
女性 マンション 検索
TEL:03-3718-7017　　　　　　　　   　　が利用できる

研究会会員ご紹介状の発行（モデルルーム特別見学会）のご予約はお電話またはWEBで♪

ご見学時に「研究会会員ご紹介状」と一緒に必ずこのハガキをお持ちください。

ご契約者様
研究会 会員特典

ご契約者様
研究会 会員特典

※会員購入特典は、事前に研究会を通し
てご見学お申込をいただき「会員ご紹介
状」発行の上、契約された方に不動産会
社から進呈されます。

丸井錦糸町店
徒歩12分（約890m）

アルカキット錦糸町
徒歩14分（約1,100m）

オオゼキ菊川店
徒歩4分（約320m）

肉のハナマサ 住吉店
徒歩5分（約380m）

墨東病院
徒歩14分（約1,100m）

あそか病院
徒歩6分（約430m）

L O C AT I O N

■［ブランシエラ東京住吉］物件概要　●所在地／東京都墨田区立川4丁目20番8（地番）●交通／都営新宿線「菊川」駅徒歩７分、東京メトロ半蔵門線・都営新宿線「住吉」駅徒歩10分、JR総武線・JR総武快速線・東京メトロ半蔵門
線「錦糸町」駅徒歩12分●地域･地区／防火地域、22ｍ高度地区●建ぺい率／60%●容積率／300％●地目／宅地●総戸数／29戸（事業協力者住戸5戸・管理事務室1戸含む）●敷地面積／428.38m2（実測）●建築面積／
299.76m2●延床面積／1750.83m2●構造・規模／鉄筋コンクリート造地上7階建●建築確認番号／第UHEC建確28352号（平成28年10月19日）●売主／株式会社 長谷工不動産ホールディングス 国土交通大臣（15）第212号 （一
社）全国住宅産業協会会員、（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0014東京都港区芝2-31-19●売主・ 販売提携（代理）／株式会社 ジョイント・コーポレーション 国土交通大臣（5）第5600号 （一社）全国住宅産業協会会
員、（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0014東京都港区芝2-31-19●設計・監理／株式会社 坂詰圀雄建築設計事務所、株式会社 長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部●施工／奈良建設 株式会社●管理
会社／株式会社 長谷工スマイルコミュニティ●管理形態／管理組合結成後、管理会社に委託（日勤）●分譲後の権利形態／＜敷地＞専有面積割合による所有権の共有＜建物＞専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合
による所有権の共有●建物竣工／平成28年11月(竣工済)●入居時期／販売開始後即入居可（諸手続終了後）　■先着順販売概要　●販売戸数／7戸●間取り／1LDK・2LDK●専有面積／33.75㎡～50.19㎡●バルコニー面積／
4.76㎡～11.53㎡●販売価格／3228万円～4498万円●最多価格帯／3400万円台(3戸)●管理費(月額)／11400円～16900円●修繕積立金(月額)／4090円～6080円●修繕積立基金(引渡時一括)／362000円～538000円●管理
準備金(引渡時一括)／16900円～25100円●インターネット+プロバイダー使用料(月額)／2420円●フレッツテレビ利用料(月額)／550円●広告有効期限／平成30年4月末日※上記物件概要は平成30年4月5日現在のものです。
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※各駅への所要時間は日中平常時のものであり、時間帯により異なります。また、乗り換え・待ち時間は含まれておりません 
*1：通勤時は10分（都営新宿線利用） *2：通勤時は20分（都営新宿線利用）。

東京メトロ半蔵門線・都営新宿線

「住吉」駅より
JR総武本線・JR総武快速線・東京メトロ半蔵門線

「錦糸町」駅より

「日本橋」駅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
都営新宿線利用、「馬喰横山」駅から徒歩にて「東日本橋」駅に連絡
都営浅草線エアポート快特・羽田空港国内線ターミナル行乗換え

