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東急線沿線の主な賃貸物件 

溝の口 中央林間 

日吉 
蒲田 

目黒 

元町･中華街 

たまプラーザ 

渋谷 

横浜 

東 京 

みなとみらい 

渋谷ヒカリエ* 
（2012年4月開業） 

セルリアンタワー 
（2001年3月竣工） 

渋谷マークシティ* 
（2000年2月竣工） 

たまプラーザテラス 
（ 2010年10月全体開業） 

二子玉川ライズ* 
（第1期 2010年11月竣工） 
（第2期 2015年6月竣工） 

羽田空港 

東急キャピトルタワー 
（2010年7月竣工） 

クイーンズスクエア横浜* 
（1997年6月竣工） 

武蔵小杉東急スクエア* 
（2013年4月開業） 

永田町 

 *の表示は区分所有物件または共有物件 

武蔵小杉 

用賀 

鷺沼 

東急鷺沼ビル 
（1978年9月竣工） 

南町田 

二子玉川 

大井町 

主なオフィス物件 

渋谷ストリーム* 
（2018年9月開業） 

※1 区分所有物件または他社との共有物件、※2 当社連結ＳＰＣ物件、※3 延床面積は他用途も含む物件全体合計 

JR東急目黒ビル* 
（2002年3月竣工） 

2019年3月1日現在 

世田谷ビジネススクエア*
（1993年9月竣工） 

施設名称 延床面積（㎡）

1  クイーンズスクエア横浜 496,386 ※1※3

2  二子玉川ライズ 293,108 ※1※3

3
 渋谷スクランブルスクエア
（東棟）

181,000 ※3

4  渋谷ヒカリエ 144,546 ※1※3

5  渋谷マークシティ 138,620 ※1※3

6  渋谷ストリーム 116,000 ※3

7  セルリアンタワー 104,154 ※2※3

8  世田谷ビジネススクエア 94,374
※1※2
※3

9  東急キャピトルタワー 87,428 ※3

10  キャロットタワー 77,754 ※1※3
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渋谷ヒカリエ 概要 

オフィス 
17-34階 

東急シアターオーブ 
11-16階 

ヒカリエホール 
9-10階 

クリエイティブスペース 8/ 
8階 

○ 敷地面積:  9,640m2  
○ 延床面積:  144,550m2 

○ 高さ:  182m 
○ 容積率:  1,370% 

○ 用途:  店舗、オフィス、文化施設など 
○ 規模:  地上34階、地下4階 
○ 開業:  2012年4月26日 

[フロア構成] 

◆ 建物概要 

オフィス 

東急シアターオーブ 

ShinQs 

カフェ＆レストラン 
6-7階 

ShinQs 
B3-5階 
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○ 敷地面積:  約7,100m2  
○ 延床面積:  約116,000m2 

○ 高さ:  約180m 

○ 用途:  事務所、店舗、ホテル、ホール、駐車場等 
○ 規模:  地上35階、地下4階 
○ 開業:  2018年9月13日 
○ 工事費:  680億円（有価証券報告書より記載） 

[フロア構成] 

◆ 建物概要 

渋谷ストリーム 概要 

ホテル客室 外観 

渋谷川・広場 ホール 
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○ 敷地面積:  約15,300㎡※ 

○ 延床面積:  約181,000㎡ 

○ 高さ:  約230ｍ 

◆ 建物概要 

渋谷スクランブルスクエア 第Ⅰ期（東棟）概要 
○ 用途:  事務所、店舗、展望施設、駐車場等 
○ 規模:  地上47階、地下7階 
○ 開業:  2019年11月 
○ 工事費:  498億円（有価証券報告書より記載） 

ロゴ・画像：渋谷駅街区共同ビル事業者 

※ 敷地面積は、駅街区全体の面積 

 

Ⅰ期 
東棟 

Ⅱ期 
中央棟 

Ⅱ期 
西棟 

オフィス 

渋谷駅周辺最大級となる賃貸借面積 
約73,000㎡のハイグレードオフィス 

商業施設  ショップ&レストラン 

営業面積 約32,000㎡の大規模商業施設 

展望施設 

日本最大級の屋外空間（約2,500㎡） 
渋谷最高峰約230m 
空と一体になる 
体験型展望空間 

産業交流施設 
多様な人材が交差・交流し、 
社会価値につながる 
未来の種を生み出す 
未来共創拠点 

外観 商業施設フロア 

SHIBUYA SKY 俯瞰イメージ SHIBUYA SKY 
スクランブル交差点を見下ろすイメージ 
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開発後の渋谷のイメージ（2027年頃） 

