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＝ オール電化の超高層タワーマンション ＝

「ライオンズタワー大島」（東京都江東区）
・敷地の 20％を超える緑地に約
20％を超える緑地に約 3,800 本の植栽
・ゆとりの 100 ㎡超の永住型住戸を多数ご用意
プレミアムステージ(
プレミアムステージ(第１期)
第１期)・25 戸を 5 月 8 日（土）から発売！！
株式会社大京（本社：東京都渋谷区、社長：長谷川正治）は、東京都江東区大島８丁目において
建設中の、オール電化の超高層タワーマンション「ライオンズタワー（ＬＴ）大島」
オール電化の超高層タワーマンション「ライオンズタワー（ＬＴ）大島」
（地下１階・
地上 30 階建て、総戸 290 戸）を、5
・25
戸）を、5 月 8 日（土）よりプレミアムステージ（第１期）
・25 戸の登録
受付を開始、5
受付を開始、5 月 15 日（土）抽選のスケジュールで販売することといたしましたので、お知らせい
日（土）抽選のスケジュールで販売
たします。
「ＬＴ大島」は、都営新宿線の急行停車駅「大島」駅より徒歩９分に位置し、周辺には、広大な緑
地にスポーツ施設を併設した「大島小松川公園」
、春には桜が満開になる「仙台堀川公園」
、そして
雄大な「荒川」などが広がり、
「銀座」まで 13 分、
「新宿」まで直通 17 分の乗車という利便性の高
い立地ながら、緑と水に恵まれた環境に誕生します。
プレミアムステージ（第１期）の販売概要は、販売戸数 25 戸（総戸数 290 戸）
、間取りは３ＬＤ
Ｋ＋Ｎ（納戸）
・４ＬＤＫです。専有床面積は 95.53 ㎡〜158.21 ㎡､販売価格は 4,600 万円台〜9,900
万円台､最多価格帯は 5,400 万円台・6,200 万円台・6,300 万円台（各 3 戸）
、竣工は平成 16 年 9 月
の予定です。

■「ライオンズタワー大島」の主な特徴
１．豊かな植栽で「シティオアシス」を目指した超高層タワーマンション
敷地の 20％を超える緑地に、約 3,800 本もの植栽を施しました。
２．選び抜かれた土地品質
緑と水に恵まれた環境で、約 8,300 ㎡の広大な土地を再生させました。
３．安心で経済的な「オール電化マンション」（高層棟のみ）
割安な夜間電力を利用する、電気温水器やＩＨクッキングヒーターを設置しました。
４．ゆとりの 100 ㎡超の永住型住戸が 75 戸
21 タイプの豊富なバリエーションのうち、75 戸が 100 ㎡超のゆとりプランです。
５．
「住宅性能評価書」付きマンション
「設計」、
「建設」の２種類の「住宅性能評価書」を取得します。
６．永住にふさわしい充実した設備・仕様
スカイラウンジ(26 階)、フロントサービス、防災センターなどを備えました。
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■「ライオンズタワー大島」の特徴
１．豊かな植栽で「シティオアシス」を目指した超高層タワーマンション
緑と水に恵まれた周辺環境との融合を図り、数多くの樹木と草花に囲まれた＜シティオア
シス＞を目指しました。
敷地の 20％を超える緑地に、約 3,800 本もの植栽を施しています。
【敷地配置図】
・エントランス
シンボル樹は大きな
ヤマザクラ

・サクラのプロムナード
ソメイヨシノやオオシマザクラに四季の草花を調和
させ、約 130ｍに及ぶ敷地西側の遊歩道を演出
・グリーンサロン
コミュニケーションの場として、
パーゴラを設置

