円」となります。また、一部予定価格の記載もございます。

0.5％割引

販売時期 

4月1日現在

販売価格より

0.5％割引

販売価格より

1.0％割引

その他エリア
東海・関西・
中国・九州

特典を受けていただくために、ご購入申込み（登録・抽選の場合はご登録時）

までに、必ず「紹介状」を物件担当者にご提出下さい。

首都圏エリア
（東京・神奈川・埼玉・千葉）

仙台・札幌エリア
三菱地所レジデンス
特典対象物件一覧

https://www.mecsumai.com/nori3-462/index.html
https://www.mecsumai.com/tph-nagoyafushimi/
https://teikei.mec-r.com/nagoya/resol
https://www.mecsumai.com/tph-minamisenri-arena/
https://www.mecsumai.com/tph-ashiya-kawanishicho/
https://www.mecsumai.com/tph-ashiya.r/
https://teikei.mec-r.com/osaka/resol
https://www.mecsumai.com/tph-ashiya-kawanishicho/
https://www.mecsumai.com/tph-ashiya-kawanishicho/
https://www.mecsumai.com/tph-minamisenri-arena/
https://www.mecsumai.com/tph-ashiya.r/
https://www.mecsumai.com/tph-nagoyafushimi/
https://www.mecsumai.com/nori3-462/index.html


■中国エリア（マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

アストラムライン 70.58～81.54

「牛田」 3LDK

ＪＲ山陽本線 66.33～81.39

「新井口」 3LDK・4LDK

広島電鉄宇品線 74.28～111.55

「日赤病院前」 3LDK・4LDK

 JR宇野線 72.79

「大元」 3LDK

■特典を受けていただくために、ご購入申込み(登録・抽選の場合はご登録時)までに、必ず 「紹介状」 を物件担当者にご提出下さい。

■物件により特典内容・利用条件等が異なる場合がございます。また、本一覧・専用サイトに掲載されていない物件は特典対象外となる場合がございます。

　 詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

※上記情報は、2021年3月30日確認の公式サイト掲載情報で、情報日付は物件により異なります。また、 売却済の場合はご容赦下さい。 

《お問い合わせ先》 三菱地所レジデンス株式会社　中国支店
082-243-9101

　　 《物件の詳細はこちらから》 三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト（中国エリア）

https://teikei.mec-r.com/hiroshima/
※物件情報のご確認や紹介状の発行ができます。

■九州エリア（マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

福岡市地下鉄空港線 83.96

「唐人町」 3LDK

福岡市地下鉄空港線 47.13～96.05

「唐人町」 1LDK～4LDK

JR鹿児島本線 78.14～166.06

「千早」 3LDK・4LDK

福岡市地下鉄空港線 100.31～100.44

「藤崎」 4LDK

福岡市地下鉄空港線 70.06～90.93

「藤崎」 3LDK・4LDK

■特典を受けていただくために、ご購入申込み(登録・抽選の場合はご登録時)までに、必ず 「紹介状」 を物件担当者にご提出下さい。

■物件により特典内容・利用条件等が異なる場合がございます。また、本一覧・専用サイトに掲載されていない物件は特典対象外となる場合がございます。

　 詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

※上記情報は、2021年3月30日確認の公式サイト掲載情報で、情報日付は物件により異なります。また、 売却済の場合はご容赦下さい。 

《お問い合わせ先》 三菱地所レジデンス株式会社　九州支店
0120-320-611（大濠レジデンスギャラリー）

　　 《物件の詳細はこちらから》 三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト（九州エリア）

https://teikei.mec-r.com/fukuoka/
※物件情報のご確認や紹介状の発行ができます。

４／５

広島市

東区

NEW

ザ・新井口プレイス
7分 48 未定 2021年8月下旬予定  2022年12月 1 ％割引 0120-249-419

ザ・パークハウス

牛田本町ほおずき通り

43,980,000円～

58,280,000円

即入居可3,578～7,068

1 ％割引

12分 292

12分

プレディア西古松ガーデンコート 4分 3,528 先着順66

ザ・パークハウス 福岡タワーズ

WEST

徒歩 総戸数
販売価格

※単位未記載は万円単位
販売時期 

0120-120-769

0120-532-665

2022年2月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在各販売センターはコロナ対策実施のうえ営業しております。また、オンライン接客も可能です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は下記「三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト」から各物件ＨＰをご確認下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 掲載物件の内容は販売スケジュール等により変更が生じる場合がございます。詳しくは各物件までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 販売価格欄の金額に単位の記載がない場合の単位は「万円」となります。また、一部予定価格の記載もございます。