渋谷ヒカリエ
2012年4月開業 

 

ハチ公広場 

渋谷駅桜丘口地区* 
2023年度竣工予定 

渋谷フクラス*   
2019年10月竣工予定 

渋谷マークシティ 

開発前 

渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期
（東棟）2019年11月開業予定 

* 東急不動産が参画する組合 

渋谷スクランブルスクエア第Ⅱ期
（中央棟・西棟）2027年度開業予定 

渋谷ストリーム
2018年9月開業 
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Greater SHIBUYA（広域渋谷圏）構想 

主な物件一覧 

大規模再開発 × クリエイティブコンテンツ産業 × 都市観光 × 魅力あふれる資源の集積により 
事業機会を積極的に獲得 

原 宿 

表参道 
青山 

代官山 
池尻 

中目黒 

松濤 

恵比寿 

広尾 

代々木公園 

NHK 

Bunkamura 

東京大学 

Greater SHIBUYA 
渋谷駅半径2.5km圏内 

能楽堂 

新国立競技場 

青山学院大学 
実践女子大学 
國學院大学 

聖心女子大学 

渋 谷 

・渋谷駅から半径2.5キロ圏内をGreater SHIBUYAの範囲とし、「面」として街づくりを 
 進めることで渋谷の魅力向上を図り、持続的な成長を目指す 
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渋谷駅周辺 整備イメージ 
・スリバチ地形である渋谷の縦移動を便利にするアーバン・コア 
・アーバン・コアとは、地下やデッキから地上に人々を誘導する、街に開かれた縦軸空間 
   エレベーターやエスカレーターにより多層な都市基盤を上下に結ぶ 

渋谷スクランブルスクエア 
（②、工事中） 

渋谷ヒカリエ（①） 

東口アーバン・コア周辺の将来イメージ図 

① 

② 
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渋谷駅周辺の主な物件所有状況 

地図：Copyright 国際航業-Increment P  図：TR・AMSにて作成   

 ● 渋谷ヒカリエ* 
   2012年4月 ／ 144,550m2 

 【用途】 
  ・オフィス      ・ShinQs（商業施設） 
  ・東急シアターオーブ ・ヒカリエホール 

田園都市線 

東横線 

国道246号線 

半径500m 

 ● 渋谷東口ビル*     ● 渋谷二丁目ビル* 
   1980年1月 ／ 17,040m2    1971年2月 ／1,770m2 
 

 ● イースト渋谷ビル         ● タキザワビル 
   1985年3月 ／  1,650m2    1982年1月 ／ 1,101m2 

JR線 

JR線 

渋谷スクランブルスクエア 

東京メトロ半蔵門線 

 ● 渋谷たくぎんビル*    ● 渋谷日永ビル 
   1983年1月 ／ 4,820m2    1985年4月 ／ 2,120m2 

 ● 渋谷協和ビル*      ● 藤和宮益坂ビル 
   1980年9月 ／ 8,500m2    1988年2月 ／ 1,150m2    

 ● cocoti（ココチ）      ● カレイド渋谷宮益坂 
   2004年9月 ／ 11,850m2      1992年1月 ／ 4,475m2 
 

 ● TK渋谷東口ビル   
  1966年2月 ／ 1,480m2 
 
 

