
■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 45.46～144.45

「白金高輪」 1LDK～3LDK

JR山手線・京急線 68.82

「品川」 2LDK

東京メトロ千代田線 82.89・85.03

「乃木坂」 3LDK

東京メトロ南北線 40.72～121.44

「白金高輪」 1R～3LDK

都営三田線・浅草線 77.25～102.73

「三田」 2LDK・3LDK

JR山手線 56.44～215.30

「渋谷」 1LDK～3LDK

東京メトロ有楽町線 25.08～45.77

｢江戸川橋｣ 1K・1LDK

JR中央線 34.19～136.93

｢四ツ谷｣ 1LDK～3LDK

都営大江戸線 49.23～110.08

｢牛込柳町｣ 1LDK～4LDK

東京メトロ南北線 47.11～70.08

「市ヶ谷」 1LDK～3LDK

東急目黒線 36.97・67.11

「武蔵小山」 1LDK・3LDK

東急東横線 64.66～133.07

「中目黒」 2LDK・3LDK

東急東横線  91.59～135.24

「中目黒」 2LDK・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  68.57～74.88

「志茂」 3LDK

東武スカイツリーライン  57.96～90.24

「五反野」 2LDK～4LDK

JR中央線 58.32～72.34

「武蔵境」 2LDK・3LDK

JR中央線 48.53～68.46

「三鷹」 1LDK～3LDK

JR中央線 68.91～78.72

「三鷹」 3LDK

小田急線・横浜線 66.70

「町田」 3LDK

JR中央線・武蔵野線 70.72～71.83

「西国分寺」 3LDK

JR中央線・武蔵野線 69.67～87.57

「西国分寺」 3LDK・4LDK

西武池袋線 69.04～69.55

「ひばりヶ丘」 3LDK

■首都圏エリア（神奈川・マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

京急本線 68.13～84.02

「金沢文庫」 3LDK・4LDK

JR京浜東北線・根岸線  62.52～85.45

「港南台」 2LDK～4LDK

東急田園都市線 62.04～85.82

「青葉台」 2LDK～4LDK

東急田園都市線 76.35～101.68

「あざみ野」 2LDK+S～4LDK

東急田園都市線 66.00～69.63

「高津」 3LDK

JR東海道線・横須賀線 72.05～92.67

「大船」 3LDK・4LDK

JR横須賀線・江ノ島電鉄 74.63～199.28

「鎌倉」 1LDK～3LDK

小田急小田原線 79.07

「本厚木」 3LDK

■首都圏エリア（埼玉・マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

JR京浜東北線 60.06～84.25

「川口」 2LDK～4LDK

１／２

横浜市

青葉区

横浜市

港南区

川崎市

高津区
ホワイトマークス溝の口

7分 323

0120-320-517

0120-320-327

ザ・パークハウス 市ヶ谷

先着順

新宿区

国分寺市

323
53,212,758円～

54,224,358円

目黒区

北区

5,588～7,298

ザ・パークハウス 町田テラス 7分

171

10分

10分

101
64,600,000円～

99,400,000円

52町田市

ザ・パークハウス 国分寺四季の森

(フォレスト街区）

三鷹市

バウス武蔵境

 56,021,395円～

81,838,538円

ザ・パークハウス あざみ野一丁目

118,151,790円～

181,977,357円

0.5％割引 0120-320-052

先着順 2021年1月 0.5％割引

総戸数所在地

横浜市

金沢区

ザ・パークハウス 目黒本町 5分 36

2020年7月

即入居可

401

5,230～5,680

130 5,898～7,738

ザ・パークハウス オイコス

赤羽志茂(サードスクエア)

