


VISION

● すまいとくらしのベストパートナーとして、信頼と感動のNO.1ブランドをめざす
● 安全・安心なすまいとくらしを創造する
● 新たな環境価値を生み出し、未来社会に貢献する
● 絶えずビジネスの革新に取り組み、持続的な成長と高い収益性を実現する
● 多彩な活躍の場を提供する会社、常に感性を磨き、またチャレンジャーたる社員      

三井不動産レジデンシャル株式会社
代表取締役社長  

Toru Kamura

すまいとくらしの未来へ
CORPORATE STATEMENT

　三井不動産レジデンシャルは、三井不動産の「すまいづくり」や「街づくり」の精神を受け継ぎ、
今日の新築分譲住宅事業のスタンダードを築いてきた、すまいに関わる事業会社です。三井不動産
グループの総合力を有しながら、製販管一体のバリューチェーンを持つビジネスモデルが大きな強み
であり、お客様のニーズを用地取得や商品企画のみならず、ご入居後の提供サービスなどにも
スピーディーに反映することで、選ばれるすまいを提供し続けております。
　社会は、デジタルトランスフォーメーションの進展、グローバル化や女性の社会進出の加速、
働き方改革の推進、新型コロナウイルス感染症への対策をきっかけとした新たな生活様式への
変化などにより、ライフスタイルの多様化が進んでおります。また、同時に少子高齢化の進行に
よって本格的な人口減少を迎えようとしています。このような環境の中、当社はブランドコンセプト
として掲げた「Life-styl ing×経年優化」の下、お客様の多様なライフステージに応え続け、時の
深まりとともに潤うすまいとくらしを提供していくことを使命に事業を行っております。
　この使命のもと、これまで主力事業であった新築分譲住宅事業に加え、賃貸住宅や学生寮などの
賃貸住宅事業、シニアレジデンス事業を拡大させてまいりましたが、新たな将来の中核事業の
ひとつに成長させることを目指し、2021年4月よりマンション再生推進部を組織いたしました。これは、
高経年マンションのご所有者・ご入居者が求める多様なライフスタイルの実現に向けて、修繕・
改修・建替等の最適なソリューションを当社グループの専門的ノウハウに基づき提供していくための
取組みとなります。建替・敷地売却への対応はもちろんのこと、修繕・改修・リノベーションなど「再生」
全般にわたる事業領域を担ってまいります。
　さらに、アフターコロナを見据えた新しい生活様式から生まれるくらし方の変化にも対応し、社会全体の
コミュニケーション手法の変化や、多様化している価値観の変化を確実に捉えて、私たちが提供する
商品とのベストミックスを見つけてまいります。
　このように、今後も「Life-styling×経年優化」にお応えするための体制を整え、商品メニューの拡充や、
新たなビジネス領域の強化を図っていきます。
　また、私たちは10年、20年後も安全・安心で快適なすまいとくらしを提供することこそ真の価値ある
品質と捉え、ご契約以降の日々のくらしを豊かにするサポートサービス「三井のすまい LOOP」の拡充と
質的強化に注力するとともに、中央区晴海・江東区豊洲などの湾岸エリアにおける地域活性化プロ
ジェクト「WANGAN ACTION」など、コミュニティ形成支援についても積極的に取り組んでまいります。
　今後、コーポレートステートメントにある「すまいとくらしの未来へ」を実現するため、ビジネスを
革新する意識を持って行動することが必要になると考えておりますので、常に感性を磨き、ビジネス
革新に臨みたいと思います。
　引き続きグループ長期経営方針「VISION 2025」を実現すべく、三井不動産グループ住宅事業の
中核企業として、グループの総合力を発揮していくための仕組みや体制づくり、今後の社会では必須の
取組みとなるESG経営、特にカーボンニュートラルの推進に取り組んでいきます。そして、ライフスタイルの
変化をいち早くとらえ、お客様のニーズにお応えする「すまいとくらし」を創造し、皆様に満足と感動を
お届けする商品・サービスを提供できるよう尽力してまいります。
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三井不動産グループのESG経営
ESG MANAGEMENT

