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ザ・パークハウス 代々木大山

東京メトロ千代田線始発「代々木上原」駅徒歩8分

空地率35％という緑が感じられるゆとりある配棟プラン

ザ・パークハウス アーバンス 早稲田

東京メトロ東西線「早稲田」駅より徒歩6分。1LDK・

2LDK+SIC、IoTを中心に先進の設備仕様を標準装備。

物件エントリー受付中！ /  2022年4月中旬 販売開始予定

NEW

ザ・パークハウス 麹町レジデンス

東京メトロ有楽町線「麹町」駅より徒歩3分。

1K～3LDK+S（納戸）／31.44m²～163.12m²

ザ・パークハウス アーバンス御徒町

JR山手線「御徒町」駅徒歩7分、都営大江戸線「新御

徒町」徒歩3分。徒歩10分圏で6駅6路線利用可能。

ザ・パークハウス 板橋大山大楠ノ杜

「池袋」駅から直通3駅5分。東武東上線「大山駅」から

徒歩7分。２LDK・３LDK 59.66㎡~84.74㎡

先着順申込受付中 /  モデルルーム公開中

ザ・パークハウス 十条

駅前再開発により生まれ変わる「十条エリア」に誕生。

3LDK／67.31m²～70.30m²

ザ・パークハウス 赤羽フロント

「赤羽」駅徒歩3分。JR5路線利用可。東京駅・新宿駅

へ 直通。2LDK・2LDK＋S(納戸)／63.62m・67.58㎡

ザ・パークハウス 麹町テラス

東京メトロ有楽町線「麹町」駅より徒歩3分。1LDK、

全戸トランクルームを標準装備。

先着順申込受付中 /  モデルルーム公開中

ザ・パークハウス 石神井公園テラス

「池袋」駅へ1駅10分。西武池袋線・副都心線・有楽町線

の3路線が利用可能。3LDK 67.45㎡～75.55㎡

先着順申込受付中 /  モデルルーム公開中

提携特典 0.5%割引【首都圏版】

NEW

ＱＲコード

ザ・パークハウス 東雪谷フロント

東急池上線「石川台」駅より徒歩4分。全邸南東向き

1K・3LDK／29.92m²～68.32m²

物件エントリー受付中！ /  2022年6月中旬 販売開始予定

千代田区三番町。大妻通りの丘上の四方に開かれた独

立街区に都心の“最高水準”を追求した邸宅誕生。

ザ・パークハウス グラン 三番町26

先着順申込受付中 /  モデルルーム公開中

先着順申込受付中 /  モデルルーム公開中

先着順申込受付中 /  コンセプトルーム公開中先着順申込受付中 /  コンセプトルーム公開中

先着順申込受付中 /  コンセプトルーム公開中

先着順申込受付中 /  モデルルーム公開中

先着順申込受付中 /  モデルルーム公開中

新宿御苑の広大な緑に面した地。全34邸、

最多80m²台。御苑の緑と調和する低層レジデンス。

ザ・パークハウス 御苑内藤町
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三菱地所レジデンス
特典対象物件のご案内

ザ・パークハウス 横浜川和町ガーデン

「所沢」駅徒歩6分・全邸南向き・角住戸率67% の

レジデンス。3LDK／67.58m²・68.92m²

ザ・パークハウス 所沢レジデンス

横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅徒歩4分。

3LDK／68.12m²~73.82m²

中京区、四条烏丸生活圏。全邸角住戸

1LDK～3LDK／53.22m²～74.32m²

資料請求受付中 /  2022年6月中旬 販売開始予定

ザ・パークハウス 泉一丁目

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(44.39㎡)～3LDK(82.71㎡)

ザ・パークハウス 丸の内三丁目

ザ・パークハウス 堀川六角

物件エントリー受付中！ /  2022年5月上旬販売開始予定

東 海 関西

マークネクスト高宮

西鉄天神大牟田線「高宮」駅より徒歩5分。

3LDK・4LDK／68.37㎡～81.2㎡

hitoto広島 The Tower

総戸数665戸。地上53階建。超高層免震タワー。

1LDK～4LDK／52,175,380円～104,026,978円

先着順申込受付中 / 棟内モデルルーム公開中 先着順申込受付中 / モデルルーム公開中

九州

ザ・パークハウス 高槻天神町

新快速停車駅JR京都線「高槻」駅 より徒歩8分。

3LDK／70.02m²～80.05m²

先着順申込受付中 / モデルルーム公開中

資料請求受付中 / 2022年9月下旬販売開始予定

リビオタワー羽沢横浜国大

相鉄・JR直通線新駅「羽沢横浜国大駅」徒歩1分

商業一体複合開発

先着順申込受付中 /  モデルルーム公開中

ザ・パークハウス 大宮吉敷町翠邸

「大宮」と「さいたま新都心」の2駅16路線利用可能。

東京方面へも新宿方面へもスムーズアクセス

物件エントリー受付中！ /  2022年4月下旬 販売開始予定

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。

ザ・パークハウス 新浦安マリンヴィラ

NEW

第2工区：サニープラザ・カームプラザ、「東京」駅

直通16分の「暮らすリゾート」。3LDK～4LDK

NEW

東 海

関西

NEW NEW NEW

2022年4月号

中国

ザ・パークハウス ステージ 新浦安

「東京」駅直通16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。

先着順申込受付中 /  モデルルーム公開中 物件エントリー受付中！ /  2022年6月上旬 販売開始予定

先着順申込受付中 /  モデルルーム公開中 先着順申込受付中 /  モデルハウス公開中
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