0120-921-8751 ％割引

0120-320-644

0120-320-644

先着順

即入居可

1 ％割引

9分 48
4,800万円台～8,100万円台

※100万円単位
2021年4月中旬予定 2022年1月

所在地

福岡市

東区

福岡市

中央区

3,6365,695円～

9,6881,023円
先着順

ﾊﾞｽ19分

徒歩4分

広島市

東区
48

先着順

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在各販売センターはコロナ対策実施のうえ営業しております。また、オンライン接客も可能です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は下記「三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト」から各物件ＨＰをご確認下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 掲載物件の内容は販売スケジュール等により変更が生じる場合がございます。詳しくは各物件までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 販売価格欄の金額に単位の記載がない場合の単位は「万円」となります。また、一部予定価格の記載もございます。

入居時期 (予定)

即入居可

お問い合わせ先

1 ％割引292 52,762,133円

283

ザ・パークハウス 福岡タワーズ

EAST

センターマークスタワー

物  件  名 特   典

所在地 物  件  名 徒歩 総戸数
販売価格

※単位未記載は万円単位
販売時期 お問い合わせ先

岡山市

北区

広島市

中区

即入居可 1 ％割引

入居時期 (予定) 特   典

先着順

hitoto 広島 The Tower 2021年6月 1 ％割引

0120-314-224

12分

1 ％割引

5分 665
44,046,671円～

85,935,691円
先着順

先着順 即入居可 1 ％割引3分 231
77,480,745円～

81,961,621円
0120-320-308

ザ・パークハウス 藤崎紅葉山

福岡市

早良区

ザ・パークハウス 百道

0120-320-308

4月1日現在

販売価格より

0.5％割引

販売価格より

1.0％割引

その他エリア
東海・関西・
中国・九州

特典を受けていただくために、ご購入申込み（登録・抽選の場合はご登録時）

までに、必ず「紹介状」を物件担当者にご提出下さい。

首都圏エリア
（東京・神奈川・埼玉・千葉）

仙台・札幌エリア
三菱地所レジデンス
特典対象物件一覧

https://www.mecsumai.com/tph-ushitahonmachi/
https://mecsumai.com/i-place48/?_ga=2.137474738.307371154.1617007189-988956814.1580355064
https://www.mecsumai.com/hitoto665/
https://www.mecsumai.com/nishifurumatsu66/
https://teikei.mec-r.com/hiroshima/
https://www.mecsumai.com/tph-fukuokatowers/
https://www.mecsumai.com/tph-fukuokatowers/
https://www.nishitetsu-sumai.com/centermarkstower/index.html
https://www.mecsumai.com/tph-momochi/
https://www.mecsumai.com/tph-fujisakimomijiyama/
https://teikei.mec-r.com/fukuoka/
https://mecsumai.com/i-place48/?_ga=2.137474738.307371154.1617007189-988956814.1580355064
https://mecsumai.com/i-place48/?_ga=2.137474738.307371154.1617007189-988956814.1580355064
https://www.mecsumai.com/tph-ushitahonmachi/
https://www.mecsumai.com/tph-ushitahonmachi/
https://www.mecsumai.com/nishifurumatsu66/
https://www.mecsumai.com/tph-fukuokatowers/
https://www.mecsumai.com/tph-fukuokatowers/
https://www.mecsumai.com/tph-fukuokatowers/
https://www.mecsumai.com/tph-fukuokatowers/
https://www.nishitetsu-sumai.com/centermarkstower/index.html
https://www.mecsumai.com/hitoto665/
https://www.mecsumai.com/tph-fujisakimomijiyama/
https://www.mecsumai.com/tph-momochi/