三井不動産レジデンシャルの主な取り組み

街づくりを通した
超スマート社会の実現

オープンイノベーションによる
新産業の創造

多様な人材が活躍できる
社会の実現

環境負荷の低減と
エネルギーの創出

健やか・安全・安心な
くらしの実現

コンプライアンス・ガバナンスの
継続的な向上

健やか・安全・安心なくらしの実現
安全・安心で快適なくらしのために、都市機能の向上と防災機能の強化を図る再開発事業の推進や、豊かなくらしを支え災害時共助の基盤となるコミュニティの
形成支援、地域活性化のためのエリアマネジメントなどに取り組んでいます。

街づくりを通じて、
「持続可能な社会」と「継続的な利益成長」を実現

VISION 2025

都市に豊かさと潤いをGROUP STATEMENT

重点的に取り組む6つの目標

これらの取り組みにより「Society 5.0」の実現、「SDGs」の達成に貢献いたします。

三井不動産グループでは、グループ・ステートメント「都市に豊かさと潤いを」にもとづき、

企業活動、街づくりを通して持続可能な社会の実現に貢献してきました。

グループのロゴマークである「　 」マークに象徴される 「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、

継続的な価値創造を実現するため、E（環境）、S（社会）、G（ガバナンス）を重要な経営課題と位置付け、

2018年5月に策定したグループ長期経営方針「VISION 2025」において、重点的に取り組むべき6つの目標を掲げました。

これらに取り組むことで街づくりを一層進化させ、「持続可能な社会」と「継続的な利益成長」の実現を目指します。

全住宅事業におけるブランドコンセプト「Life-styling×経年優化」のもと、ライフスタイル・ライフ
ステージの多様な変化に応える最適なソリューションを提供すること、そして、くらしまわりサー
ビスやコミュニティ醸成などくらしの潤いをサポートすることで、すまいとくらしを優化させることを
目指しています。すまいとくらし、ハードとソフト両面一体でご提供することで、10年、20年後も
安全・安心で快適なくらしをお届けし、住み続けられる街づくりの達成を目指しています。

防災機能を高める再開発事業
「パークコート赤坂檜町 ザ タワー（2018年1月竣工）」

コミュニティ形成支援
「居住者あいさつ会レジデンシャルグリーティング」

湾岸エリア活性化プロジェクト
「WANGAN ACTION」

環境負荷の低減とエネルギーの創出
サスティナブルな社会の実現に貢献するべく、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の推進や、HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）による使用電力の
見える化、所有施設における再生エネルギーの活用など、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを強化しています。

さいたま市初のZEH-M実証事業
「パークホームズ浦和常盤十丁目（2021年1月竣工）」

東海3県初となる国土交通省のサステナブル建築物
先導事業（省CO2先導型）
「パークホームズLaLa名古屋みなとアクルス（2020年
7月竣工）」

首都圏所有施設における再生可能エネルギーの活用
「（仮称）パークウェルステイト西麻布（2024年夏竣工
予定）」

多様な人材が活躍できる社会の実現
お客様の変化する働き方・暮らし方に応える商品・サービスを提供するとともに、価値創造を担う従業員の健康維持・増進、仕事と家庭の両立に向けた環境
整備等に取り組んでおり、「健康経営優良法人」「くるみん・プラチナくるみん」の認定を取得しています。

スポーツを通じて健康増進を図る
「ザ・コーポレートゲームズ東京」の共同主催

「健康経営優良法人2021」「くるみん・プラチナくるみん」
の認定を取得

子供たちへ環境の大切さを伝える
「＆EARTH教室 すまいのエコチャレンジ」
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住まう方々の幸せを提案する、
東京湾岸エリア活性化プロジェクト
「WANGAN ACTION」

