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　 https://teikei.mec-r.com/marubeni/

　 ■本特典対象物件一覧は2021年10月1日の公式サイト情報となり、販売スケジュール等詳細変更が生じる場合がございます。

 　■物件により特典内容・利用条件等が異なる場合があります。また、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。

 　■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。詳しくは上記↑『専用サイト』『QRコード』をご確認の上、各物件までお問い合わせ下さい。

■首都圏エリア（東京・マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

東京メトロ有楽町線 33.72～57.44

「麹町」 1LDK・2LDK

東京メトロ有楽町線 31.44～163.12

「麹町」 1K～3LDK+S

東京メトロ南北線 60.68～120.09

「白金高輪」 2LDK・3LDK

東京メトロ南北線 45.57～104.86

「白金高輪」 1LDK～4LDK

東京メトロ南北線 40.72～97.18

「白金高輪」 1K～3LDK

東京メトロ南北線 60.23～133.88

「白金台」 2LDK～3LDK

都営大江戸線 61.8～107.58

「国立競技場」 1LDK～3LDK

JR山手線 55.91～65.41

「御徒町」 2LDK・3LDK

京王井の頭線 81.90・110.14

「渋谷」 3LDK

東急池上線 60.75～76.58

「石川台」 2LDK・3LDK

JR山手線 87.95～94.75

「渋谷」 2LDK・3LDK

東京メトロ千代田線 118.74～160.56

「代々木公園」 3LDK

ＪＲ京浜東北線 30.00～67.58

「赤羽」 1R～3LDK

JR埼京線 25.74～70.30

「十条」 1K～3LDK

東京メトロ南北線 	84.52

「志茂」 4LDK

東京メトロ南北線 68.57

「志茂」  3LDK 

東武東上線 57.76～117.62

「大山」 2LDK～4LDK

西武池袋線 67.45～81.56

「石神井公園」 2LDK・3LDK

JR中央線 72.34～77.95

「武蔵境」 3LDK

JR中央線 58.14

「武蔵境」 2LDK

 京王線 68.40～85.28

「府中」 2LDK+S・3LDK

京王線 66.54～67.69

「調布」 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 68.80～80.45

「金沢文庫」 3LDK・4LDK

JR京浜東北線・根岸線 65.22～74.04

「港南台」 	3LDK

市営地下鉄グリーンライン 68.12～73.82

「川和町」 2LDK+S・3LDK

JR東海道線・横須賀線 75.10～87.30

「大船」 2LDK+S～4LDK

《物件の詳細・紹介カード発行はこちら》

【丸紅グループグループ 専用サイト】　➡

  ■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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新宿区
NEW

ザ・パークハウス 御苑内藤町
7分 34 未定 2022年2月中旬予定 2022年5月 0.5％割引 0120-602-320

2022年1月

先着順

販売時期 入居時期 (予定)