東京メトロ
副都心線 

明治通り 

 ● 東急渋谷駅前ビル 
   (MAGNET by SHIBUYA109)* 
    1987年10月 ／ 11,780m2 

 ● 渋谷住友信託ビル 
    1962年6月  ／  3,270m2 

 ● 渋谷キャスト* 
   2017年4月 ／ 34,981m2 
 【用途】 
  ・事務所   
  ・店舗 
  ・共同住宅等 
 

 ● 渋谷マークシティ* 
   2000年2月 ／ 138,620m2 

【用途】・オフィス 
    ・渋谷エクセルホテル東急 
    ・ショッピングセンター 

 ● セルリアンタワー 
   2001年3月 ／ 105,950m2 

【用途】・オフィス 
    ・セルリアンタワー東急ホテル 
    ・能楽堂 

 ● 東急南平台町ビル  ● 東急桜丘町ビル 
  1992年7月 ／ 7,000m2   1987年6月 ／ 6,500m2 

 ● 渋谷TSKビル 
   2008年6月／2,104㎡  
 

 ● 渋谷ブリッジ 
   2018年9月／ 5,642m2  

 ●：東急電鉄・連結子会社所有物件 
 ●：東急REIT所有物件 
 ●：計画物件 
   竣工時期／延床面積(概数) 
  * 区分所有または他社との共有物件 

 ● Bunkamura         
   1989年9月  ／ 31,990m2 

 ● 東急百貨店本店 他* 
    1967年11月 ／ 61,460m2 他 

 ● TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア 
    1998年7月   ／ 1,530m2 

 ● QFRONT  
      1999年10月 ／ 6,690m2  

 ● TOKYU REIT渋谷Rビル   
   1990年3月 ／ 7,290m2  

 ● トップヒル並木ビル 
   1989年5月 ／ 1,068m2 

 ● 100BANCHI 
   1976年9月 ／  1,056m2 

 ● 渋谷桜丘町チェリーガーデン 
   1981年8月 ／ 3,415m2   

 ●  代官山ログロード 
   2015年4月 ／  3,200m2 

2019年3月31日現在 

  ●渋谷スクランブルスクエア 
  （渋谷駅街区）* 
 2019年度11月・2027年度予定 
     ／ 約276,000m2 

 【用途】 
 ・事務所 ・店舗 
 ・展望施設・駐車場等 
   

(駅街区) 

 ● 道玄坂共同ビル(SHIBUYA 109)* 
   1979年3月 ／  16,290m2 

  ●渋谷ストリーム* 
 2018年9月 ／ 約116,000m2 
 【用途】 
 ・事務所 ・ホール ・店舗 
 ・渋谷ストリームエクセル 
          ホテル東急 
 ・駐車場等  
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渋谷区のオフィス市況 
オフィス空室率 

（単位：%） 

（単位：円） 

オフィス賃料 

出典：三鬼商事「オフィスマーケットデータ 東京」 

2.50  

1.08  

3.74  

1.78  

0

2

4

6

 渋谷区  東京ビジネス地区 

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

 渋谷区  東京ビジネス地区 

東京ビジネス地区 空室率 2月
1 渋谷区 1.08 %
2 新宿区 1.61 %
3 千代田区 1.72 %
4 港区 1.73 %
5 中央区 2.40 %

東京ビジネス地区 賃料 2月
1 千代田区
2 渋谷区
3 港区
4 中央区
5 新宿区

19,345 円 
18,437 円 

23,411 円 
22,890 円 
21,296 円 
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10

30
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2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3

103千人 

163千人 

100

120

140

160

180

2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3

約60,000人(58.2％)増加 

二子玉川再開発の効果 

シネコン 

■二子玉川駅１日平均乗降人員 

再開発により新たに付加された機能 

■オフィス面積(他社持分含む総面積） 

■二子玉川ライズSC テナント売上高 ホテル オフィス 

当社事業の拡大 

約80,000㎡ 

(千㎡) 

(億円) 

(千人) 

 

250

300

350

400

450

2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3

約415億円 

■地価の上昇(二子玉川駅より200ｍ地点 1㎡の商業地価格) 

街への効果 

2014年1月を 
100とした場合 

2019年1月 
 144.9 

約44.9％上昇 

■人口の増加 (二子玉川駅半径１km内都区部) 
 
2014年4月 
42,663人 

（うち0-14歳： 
5,866人） 

 

2019年4月 
45,113人 
（うち0-14歳： 

6,477人） 

約6％増加 
（世田谷区の増加率の1.2倍） 

10％増加 
（世田谷区の増加率の1.4倍） 



28 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

Tokyu Corporation    

南町田グランベリーパーク 

概要   
・2019年11月まちびらき ※スヌーピーミュージアムは12月開館 
・開発エリア面積 約2２万㎡（二子玉川再開発の約１.2倍） 
・店舗面積      約5.3万㎡（二子玉川再開発とほぼ同等） 