■仙台エリア（マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

仙台市地下鉄南北線 73.28～87.22

「勾当台公園」 3LDK

■特典を受けていただくために、ご購入申込み(登録・抽選の場合はご登録時)までに、必ず 「紹介状」 を物件担当者にご提出下さい。

■物件により特典内容・利用条件等が異なる場合がございます。また、本一覧・専用サイトに掲載されていない物件は特典対象外となる場合がございます。

　 詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

※上記情報は、2021年3月30日確認の公式サイト掲載情報で、情報日付は物件により異なります。また、 売却済の場合はご容赦下さい。 

《お問い合わせ先》 三菱地所レジデンス株式会社　仙台営業所
0120-320-080（「ザ・パークハウス 仙台錦町」レジデンスギャラリー）

　　 《物件の詳細はこちらから》 三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト（仙台エリア）

https://teikei.mec-r.com/sendai/
※物件情報のご確認や紹介状の発行ができます。

■札幌エリア（マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

 札幌市営地下鉄東西線 92.47

「円山公園」 3LDK

■特典を受けていただくために、ご購入申込み(登録・抽選の場合はご登録時)までに、必ず 「紹介状」 を物件担当者にご提出下さい。

■物件により特典内容・利用条件等が異なる場合がございます。また、本一覧・専用サイトに掲載されていない物件は特典対象外となる場合がございます。

　 詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

※上記情報は、2021年3月30日確認の公式サイト掲載情報で、情報日付は物件により異なります。また、 売却済の場合はご容赦下さい。 

《お問い合わせ先》 三菱地所レジデンス株式会社　札幌営業所
011-633-0051

　　 《物件の詳細はこちらから》 三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト（札幌エリア）

https://teikei.mec-r.com/sapporo/
※物件情報のご確認や紹介状の発行ができます。

５／５

0120-008-053即入居可 0.5％割引

入居時期 (予定) 特   典 お問い合わせ先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在各販売センターはコロナ対策実施のうえ営業しております。また、オンライン接客も可能です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は下記「三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト」から各物件ＨＰをご確認下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 掲載物件の内容は販売スケジュール等により変更が生じる場合がございます。詳しくは各物件までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 販売価格欄の金額に単位の記載がない場合の単位は「万円」となります。また、一部予定価格の記載もございます。

入居時期 (予定) 特   典 お問い合わせ先

10分 56
44,800,000円～

64,600,000円
先着順

札幌市

中央区
ザ・パークハウス 円山 2分 28 77,700,000円 先着順

所在地 物  件  名 徒歩 総戸数
販売価格

※単位未記載は万円単位
販売時期 

仙台市

青葉区
即入居可 0.5％割引

所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在各販売センターはコロナ対策実施のうえ営業しております。また、オンライン接客も可能です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は下記「三菱地所レジデンスの提携法人様専用サイト」から各物件ＨＰをご確認下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 掲載物件の内容は販売スケジュール等により変更が生じる場合がございます。詳しくは各物件までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 販売価格欄の金額に単位の記載がない場合の単位は「万円」となります。また、一部予定価格の記載もございます。

販売時期 

0120-320-232ザ・パークハウス 錦町一丁目

物  件  名 徒歩 総戸数
販売価格

※単位未記載は万円単位

4月1日現在

販売価格より

0.5％割引

販売価格より

1.0％割引

その他エリア
東海・関西・
中国・九州

特典を受けていただくために、ご購入申込み（登録・抽選の場合はご登録時）

までに、必ず「紹介状」を物件担当者にご提出下さい。

首都圏エリア
（東京・神奈川・埼玉・千葉）

仙台・札幌エリア
三菱地所レジデンス
特典対象物件一覧

https://www.mecsumai.com/tph-nishikichoichome/
https://teikei.mec-r.com/sendai/
https://www.mecsumai.com/tph-maruyama/
https://teikei.mec-r.com/sapporo/
https://www.mecsumai.com/tph-maruyama/
https://www.mecsumai.com/tph-nishikichoichome/