先着順

ザ・パークハウス 目黒青葉台 0120-031-320

即入居可

13 15,500・24,000 先着順12分

先着順

399

即入居可

2021年10月上旬予定

大田区 ザ・パークハウス 東雪谷フロント 4分

3分

74,380,000円～87,080,000

円

6分

101

未定70

187 未定

ザ・パークハウス 渋谷南平台

NEW

ザ・パークハウス 赤羽フロント

217,044,053円～

249,884,694円
100

51 未定

0.5％割引

2021年11月中旬予定 2022年8月

即入居可

0120-320-434

0120-320-434

先着順 0.5％割引

0120-302-320

0.5％割引 0120-277-320

0.5％割引

2021年11月上旬予定 2022年2月

0120-320-785

0120-320-325

0.5％割引

0.5％割引

即入居可
39,980,000円～54,038,522

円

60,780,000円～63,280,000

円
即入居可

829分 0.5％割引

0120-320-309

0.5％割引 0120-132-320

0.5％割引

7分 先着順

59,549,392円

先着順

2024年2月

未定

先着順

2021年11月下旬予定 2023年3月

54,953,346円

4分 64 未定 2022年2月上旬予定 2023年3月

0120-320-278

0120-320-363

0120-320-582

特   典

先着順 2023年3月

販売価格
※単位未記載は万円単位

182
66,080,000円～

92,980,000円

0120-320-752

0120-320-317

183

0.5％割引

先着順

お問い合わせ先

0.5％割引即入居可先着順
46,715,460円～61,244,680

円

0.5％割引
57,680,000円～

72,580,000円
先着順 即入居可

総戸数
販売価格

※単位未記載は万円単位

8分

徒歩

調布ザ・ハウス

8分

ザ・パークハウス 府中 3分

物  件  名

9分

0120-320-866

0.5％割引

0120-227-320

0120-320-077

所在地

0120-320-654

物  件  名 徒歩 入居時期 (予定) 特   典販売時期 

2022年1月先着順2分ザ・パークハウス 高輪タワー 0.5％割引

2023年3月ザ・パークハウス 高輪松ヶ丘 4分 73

渋谷区
NEW

ザ・パークハウス グラン 神山町

お問い合わせ先

0120-320-511

2021年12月

104,600,000円～

314,600,000円

78,700,000円～

224,800,000円
先着順

ザ・パークハウス 三田ガーデン

レジデンス＆タワー

港区

NEW

ザ・パークハウス 麹町レジデンス
3分 85 	未定 2022年2月上旬予定 2023年6月 0.5％割引 0120-320-877

千代田区

266 6,480～20,880

NEW

ザ・パークハウス 麹町テラス
3分 35 	未定 2022年2月上旬予定

9分 55 29,000～58,000

ザ・パークハウス オイコス

鎌倉大船

目黒区

0.5％割引

0.5％割引

NEW

パーク レ・ジェイド白金レジデンス
6分 55 	未定

北区

横浜市

都筑区

NEW  ザ・パークハウス

横浜川和町ガーデン
4分 183 未定 2022年3月上旬予定 2023年2月 0.5％割引

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

2021年10月上旬予定 2023年3月 0.5％割引

調布市

府中市

横浜市

港南区

横浜市

金沢区

所在地

鎌倉市

NEW

ザ・パークハウス 十条

9分 130

6分

401

64

武蔵野市

ザ・パークハウス 武蔵野境南町

練馬区
NEW  ザ・パークハウス

石神井公園テラス
8分 86

総戸数

板橋区

プライム港南台

ザ・パークハウス オイコス

金沢文庫
7分 323

2023年1月 0.5％割引 0120-320-877

0120-320-138

0120-320-640

ザ・パークハウス オイコス

赤羽志茂(フォーススクエア)

バウス武蔵境

NEWザ・パークハウス 板橋大山

大楠ノ杜
7分

6,298

2021年11月上旬予定 2023年12月 0.5％割引

0.5％割引

即入居可

8分

164

0.5％割引

0.5％割引

0120-216-570

台東区
NEW

ザ・パークハウス アーバンス 御徒
7分 49 未定 2022年2月下旬予定 2022年8月 0.5％割引 0120-490-320

10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
関西エリア

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「紹介カード」を物件担当者にご提出下さい。

首都圏エリア三菱地所レジデンス
特典対象物件一覧

※ 2022年1月1日以降は全エリアで割引率が0.5%に変更になります。
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■首都圏エリア（埼玉・マンション）
交    通 面積（㎡）

「駅」 間取り

東武東上線 44.36～117.16

「川越」 1LDK～4LDK

西武池袋線・新宿線 67.58～68.92

「所沢」 	3LDK

東武東上線 69.00～73.44

「朝霞台」 3LDK

■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 94.46～117.88

「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京葉線 99.59～107.34

「稲毛海岸」 110.29～126.57

JR京葉線・武蔵野線 112・113.96

「新浦安」 165.13・165.14

三菱地所レジデンス株式会社   第四販売部　広域販売室　営業推進グループ  

■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

阪神本線 108.85・113.11

「芦屋」 3LDK

JR東海道本線 99.32

「芦屋」 3LDK

阪急京都本線 53.22～74.32

「大宮」  1LDK～3LDK

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

2／2

173

2023年3月

2023年12月1分

お問い合わせ先

0120-320-528先着順

 2022年2月

入居時期 (予定)

