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※表紙に掲載の外観完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたものに人物等をCG合成したもので、実際とは多少異なります。また、形状の細部および設備機器等については省略しております。（※1）表紙に掲載の外観完成予想図のう
ち、左側の建物は「住友不動産三田ツインビル西館」であり本物件ではありません。※本パンフレットの内容は、2021年8月現在の設計計画案を基に作成したもので、面積等の情報が竣工時に異なる場合があります。また日本語と英語に差異
があった場合は、日本語を優先します。
*The rendering of the completed exterior on the cover is a CG composite of planning-stage drawings, people, etc. and may vary from the actual appearance. Certain details of the shape, fixtures, etc. have been omitted. 1 In 
the rendering of the completed exterior on the cover, the building on the left is Sumitomo Fudosan Mita Twin West Building, not this building. *This pamphlet was prepared based on design plans in draft as of August 2021. 
Details such as floor area may differ at the time of completion. In the event of discrepancies between the Japanese and English text, the Japanese shall take precedence. *For inquiries from overseas, please use the e-mail 
address provided above. Please note that our response may be delayed due to the time difference.
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TOKYO
MITA
［仮称］ 東京三田再開発プロジェクト オフィスタワー

RE DEVELOPMENT PROJECT
OFFICE TOWER

※掲載の外観完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたものに人物等をCG合成したもので、実際とは多少異なります。また、形状の細部および設備機器等については省略しております。
*The rendering of the completed exterior on the cover is based on planning-stage drawings and may vary from the actual appearance. Certain details of the shape, fixtures, etc. have been omitted. 01 02
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※掲載の全体敷地配置完成予想図は、三田4丁目付近上空から現地付近を撮影(2019年8月)したものに、計画段階の図面を基に描き起こした完成予想CGを合成・加工したもので、色・形状等は実際とは異なります。また、形状の細部および設備機器等については省略しております。 尚、イラストをわかりやすくするために、床や壁等の色を実際と変えています。あらかじめご了承ください。※周辺環境等は将来変わる場合があります。※掲載のその他の各完成予想図は、計画段階の図面を基に描き起こし
たもので、色・形状等は実際とは異なります。※掲載の全体配置概念図は計画段階の図面を基に描き起こしたものであり、実際とは異なります。※敷地内の樹木等はある程度生育した後をイメージして描いたものです。※距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分数表示については80ｍを1分として算出し、端数を切り上げたものです。※掲載の面積等は2021年8月時点の設計計画案を基に作成したもので、竣工時に異なる場合があります。

住友不動産

三田ツインビル西館

敷地面積 ： 4,599.99坪（15,206.20㎡）
延床面積 ： 29,797.97坪（98,503.15㎡）
規　　模 ： 地上43階（地下2階）
高　　さ ： 約176m
竣　　工 ： 2006年9月

Site area : Approx. 15,206.20 m2 (163,664.33 ft2 )
Gross floor area : 98,503.15 m2

                               (1,060,189.40 ft2 )
No. of floors : 43 above ground (2 below)
Height : Approx. 176 m (577.28 ft)
Completion : September 2006

2

歩道拡幅 完成予想図
Rendering of completed sidewalk

芝桜整備イメージ（写真は三田ツインビル西館）
Rendering of completed sidewalk

住宅棟1
規　　模 ： 地上9階（地下1階）
高　　さ ： 約36m
着　　工 ： 未定
RESIDENCE 1
No. of floors: 9 above ground (1 below)
Height: Approx. 36 m (118.08 ft)
Completion: TBD

住宅棟2
規　　模 ： 地上4階（地下2階）
高　　さ ： 約13m
着　　工 ： 未定
RESIDENCE 2
No. of floors: 4 above ground (2 below)
Height: Approx. 13 m (42.64 ft)
Completion: TBD

聖坂 Hijirizaka St.

