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ご案内会開催中<完全予約制>

    《分譲マンション・戸建て》　 お薦め物件（首都圏）

三菱地所レジデンス（株）   第四販売部  広域販売室  営業サポートグループ　       E-mail： houjin-g@mec-r.com

 　 　  ■提携特典をご利用頂くためには、初回面談時(初回来場またはオンライン商談時)までに、必ず 「紹介カード」 を物件担当者にご提示下さい。

　　    ■上記専用サイト↑↑から発行された 「紹介カード」 のみ、特典が有効となります。

　 　   ■上記専用サイト↑↑に掲載されていない物件は、特典対象外となります。また、各物件の販売スケジュールや物件詳細等も専用サイトからご確認下さい。

　　    ■提携特典をご利用頂くためには、お申し込み時までに、必ず上記専用サイト↑↑から発行された 「紹介カード」を物件担当者にご提示下さい。

【ライフサポートクラブ会員の皆様 専用サイト】　➡

ザ・パークハウス 麹町レジデンス

三菱地所レジデンス 〔10月号〕
特典対象物件のご案内

ザ・パークハウス 本厚木

2022年10月1日現在

ザ・パークハウス グラン 三番町26

東急東横線「自由が丘」駅(南口)より徒歩3分。洗練された

華やぎと静謐の邸宅地の交点に佇むプライベートレジデンス。

住みたいまちランキングで注目される「本厚木」に全戸南向

快適機能を備えた3LDK平均専有面積76.8㎡のゆとりのプラン

全31邸宅の内廊下設計、大倉山初の「ザ・パークハウス」

が実物体感の建物完成販売で新発売。

ザ・パークハウス 自由が丘フロント

東京メトロ有楽町線「麹町」駅より徒歩3分。共用部に戸別

宅配ボックス、個室ブース、ベンダー＆給湯コーナーを設置

東武スカイツリーライン「東向島」駅(改札口)より徒歩5分

3駅16路線利用可能。1LDK～3LDK/44.91㎡～70.00㎡

物件エントリー受付中 / 10月下旬販売開始予定

コンセプトルーム公開中(完全予約制) 
【第2期】2022年10月中旬販売開始予定

物件エントリー受付中 / 11月上旬 販売開始予定

東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩２分。港区南麻布五丁目

シンメトリックな建築に印象的な世界観を宿した邸宅。

ザ・パークハウス 曳舟

ザ・パークハウス 大倉山

ザ・パークハウス 南麻布

物件エントリー受付中 / 10月中旬販売開始予定物件エントリー受付中 / 10月下旬販売開始予定

〔 分譲マンション・戸建て特典〕0.5%割引

〔 リノベーション物件特典〕0.5%割引

〔 賃貸物件特典〕50,000円 キャッシュバック

物件エントリー受付中 / 12月上旬販売開始予定

ザ・パークハウス 大森タワー

東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩4分。華やかな商店街と

住宅街の境界に位置し聖心女子大学の森のほとりに誕生。

物件エントリー受付中 / 10月下旬 販売開始予定

ザ・パークハウス 代々木大山

東京メトロ千代田線始発駅「代々木上原」駅徒歩8分。高台

の邸宅地「渋谷区大山町」アドレスに敷地の約35%を緑化

コンセプトルーム案内会開催中（完全予約制）
先着順申込受付中

千代田区三番町、大妻通りの丘上の四方に開かれた独立街区。

都心の”最高水準”を追求した。ザ・パークハウス グラン

コンセプトルーム公開中（完全予約制）
【第1期2次】2022年10月中旬販売開始予定

ザ・パークハウス 三郷

東京駅直通のJR武蔵野線「三郷」駅徒歩4分。大手町・新宿・

渋谷へスムーズアクセス。大規模開発プロジェクト。

11月上旬 オンライン事前案内会開始予定

2023年1月中旬販売開始予定

ザ・パークハウス 広尾

物件エントリー者様限定「 オンラインプロジェクト説明会」

予約受付中 ！ /    2023年1月中旬 販売開始予定

JR京浜東北線「大森」駅よりフラットアプローチ徒歩3分

地上24階建・全104邸の免震タワーレジデンス

ザ・パークハウス 谷中道灌山テラス

物件エントリー受付中 / 2023年2月中旬 販売開始予定

JR山手線・東京メトロ千代田線「西日暮里」駅徒歩4分。

「谷中銀座」や「よみせ通り」に程近い“谷根千”エリアに誕生。

ＱＲコード
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      《分譲マンション・戸建て》　 お薦め物件（首都圏およびその他エリア）