日本最大級の都市型マルシェ
「太陽のマルシェ」

マルチスポーツフェスティバル
「ザ・コーポレートゲームズ東京」

音楽とフットボールによるコミュニケーションの創造
「MIFA Football Park」

アスリート監修によるスポーツプログラム
「WANGAN ACTIONスポーツアカデミー」

※「WANGAN ACTION」で実施しているイベント、施設は期間限定のため、将来に渡って存続するものではございません。予めご了承ください。

都心の湾岸で開発の進む、都心最大級の次世代シティ東京湾岸エリアの街づくり この街の歩みは、「世界の未来像」につながっている柏の葉スマートシティ

「世界の未来像をつくる街」を目指す「柏の葉国際キャンパスタウン構想」のもと、
自治体と企業･市民、大学が連携した街づくりを実践。
三井不動産グループは、新しい街の中心となる駅前大規模複合開発をはじめ、
ハードとソフトの両面から次世代環境都市の実現に取り組んでいます。
深刻化する環境・エネルギー問題の解決策の多角的な追求や、
様々なコミュニティの支援など、
すべての人にオープンな解決のステージづくりをはじめています。

近年急速な発展を遂げる東京都中央区・江東区を中心とした湾岸エリア。
三井不動産レジデンシャルは、1999年のセンチュリーパークタワーをはじめとし、
都心にありながら親水性を享受できるウォーターフロントならではの街づくりを進めてきました。
マンションというハード面だけでなく、「住んだ人の幸せを提案していく」という想いのもと、
湾岸エリアの活性化を目的としたプロジェクト「WANGAN ACTION」を発足し、
地域の愛着を育み、街の新たな魅力づくりを行うことで、
ずっと住み続けたくなる街へと、湾岸エリア全体の価値づくりを実現します。

未来を「開き」、健やかに「発展する」街づくり

「環境共生」「健康長寿」「新産業創造」の
3つの街づくりをテーマに、
「世界の未来像」を具現化

地域のエネルギー運用とともに災害時のエネルギー
情報を管理する拠点
「柏の葉スマートセンター」

健康に係る幅広いサービスを提供し、地域の健康を
見守る総合健康施設
「街のすこやかステーション」

国・地域・分野の垣根を越えて多彩な人々が集まる
イノベーション拠点
「KOIL（柏の葉オープンイノベーションラボ）」 1
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DEVELOPMENT

柏の葉スマートシティにおける住宅事業事例

「パークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲート
タワー ウエスト」は、“子育て世代応援型”の
大規模賃貸マンションです。建物内・敷地内
には保育園や学童保育施設のほか、小児科
クリニックや病児・病後児童保育施設等が
入居。共働きでも安心して子育てができる
環境を整備し、仕事と家庭を両立したい
子育て世帯が直面する社会的な課題に
対する解決策を目指しました。

共働きが進む社会で、安心して子育てができる街を目指して

パークシティ柏の葉キャンパス 一番街
千葉県柏市／2009年1月竣工／977戸

パークシティ柏の葉キャンパス 二番街
千葉県柏市／2012年11月竣工／890戸

東京湾岸エリアにおける住宅事業事例

第16回目となる「WANGAN ACTIONスポー
ツアカデミー」では、新型コロナウイルスの
影響により身体を動かす機会やスポーツに
触れ合う機会が減少した子ども達に向けて、
ダンススポーツの“ブレイキン教室”をオンライン
形式で開催。自由にカラダを動かすことの
楽しさを体感し、人それぞれの個性・表現を
認め合い、自分らしさを発信する大切さを
学んでもらう取り組みを行いました。

「WANGAN ACTIONスポーツアカデミー」をオンライン形式で開催

アーバンドック パークシティ豊洲
東京都江東区／2008年2月竣工／1,481戸

SKYZ TOWER & GARDEN
東京都江東区／2014年9月竣工／1,110戸 子どもを見守りながら仕事ができる「チコル☆パーク」
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シニアレジデンス事業

人生100年時代において、ますます多様化するシニアのライフスタイルにお応えするため、三井不動産グループのノウハウを結集し、
シニアの方々に上質なすまいと自由で豊かなくらしを提供。専門スタッフによるサービスやアクティビティ、多彩な共用施設や介護・医療環境の充実等、
年齢を重ねてからも、より自分らしく生活するための新しいすまいのカタチを実現します。