オフィスタワー（複合棟）

敷地面積 ： 5,799.16坪（19,170.29㎡）
延床面積 ： 60,413.80坪（199,709.90㎡）
規　　模 ： 地上42階（地下4階）
高　　さ ： 約210m
着　　工 ： 2020年初旬
竣　　工 ： 2023年初旬（予定）

Site area : 19,170.29 m2 (206,326.83 ft2 )
Gross floor area : Approx. 199,709.90 m2 (2,149,477.65 ft2 )
No. of floors : 42 above ground (4 below)
Height : Approx. 210 m (688.80 ft)
Construction : Early 2020
Completion : Early 2023 (planned)

（仮称）東京三田再開発プロジェクト

TOKYO MITA RE-DEVELOPMENT PROJECT OFFICE TOWER (COMPLEX TOWER)
SUMITOMO FUDOSAN MITA TWIN WEST BUILDING

03-04
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エリアを変貌させる大規模面開発
A large-scale redevelopment transforming the area

住宅棟2
RESIDENCE 2住宅棟1

RESIDENCE 1

オフィスタワー
（複合棟）
OFFICE TOWER

(complex)

（仮称）東京三田再開発プロジェクト
TOKYO MITA RE-DEVELOPMENT PROJECT OFFICE TOWER

1

住友不動産 三田ツインビル西館
SUMITOMO FUDOSAN MITA TWIN WEST BUILDING

2

3-min walk from Mita Sta. 
on Toei Asakusa Line and Mita Line

A I

徒歩3分（約240m）

「三田」駅
都営浅草線・三田線
MITA STA.

A2

5-min walk from Tamachi Sta. 
on JR Yamanote Line and Keihin-Tohoku Line

JY JK

徒歩5分（約380m）

「田町」駅 
JR山手線・京浜東北線
TAMACHI STA. Mita exit

全体配置概念図
Concept drawing of entire site

斜面緑地 完成予想図
Rendering of completed green slope

*The rendering of the entire completed site is a CG composite of a photograph taken from above 4-chome Mita (August 2019) and planning-stage drawings with added color,  shapes, etc., and may vary from the actual appearance. Certain details of the shape, fixtures, etc. have been omitted.  Please note that colors   such as the walls and floors have been changed to make the illustration clearer.*The concept drawings are based on planning-stage drawings. Colors, shapes, etc. may vary from the actual appearance. *The foliage is an illustration of trees being grown on the premises. 
*The surroundings, view, etc. are subject to change. *Walking times are based on map distances, calculated assuming a pace of 80 meters per minute and rounding up to the minute. *The areas and other dimensions are based on design plans in draft as of August 2021 and may differ at the time of completion. *The   dimentions are besed on design plan in draft as of July 2021 and may differ ot the time of completion.

デッキ等完成予想図   Rendering of completed deck, etc.

公園・広場等 完成予想図
Rendering of completed park, plaza, etc.

聖坂
Hijirizaka St.

第一京浜

三田
通り
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15
Route 15 

*Not this property

※本物件ではありません。

13,600坪
Total site area ( 1 + 2 ) : Approx. 45,270 m² (487,240 ft²) 

1  +  2  全体敷地面積 約  

（仮称）東京三田再開発プロジェクト
 TOKYO MITA RE-DEVELOPMENT PROJECT1

※当該オフィスタワー（複合棟）に隣接するデッキ・住宅棟1・住宅棟2・広場・教育施設の完成予定時期は未定であり、オフィスタ
ワー（複合棟）竣工時には完成しておりません。あらかじめご了承ください。
*Please note that the completion dates of the residential buildings 1 and 2, plaza and educational facility next to the office tower (complex) are undecided, so they will 
not be completed at the same time as the office tower (complex).
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JR「田町」駅
 JR Tamachi Station