0120-320-221

お問い合わせ先総戸数

64 0.5％割引

0120-320-0492022年2月下旬予定

販売価格
※単位未記載は万円単位

販売時期 

5,448～6,188 先着順

特   典

バス6分

徒歩2分

お問い合わせ先

0.5％割引

0120-320-366

0120-660-151

入居時期 (予定) 特   典

入居時期 (予定)販売時期 

販売時期 

特   典

294

総区画

数

 2022年11月

2021年10月中旬予定

0.5％割引

販売価格
※単位未記載は万円単位

139 未定

49

0120-132-314第12工区2022年4月

0.5％割引

未定

所在地 物  件  名

千葉市

美浜区

ザ・パークハウス ステージ

稲毛海岸

浦安市
ザ・パークハウス ステージ

新浦安

ザ・パークハウス 芦屋川西町

物  件  名

京都市
NEW

ザ・パークハウス 堀川六角

         E-mail： houjin-g@mec-r.com

41

《物件に関するお問い合わせ》

ザ・パークハウス 芦屋レジデンス

所在地

所在地

徒歩物  件  名

物  件  名 徒歩

朝霞市
ザ・パークハウス

朝霞台レジデンス
5分

所在地

所沢市
NEW

ザ・パークハウス 所沢レジデンス
6分

徒歩

	2022年2月未定 2021年11月中旬予定

浦安市

即入居可

吹田市

販売価格
※単位未記載は万円単位

ﾊﾞｽ13分

1分

6分

4分

0120-320-818即入居可

未定 2021年11月中旬

12分

芦屋市

販売時期 お問い合わせ先

先着順 即入居可ザ・パークハウス 南千里アリーナ 6分

0120-320-2171 ％割引

1 ％割引

26
128,800,000円

～168,800,000円

先着順

即入居可

0.5％割引

入居時期 (予定)

川越市

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

5,898～8,178

10分 76 128,880,000円

総戸数

徒歩 総戸数

《物件に関するお問い合わせ》

0.5％割引

1 ％割引330
45,845,659円

～66,609,834円

先着順 1 ％割引 0120-320-726

販売価格
※単位未記載は万円単位

特   典

65

0120-320-876未定 2022年2月中旬予定
NEW

ザ・パークハウス 川越タワー

https://www.mecsumai.com/tph-kawagoe1/
https://mecsumai.com/tph-tokorozawa-r/
https://www.mecsumai.com/tph-asakadai64/
https://www.mecsumai.com/tph-shinurayasu-mv/
https://www.mecsumai.com/tphs-inagekaigan/
https://www.mecsumai.com/tphs-shinurayasu/index.html
https://www.mecsumai.com/tph-minamisenri-arena/
https://www.mecsumai.com/tph-ashiya-kawanishicho/
https://www.mecsumai.com/tph-ashiya.r/
https://www.mecsumai.com/tph-horikawarokkaku/outline/
https://www.mecsumai.com/tphs-inagekaigan/
https://www.mecsumai.com/tphs-inagekaigan/
https://www.mecsumai.com/tphs-shinurayasu/index.html
https://www.mecsumai.com/tphs-shinurayasu/index.html
https://www.mecsumai.com/tph-ashiya-kawanishicho/
https://www.mecsumai.com/tph-horikawarokkaku/outline/
https://www.mecsumai.com/tph-horikawarokkaku/outline/
https://www.mecsumai.com/tph-ashiya.r/
https://www.mecsumai.com/tph-asakadai64/
https://www.mecsumai.com/tph-asakadai64/
https://mecsumai.com/tph-tokorozawa-r/
https://mecsumai.com/tph-tokorozawa-r/
https://www.mecsumai.com/tph-minamisenri-arena/
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-kawagoe1/
https://www.mecsumai.com/tph-kawagoe1/