8分 「秋葉原」駅・・・・・・・・・・・・・
JR総武本線利用

直通6分「神保町」駅・・・・・・・・・・・・・・・・・・
都営新宿線利用、「森下」駅にて急行乗換え

6分 *1

「大手町」駅・・・・・・・・・・・
東京メトロ半蔵門線利用

直通10分 「東　京」駅・・・・・・・・・・・・・
JR総武快速線利用

直通7分「新　宿」駅・・・・・・・・・・・・・・・・
都営新宿線利用、「森下」駅にて急行乗換え

14分 *2

都 営 新 宿 線

「菊川」駅より

A C C E S S

3駅4路線を操る、
縦横無尽の都心アクセス

現地周辺には、身近なスーパーやコンビニはもちろん、医療施設や文
化施設など、暮らしを彩る多彩な施設が充実。清々しい河川や青々とし
た公園も身近にあり、心地よい住環境を形成しています。

ペット同居可能
家族の一員として、人にやすらぎ
をもたらすペットの役割が注目さ
れています。管理規約等に準じて、
住戸内でペットとの同居が可能と
なっています。

高効率熱源機
エコジョーズ（24号タイプ）
従来型と比較し排気熱・潜熱回
収システムの導入により、給湯
熱効率が15％アップ※。
※同社従来品との比較

マルチメディアコンセント
電源・電話回線・テレビ端子・イン
ターネット端子が一体化されたマ
ルチメディアコンセントを設置し
ました。

24時間ゴミ出し可能
燃えるゴミ・燃えないゴミを曜日や
時間を気にせず、いつでも捨てられ
るので快適で清潔です。※管理規
約に準ずる

（24号タイプ）プ）

約に準ずる約に準ずる

ドアキャッチャー
かがむことなく、ワンタッチでド
アを固定・解除。押し込む動作
だけで操作が可能です。
※リビング・ダイニング開き扉
のみ

24時間ゴミ人感センサー付玄関照明
玄関ホールには、暗闇の中で照明
のスイッチを探す手間が省ける人
感センサーを設置しました。

Amenity

24hOK!

image photo

宅配ロッカー・
ウォールスルーメールボックス
エントランスには宅配ロッカーを
ご用意。宅配便や小包など、留守
の時にも荷物を受け取ることがで
きます。また、オートロックドアの
外に出なくても郵便物等が取り出
せるウォールスルータイプのメー
ルボックスを採用しています。

スカパー！プレミアム光

各住戸まで直接光ファイバーをつなげた
高品質なブロードバンド環境「オール光」
を導入しました。
※任意加入のオプションサービスは、お
客様の個別契約となります。

NTT東日本の「フレッツ光」

image photoimage photo

BS・CS対応

高 効 率 熱 源 機

参考写真

国土交通大臣指定の第三者機関より、
2つの「住宅性能評価」を取得

国土交通大臣指定の第三者機関より、
「設計住宅性能評価」及び「建設住宅性
能評価」を取得。建設住宅性能評価取得
物件は、建築後に住宅に関するトラブル
が起きても、指定住宅紛争処理機関に
おいて安価で弁護士、建築士などの専門
家による紛争処理を受けられます。

複層ガラス
外部に面する開口部には、断熱性に
優れ、結露の発生を抑止する複層ガ
ラスを採用しています。
※一部除く

溶接閉鎖形帯筋
建物を支える主要な柱には帯筋として溶
接閉鎖型のフープ筋を採用。主筋をしっ
かりと束ね、主筋の折れ曲がりや柱の崩
壊を防ぎます。

地質調査（地盤）
敷地の支持基盤は、地表面から約33mの砂礫層または細砂層となっています。この層に対し、安定した「拡底アースドリル工法」
により支持杭を合計15本打ち込んでいます。この工法は、建築現場にて特殊ドリル（アースドリル）を使い、支持地盤まで堀削し
たのち、支持層内で先端支持部分の杭径を拡げたもので、より安定的な基礎とすることができます。

Structure

Security

マルチメディマルチメディアコンセントアコンセント
電源・電話回線・テレビ端子・インテレビ端子・イン電源・電話回線・電源・電話回線・テレビ端子・インテレビ端子・イン
ターネット端子が一体化されたマ一体化されたマ
ルチメディアコンセントを設置しセントを設置し
ました。