・町田市との連携により、商業施設と鶴間公園の一体開発を推進 
・「生活遊園地」をコンセプトに、アウトレットや体験型施設など、 
   個性豊かな約２３０店舗が出店予定 

良好なアクセス環境 
・田園都市線南町田駅 直結 
   (渋谷から電車で約35分) 
・国道16号線・246号線に隣接 
・東名高速「横浜町田IC」より約1km 

南町田駅改良   ・平日も急行停車 
・駅名改称「南町田グランベリーパーク」 
・まちの玄関口となる、駅空間を創出 
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宿泊施設 

映画館 

劇場 

店舗等 

ラウンジ 

ライブ 
ホール 

「世界のエンターテインメントシティ歌舞伎町」の核となる、新たな都市観光拠点を創出 

新宿 
東宝 
ビル 

大久保病院 

計画地 

JR新宿駅 

ライブホール（約3,200㎡）※ 

劇場（約3,300㎡）※ 

映画館（約5,800㎡） 多様な滞在ニーズに応えるバリエーション豊かな客
室と、「まちの社交場」となるレストランを備えた
宿泊施設を整備（約33,000㎡※レストランを含む） 

空港連絡バス乗降場 屋外劇場的都市空間 
シネシティ 
広場 

「まちの社交場」（レストラン） 

イメージ ○ 敷地面積: 約4,600㎡ 
○ 延床面積: 約89,600㎡ 

○ 高さ  : 約225ｍ 

◆ 建物概要 
○ 用途:  ホテル、劇場、映画館、店舗、駐車場等 
○ 規模:  地上48階、地下5階、塔屋1階 
○ 工期:  2019年8月1日～2022年8月31日（予定）    

「新宿TOKYU MILANO」再開発計画 

ハイジア 

※劇場、ライブホール等のエン 
 ターテイメント施設の企画・ 
 運営を目的に、2018年12月7日に 
 「TSTエンタテイメント」を設立 

 １.多様な大衆娯楽文化を世界に発信 
   する複合エンターテインメント施設 

 ２.グローバルツーリストの多様な滞在 
   ニーズに対応する宿泊施設 

 ３.シネシティ広場と一体となった「屋外劇場 
   的都市空間」の形成、都市観光拠点の整備 
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沿線における開発計画 
横浜駅きた西口鶴屋地区 
第一種市街地再開発事業  ※ 

 敷地面積  約6,700㎡ 
 延床面積  約80,000㎡ 
 用    途  共同住宅、ホテル、商業施設、 
       駐車場など 
 竣工開業  2021年度竣工 
       2022年春供用開始（予定） 
  

国家戦略特区 住宅整備事業 第1号案件 
 

※当社は組合員として参画 

イメージ 横浜市と代表企業３社にて 
事業実施協定を締結し建設中 

十日市場周辺 
持続可能な住宅地モデルプロジェクト 

開発範囲 約23,200㎡ 
竣  工 2019年度（予定） 
開発概要 分譲住宅、高齢者向け住宅、 
     賃貸住宅、保育所、 
     コミュニティカフェ など 

イメージ 

門前町・池上のまちの魅力を発信 

池上本門寺などの観光玄関口としての魅
力向上に向け、門前町の趣を感じさせる
外観を計画し、エリア活性化に繋げます 
 
敷地面積  3,595.36㎡ 
延床面積  9,547.62㎡ 
用 途  駅舎、物販店舗、飲食店舗、 
    サービス店舗・保育所・図書館 
開  業  2020年度（予定） 
乗降客数  36,671人/日(2017年度) 

池上駅開発計画 
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田園都市線沿線 郊外まちづくり 
田園都市線沿線の郊外地域において、横浜市や川崎市などの行政と連携 
しながらまちづくりを行うことで、地域の持続発展を目指す 

中央林間 渋谷 藤が丘 鷺沼 たまプラーザ 

藤が丘 
 

連携先：横浜市・昭和大学 
 

「駅前施設・病院・公園」が一
体となった新たなまちづくりに
取り組む 
 
 
 