自由で豊かなくらしを支える「シニアのためのサービスレジデンス」を展開

1

2 3

1. パークウェルステイト鴨川　千葉県鴨川市／2021年7月竣工予定／一般居室409室・介護居室64室予定
自然豊かな鴨川に誕生するタワーレジデンス。標高約46ｍの高台に建ち、居室や共用施設からは海・空・緑の圧倒的な眺望が望めます。
自然環境を活かしたアクティビティプランも用意。また、亀田グループとのパートナーシップによる手厚い医療支援体制を整えます。

2. パークウェルステイト浜田山　東京都杉並区／2019年2月竣工／一般住戸62戸・介護用住戸8戸
パークウェルステイト第１号レジデンス。「市中の山居」をデザインコンセプトとして、敷地中央には約1,100本の樹木を植栽したプライベート
ガーデン「彩の庭」を配し、ダイニング「季響」では壮麗な滝の流れを眺めながら栄養バランスの良いお食事を愉しむことができます。

3. (仮称)パークウェルステイト西麻布計画　東京都港区／2024年夏竣工予定／一般居室361室・介護居室60室予定
パークウェルステイトシリーズ初の都心立地レジデンス。品格あるデザインや約2,200㎡のプライベートガーデンに加え、帝国ホテルによる
レストランサービスや慶応義塾大学病院と連携したクリニックの開設等、クオリティの高い空間とサービスを提供します。

シニアレジデンス事業  実績

従前

販売受託事業

海外事業

都心部を中心にマンションの販売受託事業を展開。
三井不動産グループの総合力を活かし、豊富な実績による情報力、企画力でトータルにサポート。
分譲事業の用地取得から販売までを強力にバックアップします。

グループの総合力で商品企画から販売までをトータルにサポート

販売受託事業 実績
1. サンウッドウエリス品川御殿山 ［株式会社サンウッド／エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社／三信住建株式会社］ 東京都品川区／2022年5月竣工予定／25戸
京急本線「北品川」駅徒歩11分、JR山手線「大崎」駅徒歩13分。山手線内側の第一種低層住居専用地域に位置し、多くの財界人や
文化人が居を構えた地として知られる高台邸宅地・御殿山に誕生する低層レジデンスです。

2. アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 ［ミサワホーム株式会社／トヨタホーム株式会社］ 東京都千代田区／2021年2月竣工／99戸
東京メトロ「飯田橋」駅徒歩2分。JR中央・総武線「飯田橋」駅徒歩3分。千代田区外濠の内側、皇居の緑を望むポジションに誕生する、
ミサワホーム・トヨタホーム2社によるハウスメーカーの思想とデザインを具現化した免震タワーマンションです。

1 2

経済大国として発展を遂げた中国、および東南アジアで高まる良質で高付加価値な住宅へのニーズ。
これらのニーズに対して、三井不動産グループでは日本国内で培ってきたノウハウを活かし、積極的に事業を展開。
中国や東南アジアの主要都市においては、有力な当地デベロッパーとアライアンスを組み、事業推進を図っています。

国内で培ってきたノウハウを活かしアジアでも積極的に展開

海外事業 実績
1. Ashton Asoke Rama9　タイ バンコク／2020年9月竣工／593戸
タイ・バンコクにおいて、当地デベロッパー「アナンダ社」とアライアンスを組み、開発を推進。プール・ジム・ライブラリー等の共用施設、建物
基壇部に商業区画を設けることで、高い居住性能と生活利便性を実現しています。

2. 好世鳳翔苑　中国 上海市／2017年12月竣工／1,480戸
上海市にて実施している1,480戸の大規模住宅開発。外断熱工法、断熱防音サッシュを採用する等、環境に配慮した省エネ住宅とした
うえで、重厚感のある外・内装を採用。さらに、緑量豊かなランドスケープも実現しました。
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