高層棟

低層棟

・学童クラブ（完成後、江東区に寄贈）

・ケヤキのプロムナード
エントランスのアプローチは、心
地よい木陰をつくるケヤキ並木

Ｎ

・屋上緑化
ヒートアイランド現象に配慮
し、駐車場の屋上部分を緑化

・シンボルガーデン
ナツミカン、ユズなど実のなる木に垣根を組み合
わせ、テーブルやスツールを設置

２．選び抜かれた土地品質
都営新宿線の急行停車駅「大島」駅より徒歩９分。周辺には、広大な緑地にスポーツ施設
を併設した「大島小松川公園」
、春には桜が満開になる「仙台堀川公園」
、そして雄大な「荒
川」などが広がり、
「銀座」まで 13 分、「新宿」まで直通 17 分の乗車という都心ながら、
緑と水に恵まれた環境で、小・中学校も徒歩５分圏内に位置しています。
また、
３方を道路で囲まれた 8,300 ㎡以上の広大な土地が、豊かな植栽や緑化を可能とし、
＜シティオアシス＞を実現させました。
建設会社の資材・建材置場であった土地を再生
従前の敷地は、長年、建設会社の独身寮や資材・建材置場として利用されていたところ
です。隣接する「ライオンズステージ大島ウエストアクエア」
（平成 13 年 4 月竣工、総
戸数 269 戸、分譲済）とともに、地域に明かりを灯し、緑と賑わいを与える役割を担い
ます。
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３．安心で経済的な「オール電化マンション」（高層棟のみ）
東京電力の技術協力により、家庭内のエネルギーを電気に一元化し、割安な夜間電力を活
用する「オール電化システム」を採用。
「事故の危険性が少ない」
「空気が汚れず、結露も
少ない」
、「家事が楽になる」など、安全性や経済性にも配慮した、快適な暮らしを実現し
ます。
□ＩＨクッキングヒーター
火を使わない安心設計ながら、高い熱効率と高火力で、ガスに負けないハイパワーで
す。結晶化ガラスのトッププレートは、吹きこぼしなどの汚れもひと吹きで手入れが
簡単なほか、燃焼がないために空気の汚れが少ない、効率よくエネルギーを使い、料
理時間も短縮される、など、多くの長所があります。
□電気温水器
割安な夜間の電力を利用してお湯を貯めるので、低コストであるうえ、災害時などの
際には、家庭の非常用水としても利用可能です。
□電気式床暖房
燃焼式ストーブ等による空気の汚れや、温風によるホコリの舞い上がりもなく、足元
からほどよく暖まるクリーンな床暖房システムです。
４．100 ㎡超のゆとりの永住型住戸が 75 戸
２ＬＤＫ(62.08 ㎡)〜４ＬＤＫ(201.34 ㎡)まで、21 タイプの豊富なバリエーション。全
住戸の約 26％（75 戸）が、専有床面積 100 ㎡超のゆとりあるプランで、最長約 22ｍのワ
イドスパンが、眺望、採光にも優れた開放感のある空間を生み出しています。
５．
「住宅性能評価書」付きマンション
「設計住宅性能評価書」
（取得済み）と、
「建設住宅性能評価書」
（取得予定）の、２つの「住
宅性能評価書」を取得する、基本性能の高いマンションです。
６．永住にふさわしい充実した設備・仕様
・26 階には、ゲストルームを兼ねたスカイラウンジ
・朝刊配達、クリーニング取次ぎなど、暮らしを便利にするフロントサービス（一部有料）
・防災センターを設け、24 時間 365 日の有人管理体制
・ＴＶモニター付きオートロックシステム、各住戸には防犯センサー
・敷地内とエレベーターの計 11 カ所に防犯カメラ
・エントランス、エレベーター、宅配ボックスなどの共用部用に非接触キーを導入
・災害時に威力を発揮する防災備蓄倉庫
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■プレミアムステージ（第１期）販売概要
・販 売 戸 数：25 戸
・間

取

り：3LDK+N（納戸）・4LDK

・専 有 床 面 積：95.53 ㎡〜158.21 ㎡
・販 売 価 格 帯：4,600 万円台〜9,900 万円台
・最 多 価 格 帯：5,400 万円台・6,200 万円台・6,300 万円台（各 3 戸）
・登 録 受 付 期 間：平成 16 年５月８日（土）〜５月 15 日（土）
・抽

選

日：平成 16 年５月 15 日（土）

■「ライオンズタワー大島」の物件概要
・所 在 地：東京都江東区大島８丁目 59―1(地番)
・交

通：都営新宿線「大島」駅より徒歩９分、同「東大島」駅より徒歩 10 分

・地域・地区：準工業地域、準防火地域、第３種高度地区
・建 ぺ い 率：60％
・容 積 率：300％（317.27％ 容積緩和）
・敷 地 面 積：8,341.14 ㎡（登記簿）
・建 築 面 積：2,853.61 ㎡
・建築延面積：32,680.67 ㎡（容積対象外面積 6,130.67 ㎡を含む）
・構造・規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地下１階・地上 30 階建て
・総 戸

数：290 戸（住戸 287 戸、集会室 1 戸、学童クラブ 1 戸、スカイラウンジ 1 戸）

・総販売戸数：287 戸
・専有床面積：62.08 ㎡〜201.34 ㎡
・間 取

り：２ＬＤＫ〜４ＬＤＫ

・駐車場台数：135 台（身障者優先契約区画１台を含む）
・管 理 形 態：区分所有者全員で管理組合を設立し、管理業務については、管理組合より管理
会社（大京管理株式会社）へ委託。管理員常駐方式
・竣 工

日：平成 16 年９月 14 日（予定）

・入居開始日：平成 16 年９月 17 日（予定）
・設計・監理：西松建設株式会社 一級建築士事務所
・施

工：西松建設株式会社

関東支店
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■「ライオンズタワー大島」の案内図と完成予想図

■株式会社大京の会社概要
・所 在 地：東京都渋谷区千駄ヶ谷４−２４−１３
・代 表 者：代表取締役社長 長谷川正治
・事業内容：マンション販売事業
以
この件に関するお問合せ先
株式会社大京 広報部（担当：伊奈・奥山）
０３−３４７５−３８０２
新聞等に掲載していただく場合の電話番号
０１２０−１１７４０６
http://www.daikyo.co.jp/
新聞等に掲載していただく場合のホームページ
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