45,306,307円～

65,583,510円

9分

ザ・パークハウス 国分寺四季の森

(ガーデン街区）

物  件  名

プライム港南台

9分

お問い合わせ先総戸数
販売価格

※単位未記載は万円単位

2020年5月中旬予定 2022年1月

0120-320-654

2021年5月

0.5％割引 0120-320-7857分 100 即入居可

0120-320-856

ザ・パークハウス 渋谷南平台 先着順

0120-320-511

0120-320-236港区

111 15,200～24,300 先着順

ザ・パークハウス 三田ガーデン

レジデンス＆タワー
8分

0.5％割引

2020年5月下旬予定

ザ・パークハウス 麻布外苑西通り

266 未　定

先着順 即入居可73
140,202,385円・

144,241,204円

0.5％割引

0.5％割引

2分 164 未　定

所在地 物  件  名 徒歩 入居時期 (予定) 特   典販売時期 

武蔵野市

0120-320-434

即入居可

ザ・パークハウス 三田タワー ９分

ザ・パークハウス 高輪タワー

0.5％割引

124,943,262円～

721,523,567円

21ザ・パークハウス 中目黒プレイス 0.5％割引 0120-320-277

0.5％割引

2021年12月

0120-320-277

6分 399

ザ・パークハウス 中目黒小川坂

0120-320-434

先着順

未定

特   典 お問い合わせ先

先着順 即入居可

先着順
47,932,266円～

57,302,637円

0120-320-2850.5％割引

先着順

即入居可

即入居可

16,400～27,800

0.5％割引 0120-216-570

0.5％割引 0120-320-547

0.5％割引

49,453,970円～

56,976,391円
先着順

先着順 即入居可

即入居可

9分

270

即入居可

2021年10月

即入居可

ザ・パークハウス

市谷加賀町レジデンス
6分 228

6,000～16,000万

円台※100万円単位
2020年5月下旬予定 2021年11月

ザ・レジデンス四谷 3分 60
6,000～29,000万

円台※100万円単位
未定 未定 0.5％割引 0120-320-063

2020年6月上旬予定 2020年9月

先着順

102

6分 101

0.5％割引

19分

0120-320-670

0.5％割引 0120-430-302

先着順 即入居可 0.5％割引

5,200～8,430 先着順 2020年12月

0.5％割引 0120-320-215

8分 19

4分

ザ・レジデンス ひばりが丘

先着順

ザ・パークワンズ 山吹神楽坂 6分 57
3,000～5,000万円

台※100万円単位

0120-320-752
39,980,000円～

67,871,205円
先着順

0120-320-314

2020年12月

即入居可 0.5％割引

0.5％割引 0120-320-740

先着順 0.5％割引 0120-320-158

0.5％割引即入居可

0.5％割引

0120-320-661

3分 74

54

販売価格
※単位未記載は万円単位

販売時期 入居時期 (予定)総戸数

0120-320-632

徒歩

4,600・4,800万円台

※100万円単位

116

先着順 即入居可

8分

8分

販売時期 
販売価格

※単位未記載は万円単位
入居時期 (予定)

11分

1分 163

0.5％割引

0120-320-399

先着順

183

先着順

0120-320-661

0.5％割引 0120-320-317

0120-320-283

特   典 お問い合わせ先

0.5％割引

2021年1月5,848～7,288

即入居可

51,487,831円～

64,616,537円

46,980,000円～

50,966,108円
先着順

0120-320-363

0.5％割引

西東京市

ザ・パークハウス オイコス

赤羽志茂(フォーススクエア)

厚木市 2021年3月

ザ・パークハウス 三鷹レジデンス

三鷹の杜ザ・ハウス

先着順

10分

8分

ザ・パークハウス オイコス

鎌倉大船

ザ・パークハウス 青葉台二丁目 11分

鎌倉市

ザ・パークハウス オイコス

金沢文庫

50,194,819円～

80,192,080円

60,262,747円～

61,892,377円

ザ・パークハウス 鎌倉 4分 23 未　定

徒歩

ザ・パークハウス 本厚木タワー 先着順

0.5％割引

　　　　　　　　　　　　　　　新型コロナウイルスへの感染拡大防止の為、当社販売物件につきましては、下記の期間販売センターを閉鎖いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　お客様にはご不便とご迷惑をお掛けしますが、何卒ご承知おき願います。詳しくは当社公式サイト（https://www.mec-r.com/）