アコンセントアコンセント

AmenityAmenityy

鎌デッド錠
バールこじ開けなどの破壊行
為に対抗して、防犯性能を発揮
します。

防犯センサー
2階住戸の窓（FIX窓は除く）に
は防犯センサーを装備しまし
た。

防犯カメラ
エントランスやエレベーター
内の共用部に、常時監視・記
録する防犯カメラを設置し
ました。

ノンタッチキーシステム
オートロックキーは電磁誘導波
によってオートロックを解除
するノンタッチキーシステム
を採用。集合玄関と自転車
置場入口にある受信器
にキーをかざすだけで
解錠が可能です。

リバーシブルシリンダーキー
玄関錠は複製が極めて困難で、ピッキン
グ対策に有効なディンプルキータイプの
「P Rシリンダー」を採用。バール攻撃に
対して高い防犯性能を発揮する鎌デッ
ドボルトを装備し、防犯効果をより一層
高めています。キーの差し込む向きがフ
リーなので、鍵の開閉がスムースです。

防犯サムターン
スイッチ付きサムターンで、外
部からの不正操作に対抗しま
す。

カラーモニター付き
インターホン
住戸内から来訪者をカラー
映像と音声で確認できます。

ノンタッチキーシステム

ダブルロック
上下2カ所に鍵穴のある
プッシュプルハンドルを
採用しました。

概念図

室外側ガラス

乾燥中空層

室内側ガラス

スペーサー

吸湿剤

シール材

レベーター
時監視・記
を設置し

参考写真 参考写真

24時間・365日暮らしを見守る
オンライン総合監視システム

取得済

性能評価
建　設

取得済

防犯センサー 防犯サムター防犯サムター

参考写真

概念図

■従来型 ■溶接閉鎖形フープ

約33ｍ

地表面

概念図概念図

1.9ｍ

吊り戸棚 三面鏡裏収納吊り戸棚吊り戸棚

浴室暖房乾燥機

88-77001177

コンロ下キャビネット引出し浄水器一体型シャワー水栓

エコフルシャワー

三面鏡裏収納三面鏡裏収納三面鏡裏収納三面鏡裏収納三面鏡裏収納三面鏡裏収納

コンロ下キャビネット引出しコンロ下キャコンロ下キャシャワー水栓シャワー水栓

脱臭機能付トイレ脱臭機能付トイレイレ脱臭機能付ト

トイレキャビネット

POWDER ROOM BATHROOM

浄水器一体型シャワー水栓 コンロ下キャシャワー水栓シャワー水栓

STORAGE
すべての住戸には、オール
シーズンの衣類をまとめて
整理できるウォークインク
ロゼットを標準で設置。さ
らに、シューズインクロゼッ
トや納戸など、住まいに応
じてバリエーション豊かな
収納スペースを提案してい
ます。

バリエーションと収納量の
豊かな収納スペース

ウォークインクロゼットウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼウォークインクロゼット

KITCHEN

衛生的かつ機能的であることを尊重した水回りスペース

納戸

シューズインクロゼットウォークインクロゼット

洋室
（約4.5畳）

バルコニー

バルコニー

リビング・ダイニング・キッチン
（約11.7畳）

洗面室

浴室
（1317）
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FIX

各住戸や共用部からの異常信号にALSOK
ガードセンターが常時対応。関係機関への
通報、現場急行など、状況により迅速的確
に対処し、24時間体制で住まう方を見守り
ます。

多彩なチャンネルがお愉しみ頂ける「スカパー！」に対応しています。
※オプションチャンネルのご利用には別途お申し込み及び月額料金が
必要となります。

世界のスポーツ中継やニュースなど多彩
な番組が愉しめるBS・CS（スカパー！）が
視聴可能です。
※別途費用等が必要となります。

浴室暖房乾燥機浴室暖房乾燥機機

エコフルシャワー