札の辻交差点
Fudanotsuji Intersection
札の辻交差点

Fudanotsuji Intersection

住友不動産

三田ツインビル西館

住友不動産

三田ビル

（仮称）東京三田再開発プロジェクト

オフィスタワー（複合棟）

05-0605-06



TOWERTOWER
超高層オフィスタワー

Super high-rise office tower

36,405.05坪

※掲載の外観完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたものに人物・車等をCG合成したもので、実際とは多少異なります。また、形状の細部および設備機器等については省略し
ております。※敷地内の樹木等はある程度生育した後をイメージして描いたものです。※一部敷地外（道路・周辺建物等）を合わせて着彩しています。なお、周辺の建物は2020年7月時点の
都市データを基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。また周辺環境は将来変わる場合があります。※掲載のフロア・EV概念図はイメージであり、実際とは異なります。※掲載
の面積は、2021年8月現在の設計計画案を基に表記したもので、竣工時に変更となる場合があります。※1. 3基中1基のみ停止。※2. 2基中1基のみ停止。
*The rendering of the completed exterior is a CG composite of a drawing based on planning-stage drawings and people, vehicles, etc., and may vary somewhat from the actual appearance. Certain details of the 
shape, fixtures, etc. have been omitted. *The foliage is an illustration of trees being grown on the premises. *Some off-site elements (roads, buildings, etc.) have been included. Nearby buildings were drawn 
according to city data current as of June 2021 and may vary from the actual appearance. The surroundings are subject to change. *The floor/elevator concept drawing is an illustration and may vary from the actual 
appearance. *The areas and other dimensions are based on design plans in draft as of August 2021 and may differ at the time of completion. 1. One of two elevators stops.

※掲載の外観完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたものに人物・車等をCG合成したもので、実際とは多少異なります。また、形状の細部および設備機器等については省略し
ております。※敷地内の樹木等はある程度生育した後をイメージして描いたものです。※一部敷地外（道路・周辺建物等）を合わせて着彩しています。なお、周辺の建物は2020年7月時点の
都市データを基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。また周辺環境は将来変わる場合があります。※掲載のフロア・EV概念図はイメージであり、実際とは異なります。※掲載
の面積は、2021年8月現在の設計計画案を基に表記したもので、竣工時に変更となる場合があります。※1. 3基中1基のみ停止。※2. 2基中1基のみ停止。
*The rendering of the completed exterior is a CG composite of a drawing based on planning-stage drawings and people, vehicles, etc., and may vary somewhat from the actual appearance. Certain details of the 
shape, fixtures, etc. have been omitted. *The foliage is an illustration of trees being grown on the premises. *Some off-site elements (roads, buildings, etc.) have been included. Nearby buildings were drawn 
according to city data current as of June 2021 and may vary from the actual appearance. The surroundings are subject to change. *The floor/elevator concept drawing is an illustration and may vary from the actual 
appearance. *The areas and other dimensions are based on design plans in draft as of August 2021 and may differ at the time of completion. 1. One of two elevators stops.
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490.94坪  1,622.93 m2 / 17,467.59 ft2

842.77坪  2,785.96 m2 / 29,985.28 ft2
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889.26坪  2,939.64 m2 / 31,639.34 ft2
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876.84坪  2,898.58 m2 / 31,197.41 ft2

826.16坪  2,731.05 m2 / 29,394.29 ft2

1,198.39坪  3,961.55 m2 / 42,638.16 ft2

1,201.64坪  3,972.27 m2 / 42,753.54 ft2

1,202.08坪  3,973.74 m2 / 42,769.36 ft2

1,203.68坪  3,979.02 m2 / 42,826.19 ft2
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287.91坪       951.75 m2 / 10,243.68 ft2

総貸室面積 

JY JK

A I 「三田」駅
To Mita Sta.

「田町」駅
 To Tamachi Sta.

120,344.18m2    1,295,264.26ft2
Gross leasable area

フロア・EV概念図
Floor/elevator concept drawing

4,448.80坪 
14,706.40 m2 / 158,284.98 ft2

4,436.61坪 
14,666.13 m2 / 157,851.55 ft2

4,737.51坪 
15,660.80 m2 / 168,557.19 ft2

3,394.12坪 
11,219.95 m2 / 120,760.32 ft2

3,507.37坪 
11,594.32 m2 / 124,789.66 ft2

4,269.15坪 
14,112.54 m2 / 151,893.26 ft2

4,103.04坪 
13,563.45 m2 / 145,983.41 ft2

4,813.14坪 
15,910.80 m2 / 171,247.94 ft2

2,695.28坪 
8,909.79 m2 / 95,896.06 ft2

外観完成予想図
 Completion rendering

天井高

9.5m
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ENTRANCEENTRANCE
高さ9.5m×全長60m超の巨大迎賓空間
A massive entrance over 9.5 m high and 60 m long

※掲載のエントランスホール完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたものに人物等をCG合成したもので、実際とは多少異なります。また、形状の細部および設備機器等については省略しております。
※敷地内の樹木等はある程度生育した後をイメージして描いたものです。
*The rendering of the completed exterior is a CG composite of a drawing based on planning-stage drawings and people, vehicles, etc., and may vary somewhat from the actual appearance. Certain details of the shape, fixtures, etc. have been omitted. 