 

たまプラーザ 
 

連携先：横浜市 
 

徒歩圏内の中で、まちの機能を集約さ
せるコミュニティ・リビングという考
え方の実現に向けた取り組みを推進 

鷺沼 
 

連携先：川崎市 
 

駅前の地域拠点化に向け、再開
発事業を推進（宮前区役所など
公共機能の移転入居予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 昭和大学 
藤が丘病院 

藤が丘 
駅前公園 

CO-NIWAたまプラーザ 
（地域利便施設、ドレッセWISEたまプラーザ内） 再開発イメージ 

横浜市 川崎市 

コミュニティカフェ サテライトオフィス 



32 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

Tokyu Corporation    

主な近年の物件取得 

自由が丘東急ビル 
 所在地  ：  目黒区自由が丘一丁目 
 延床面積 ：  5,824㎡ 

2015～2017年度 

区分所有または他社との共有物件含む 
土地・建物は一棟全体の表示 

新宿TOKYU MILANO跡地 
 所在地  ： 新宿区歌舞伎町一丁目 
 敷地面積 ： 3,773㎡ 

東急鷺沼ビル 
 所在地  ： 川崎市宮前区鷺沼一丁目 
 延床面積 ： 18,326㎡ 

東急鷺沼ビル 

渋谷道玄坂スカイビル 
 所在地  ： 渋谷区円山町28番 
 延床面積 ： 5,644㎡ 

第2東急鷺沼ビル 
 所在地  ： 川崎市宮前区小台一丁目 
 延床面積 ： 4,409㎡ 

グリーンプラザ新宿 
 所在地  ： 新宿区歌舞伎町一丁目 
 延床面積 ： 9,301㎡ 

吉祥寺東急REIホテル 
 所在地  ：武蔵野市吉祥寺南町一丁目 
 延床面積 ： 11,754㎡ 

2018年度～ 

Ｒeve中目黒 
 所在地  ：目黒区上目黒一丁目 
 延床面積 ： 985㎡ 

青山オーバルビル 

青山オーバルビル 
 所在地  ：渋谷区神宮前五丁目52番 
 延床面積 ： 28,629㎡ 

ターンテーブル（ヤマザキ学園） 
 所在地  ：渋谷区神泉町10番 
 延床面積 ： 864㎡ 

吉祥寺東急REIホテル 

Ｒeve中目黒 
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不動産ポートフォリオ最適化に向けた取り組み 

・市況を見極めた厳選投資 ・リーシングのレベルアップや戦略 
 投資の実施による収益力の向上 
・他者との共同事業も視野に入れた 
 建替・再開発の推進 

取 得 保有・開発 

バリューアップ期待物件の取得 インカムゲイン確保 キャピタルゲイン確保 

一部売却 

＜事例① スタイリオ山下公園＞  
 
 
 
 
 
 
 
 
＜事例② 東急虎ノ門ビル＞ 

 敷地面積 1,676.56㎡ 
 延床面積 15,009.19㎡ 
   階      数 地上18F/地下2F 
 竣工時期 2008年1月 
 取得時期 2008年11月 
 売却時期 2017年4月 

・リーマンショック直後 
 の2008年11月に取得 
・店舗区画の稼働率向上 
 期待 

・店舗区画の稼働率向上 
 等による収益力向上 
・信託受益権化による流 
 動性向上 

・バリューアップ後 
   の好況期（2017年 
   4月）での第三者 
   への売却 

取 得 保 有 売 却 

・東急REIT等とも連携した出口戦略 
・売却後もプロパティ・マネジメント 
 等でのフィー収入獲得 

 敷地面積 1,769.40㎡ 
 延床面積 12,557.47㎡ 
 階      数 地上10F 
 竣工時期 2010年4月 
 取得時期 2005年12月 
 売却時期 2013年8月 

・開発期待物件取得・テナント立ち退き 
・新規開発ならびにリースアップ 

取 得 開 発 売 却 

・東急REITとの 
   連携した出口戦略 
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駅直結の新たなコミュニティー型商業施設ブ
ランド”エトモ”として一体運営。駅の賑わい
を創出し、街中へと広げていくことを目指す 
 