三菱地所レジデンス（株）   第四販売部  広域販売室  営業サポートグループ　       E-mail： houjin-g@mec-r.com

      《分譲マンション・戸建て》　 お薦め物件（その他エリア）

《賃貸物件》 　《リノベーション物件》

ザ・パークハウス 川越タワー

ザ・パークハウス 戸越公園タワー

地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」駅 徒歩5分。

地上19階建・全52邸・全邸南向き。

東海

マークネクスト下大利

西鉄天神大牟田線急行停車駅「下大利」駅徒歩3分

「西鉄福岡（天神）」駅へ15分の快適アクセス。

hitoto 広島 The Tower

総戸数665戸。地上53階建て超高層免震タワーマンション

3LDK・4LDK／103.944㎡・110.33㎡

ザ・パークハウス 高槻天神町 関西

中国

ザ・パークハウス ステージ 新浦安

JR京都線の新快速停車駅「高槻」駅 （北口）より徒歩8分。

3LDK /70.02㎡～80.05㎡。6,098万円～7,788万円

ザ・パークハウス 京都河原町

東急大井町線「戸越公園」駅(南口)より徒歩1分。駅隣接の

地上23階建・総戸数241戸。「商・住」複合再開発タワー。

鴨川をはじめ、東山・祇園・河原町を身近に。京を愉しみ尽

くせるロケーションに40㎡台～110㎡台の多彩なプラン

関西

東武東上線・JR川越線「川越」駅 より徒歩1分。全173邸・

地上25階建。川越史上最高層のタワーレジデンス。

「東京」駅直通18分。都心に近いリゾートタウン“新浦安”

大規模戸建てプロジェクト、全邸敷地面積165㎡以上。

相鉄・JR直通線新駅「羽沢横浜国大」駅(駅舎)より徒歩1分。

商業一体複合開発。自然が身近な住環境に総戸数357戸

モデルハウス公開中（予約制）
第2期3次 10月上旬販売予定

モデルルーム公開中（完全予約中）
モデルルーム公開中 （完全予約制）

【第2期】10月下旬販売開始予定

棟内モデルルーム公開中（完全予約制) 
先着順申込受付中

建物内モデルルーム公開中（完全予約制）
先着順申受付中

物件エントリー受付中 / 11月下旬販売開始予定

モデルルーム公開中(完全予約制) / 先着順申込受付中

モデルルーム公開中（完全予約制) 
【第2期】10月下旬販売開始予定

マンションを買いたい方へ 👆HPlink

リノベーションマンション 「リノレジ」

三菱地所レジデンスのノウハウを活かして満足度

の高いリノベーションを安心のアフターサービス

と共にご提供します。

【注】 提携企業割引対象外物件も掲載されています。

割引対象物件は 【提携法人専用サイト】 から

ご確認下さい。

マンションを売りたい方へ 👆 HPlink

マンション買取サービス 「リノレジ買取」

三菱地所レジデンスが直接マンションを買い取ります。直接買取なら仲介手数料不要。

ご売却の手間や時間を軽減することで、お客様をサポートいたします。

三菱地所レジデンスの 👆 HPlink

高品質賃貸マンション 「ザ・パークハビオ」

BRAND CONCEPT

その瞬間に、心がはずむ

ザ・パークハビオ

・街に、心がはずむ

・住まいに、心がはずむ

・日常の思いやりに、心がはずむ

良質なマンションづくりを目指し、「ザ・パークハビオ」シリーズでは、用地取得から企画、さらに設

計・品質管理、マーケット調査・リーシング、管理など、多岐にわたる事業工程すべてを三菱地所グ

ループで行う一貫体制システムを採用しております。

九州

地下鉄七隈線「別府」駅より徒歩6分。地下鉄2駅2路線利用

可。緑の潤いに包まれた総137邸の大規模新街区

モデルルーム公開中（完全予約制）
11月中旬販売開始予定

マークネクスト鳥飼 九州

モデルルーム公開中(完全予約制)  / 先着順申込受付中

ザ・パークハウス 横浜川和町ガーデン

横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅徒歩5分。駅前

土地区画整理事業のあたらしい街/総計画面積約73,000㎡

モデルルーム案内会開催中（完全予約制)
先着順申込受付中

リビオタワー 羽沢横浜国大

ザ・パークハウス 丸の内三丁目

地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅徒歩7分。

「栄」駅も徒歩圏。1LDK～3LDK/44.39㎡～82.71㎡

モデルルーム公開中（完全予約制）
10月上旬販売開始予定

ザ・パークハウス 泉一丁目 東海
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