　　　　　　　　　　　　　　　をご覧ください。　　閉鎖する期間：2020年4月8日（水）～5月10日（日）予定

　　　　　　　　　　　　　　　■ 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。

渋谷区

0.5％割引

0.5％割引

111
66,460,390円～

121,037,733円

ザ・パークハウス 高輪フォート 9分 43
123,000,000円～

133,000,000円
先着順  未定 0.5％割引 0120-320-352

所在地 物  件  名

川口市 ザ・パークハウス 川口本町 4分 162
51,020,000円～

79,371,929円
先着順 2021年1月

足立区 ザ・パークハウス 五反野 4分 54 未定
2020年10月上旬予

定
2021年3月中旬 0.5％割引 0120-320-566

三菱地所レジデンス 特典対象物件情報一覧
～ ご購入時の提携特典として 「販売価格」 の 0.5％相当額を割引いたします ～
■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。

https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=926
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=897
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=808
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=936
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=911
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=883
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=943
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=942
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=935
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=916
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=934
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=904
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=905
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=841
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=841
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=948
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=918
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=919
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=892
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=878
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=805
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=805
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=842
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=836
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=873
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=879
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=864
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=902
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=876
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=939
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=895
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=882
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=902
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=916
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=878
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=805
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=805
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=918
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=864
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=934
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=841
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=841
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=805
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=805
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=873
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=883
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=936
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=936
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=808
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=911
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=926
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=904
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=905
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=935
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=935
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=942
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=842
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=943
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=841
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=841
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=919
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=892
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=876
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=876
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=879
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=836
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=836
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=939
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=895
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=897
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=882
https://teikei.mec-r.com/detail.html?ID=948


■首都圏エリア（千葉・マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

JR京葉線・武蔵野線  86.09～126.67

「新浦安」 2LDK+S～4LDK

JR京葉線・武蔵野線 74.84～147.76

「新浦安」 2LDK～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 98.27・107.44

「洋光台」 125.19・133.19

JR京浜東北線・根岸線 81.50～106.78

「根岸」 93.30～103.23

JR京葉線 94.40～107.75

「稲毛海岸」 110.24～140.05

JR京葉線・武蔵野線 113.44～133.32

「新浦安」 3LDK～5LDK

◎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。

　「幕張ベイパーク クロスタワー＆レジデンス」「幕張ベイパーク スカイグランドタワー」「Brillia東中野パークサイドヒルズ」「リーフィアタワー海老名ブリスコート」
◎「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」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。
◎「THE 千代田麹町 TOWER」は、販売代理業務の終了(解約)に伴い掲載を終了しました。

■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、2020年4月29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　広域営業部　法人営業グループ
houjin-g@mec-r.com

　　 《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/
※物件情報のご確認や紹介カードの発行ができます。

２／２

千葉市

美浜区

ザ・パークハウス ステージ

稲毛海岸
12分 139 4,288～5,588 先着順 即入居可 0.5％割引 0120-132-314

0.5％割引

0120-320-366

徒歩

お問い合わせ先特   典

5分 7 5,980～6,580

2020年7月

※第3工区
2020年6月上旬予定

ザ・パークハウス ステージ

横濱根岸
先着順

 2022年11月上旬

0120-320-528

0120-028-320

特   典

0120-320-528

お問い合わせ先

0120-320-087

0.5％割引

入居時期 (予定)

ﾊﾞｽ13

分

1分

未　定

浦安市
<New> ザ・パークハウス ステージ

新浦安

ﾊﾞｽ6分

徒歩2

分

65

総戸数

<New> 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

横浜市

磯子区

総区画

数

所在地

所在地 物  件  名

ザ・パークハウス ステージ

横濱洋光台（第1～3工区）
9分 28

<New>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

294

234

徒歩

ﾊﾞｽ13

分

1分

物  件  名

浦安市

0.5％割引

販売価格
※単位未記載は万円単位

2020年10月下

旬
0.5％割引未定 2020年6月中旬予定

0.5％割引

販売価格
※単位未記載は万円単位

未定

販売時期 

2021年12月下旬

即入居可

　　　　　　　　　　　　　　　新型コロナウイルスへの感染拡大防止の為、当社販売物件につきましては、下記の期間販売センターを閉鎖いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　お客様にはご不便とご迷惑をお掛けしますが、何卒ご承知おき願います。詳しくは当社公式サイト（https://www.mec-r.com/）

　　　　　　　　　　　　　　　をご覧ください。　　閉鎖する期間：2020年4月8日（水）～5月10日（日）予定

　　　　　　　　　　　　　　　■ 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 入居時期 (予定)

2020年11月下旬予

定

未定 2020年11月下旬予定

三菱地所レジデンス 特典対象物件情報一覧
～ ご購入時の提携特典として 「販売価格」 の 0.5％相当額を割引いたします ～
■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。
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