・エトモ中央林間 
・エトモ自由が丘 
 

計9施設 108店舗 

鉄道施設の有効活用 
鉄道用地利用 駅構内／駅近接（エトモ） 

～鉄道高架下での保育園・学童保育事業～ 
 
「日本一住みたい沿線 東急沿線」を実現するため、駅近の 
高架下を活用し、保育施設等の展開を積極的に推進 

鉄道の地下化等により生じた空間を
積極的に活用し、沿線の魅力づくり
に取り組む 
 

・LOG ROAD （代官山） 
・Trainchi   （自由が丘） 
 
計2施設 18店舗 

高架下活用 
特色のある飲食店を誘致すると
ともに、街に必要な保育園など
のサービス機能も展開 
 

・中目黒高架下 
・池上線五反田高架下  
 

計5施設 91店舗 

2019年3月1日現在 
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住宅関連施設 
2019年3月1日現在 

スタイリオ品川中延 東急ウェリナ大岡山 

駅周辺資産等を活用したハイセンス
なデザインやセキュリティ、先進の
設備を備えた高品質の住環境 
 
主な物件 
 

・スタイリオ品川中延 
・スタイリオ蒲田 
・スタイリオ・ウィズ上池台 

シニア世代を対象とした沿線密着の
サービスで培った東急グループの知識
とノウハウを結集した上質な住環境
（ サ高住・デイサービスなど）  
 
主な施設 
・東急ウェリナ大岡山 
・オハナたまプラーザ 

住まいに関する様々な悩みを解決
する駅前の相談窓口 
（住まいと暮らしのコンシェルジュ） 
 
主な施設 
 

・目黒店 
・たまプラーザ店 

住まいと暮らしのコンシェルジュ 目黒店 

賃貸住宅事業 高齢者向け住宅事業 その他事業 

 
 

計5施設  計30施設 1,210室 

 

ウェリナ    2施設      232室 
ウェリナケア  2施設      119室 
オハナ   14施設    459名 

 ※サ高住とはサービス付き高齢者向け住宅を指します  
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「東急多摩田園都市」のノウハウを活かし、 成長著しいベトナム国における「街づくり」を展開 
ベトナムにおける不動産事業 

■事業実施主体 ベカメックス東急有限会社  
        （2012年設立 東急電鉄65%、 
         ベカメックスIDC社35%） 
■事業エリア  ベトナム・ビンズン省「ビンズン新都市」 
          （対象街区面積 約110ha） 
■ビンズン省概要 

・ベトナムの主要経済ゾーンの一角、 
 ホーチミン市中心地から新都市まで北に30km 
・ビンズン省政府はビジネス推進に積極的で、 
 国内有数の経済成長を遂げる省 
・近年の日本等外資企業による工業団地への進出等、 
 今後の発展が注目されるエリア 

■ビンズン新都市概要 
・総開発面積：約1,000ha 
・産・官・学・住・遊が融合した開発 
・人口12万5千人を目指す 
 

ホーチミン短期分譲開発 １ ビンズン省行政センター 
２ ベカメックスホテル 
３ ベカメックスＩＤＣ本社 
４ 会議・展示場 
５ ビンズン省消防局 
６ ビンズンＴＶ 
７ 韓国商工会議所 
８ ビンズン省社会保険局 
９ ビンズン省開発投資基金/ 
  銀行 

■ビンズン新都市開発状況（開発済）※他社開発を含む 

ビンズン新都市開発 

ホーチミン市で現地デベロッパー、 
フンティン社とのマンション分譲 
合弁事業に参画 

名  称 Moonlight Residences 
戸  数 535戸 
販売状況 全戸契約終了 

© OpenStreetMap contributors 

Moonlight 
Residences  
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ビンズン新都市における街づくり 
住宅・商業複合施設  商業施設 バス事業  

名  称 hikari  
店舗面積 約1,600㎡ 
店 舗  数 14店舗 
開業時期 2015年1月 
             (一部店舗は2014年11月) 

名  称 SORA gardens I 
敷地面積 9,082㎡ 
専有面積 約67㎡～約105㎡ 
総 戸  数 406戸 
販売開始 2013年4月  

名  称 KAZE SHUTTLE 
運行系統 ビンズン新都市内循環など 
路 線  数 計6路線 
運行間隔 ピーク時：10～20分  
開業時期 2014年12月本格開業 

戸建住宅 

名  称 HARUKA terrace 
               HARUKA residence 
建物面積 約300㎡～ 
総 戸  数 68戸（Ⅰ期） 
販売開始 2016年11月  

<開発中のプロジェクト> 

名  称 MIDORI PARK The VIEW 
戸  数 604戸 
工  期 2018年3月～2019年末 

名  称 SORA gardens Ⅱ 
戸  数 約560戸 
工  期 2019年夏～2021年夏 

分譲マンション・商業 

名  称 越華国際学校 
対  象 幼稚園・小学校(定員882名) 
開  校 2019年9月 

分譲マンション インターナショナルスクール 
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タイにおける住宅事業 

■シラチャの概要 
・バンコク都より南東へ約100km 
・日系企業が数多く進出。世界でも有数の日本人街 

■事業概要 
・日本人駐在員とその家族を主たる顧客とする賃貸住宅を供給 
・タイ王国2校目の日本人学校の向かいに立地 

■事業実施主体 
 サハ東急コーポレーション 
 （2014年設立 東急グループ50%、サハグループ50%） 
■物件概要 
 名  称：ハーモニック レジデンス シラチャ 
 土地面積：約55,000㎡ 
 戸  数：180戸（2LDK:122㎡、3LDK:122㎡~139㎡） 
 竣  工：2016年4月全戸開業 

シラチャでの日本人向け賃貸住宅 
家族が安心・快適に過ごせる環境を提供 

シラチャでの日本人向け賃貸住宅 

バンコクでの分譲住宅 
■事業概要 

現地大手デベロッパーであるサンシリ社（※）とともにバンコク
にて分譲住宅事業を展開 

■事業実施主体 
 合弁会社 Siri TK One Company Limited など４社 
 （東急グループ30%、サンシリ社70%） 
■物件概要 
  

バンコクでの分譲住宅 
外観イメージ（taka HAUS） 

※サンシリ社：Sansiri Public Company Limited 

1号案件 2号案件 3号案件 4号案件 

名  称 taka HAUS XT Ekkamai 
The Base 

Sukhumvit 
50 

(仮称) Aydin 
Krungthep 
Kreetha 

総戸数 269戸 537戸 415戸 360戸 

竣工時期 2019年 2021年 2019年 2020年 

バンコク 
【分譲住宅事業】 

シラチャ 
【賃貸住宅事業】 
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西豪州ヤンチェップ地区土地開発 
人口増加が続くオーストラリア第４の都市・パースの近郊に位置する「ヤンチェップ」において 
宅地造成・分譲合弁事業および都市開発合弁事業（企業・教育施設等誘致）を推進中 

宅地造成・分譲合弁事業 

都市開発合弁事業（産・官・学連携施設） 

■経緯と今後の主な予定 
 1995年  西豪州政府とヤンチェップ地区の開発に関する 
      基本合意書（MOU）の締結 
 1999年  西豪州政府と戦略的協調合意書（SCA）の締結  
 2004年  宅地造成・分譲合弁事業を開始 
 2006年  都市開発合弁事業を開始 
 2012年  現地共同事業者によるショッピングセンター 開業 
 2013年  宅地造成・分譲合弁事業が全豪最優秀プロジェクトに選出 
 2019年  西豪州政府によるヤンチェップ駅までの 
             鉄道延伸工事開始予定 
 

■現地子会社（東急電鉄100%） 
 ・ヤンチェップ サン シティ株式会社 
 ・ｾﾝﾄ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ｴｽﾃｰﾄ株式会社 
■開発対象面積 
   東急電鉄・子会社所有 約2,100ha 

10km 

● 
ヤンチェップ 

パース 

クラークソン 

バトラー 

ジュンダラップ 

ジュンダラップ線 
（鉄道） 

ジュンダラップ線 
の延伸部分 

マミオン道路
(幹線道路) 

■幹線道路 ： 2008年11月 開通 
■鉄道   ： 南11km手前まで到達
■高速道路 ： 南16km手前まで到達 

ミッチェル 
フリーウェイ 
(高速道路) 

© OpenStreetMap contributors 
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