※掲載のエントランスホール完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたものに人物等をCG合成したもので、実際とは多少異なります。また、形状の細部および設備機器等については省略しております。
※敷地内の樹木等はある程度生育した後をイメージして描いたものです。
*The rendering of the completed exterior is a CG composite of a drawing based on planning-stage drawings and people, vehicles, etc., and may vary somewhat from the actual appearance. Certain details of the shape, fixtures, etc. have been omitted. 

エントランスホール完成予想図
 Completion rendering
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AMAZINGAMAZING
ビジネスに品格を添える「桜景」

A cherry blossom view that adds a touch of beauty to your business

※掲載のエントランス完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたものに人物等をCG合成したもので、実際とは多少異なります。また、形状の細部および設備機器等については省略しております。
※敷地内の樹木等はある程度生育した後をイメージして描いたものです。 ※掲載の参考写真は、既に竣工済の三田ツインビル西館の写真であり、本物件のものではありません。
※掲載のエントランス完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたものに人物等をCG合成したもので、実際とは多少異なります。また、形状の細部および設備機器等については省略しております。
※敷地内の樹木等はある程度生育した後をイメージして描いたものです。 ※掲載の参考写真は、既に竣工済の三田ツインビル西館の写真であり、本物件のものではありません。

エントランスホール完成予想図
 Completion rendering

*The rendering of the completed exterior is a CG composite of a drawing based on planning-stage drawings and people, vehicles, etc., and may vary somewhat from the actual appearance. Certain details of the shape, fixtures, etc. have been omitted.
*The example photographs are from the already-completed Mita Twin Building West, not this property. 

参考写真  Example参考写真  Example

参考写真  Example参考写真  Example

参考写真  Example参考写真  Example
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SERVICE
CENTER
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プロムナードデッキ
 PROMENADE DECK
プロムナードデッキ
 PROMENADE DECK

スクランブルデッキ
SCRAMBLE DECK

スクランブルデッキ
SCRAMBLE DECK

BASE FLOOR

4F 

MITA Sta.3min
TAMACHI Sta.5min

ENTRANCE

1F 

SKY LOBBY

27F 

UPPER FLOOR

42F 
1Fへ

聖坂方面
To Hijirizaka
聖坂方面
To Hijirizaka

SHOP

B1

SHOP
& HALL

B2

PARKING

B3

Dedicated elevator set to not stop

札の辻
Fudanotsuji

（仮称）東京三田再開発プロジェクト
 TOKYO MITA RE-DEVELOPMENT PROJECT OFFICE TOWER

至 田町
To Tamachi

至 麻布十番
To Azabu-Juban

車動線概念図
Concept drawing of surrounding roads

フロア3D概念図
Concept drawing of surrounding roads

至 品川
To Shinagawa

至 芝浦
To Shibaura

IN
IN

OUT

15ROUTE
15

4 貸室扉セキュリティ

4 専用オフィス出入口

2 EV不停止設定

シャトルEV （75人乗）

1 専用車寄せ

2 専用EV

3 専用EV不停止設定

1 セキュリティゲート

1 セキュリティゲート

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

SHOP（Image） SHOP（Image）

イベントホール（参考写真）
Event hall (Example)

イベントホール（参考写真）
Event hall (Example)

車寄せ（参考写真）
Underground porte-cochere (Example)

駐車場（参考写真）
Parking (Example)

Route 15

Office door security

Elevator hall/stairwell doors
（EVホール・階段扉）

Elevator set to not stop

Escalator

Security gates

Dedicated elevator

Dedicated porte-cochere

Security gates

Dedicated office entrance

OPTION

建物基壇部 完成予想図
Rendering of completed building foundation

エントランスホール完成予想図
Rendering of completed Entrance hall

シャトルEV完成予想図
Rendering of completed Shuttle elevator

オフィスフロア（参考写真）
Office floor (Example)

FLOORFLOOR
彩る利便&充実のVIP対応
Convenient, full-service VIP treatment

3 フロアセキュリティ

JY JK

「三田」駅
 Mita Sta.
「三田」駅
 Mita Sta.
「三田」駅
 Mita Sta.

A I

「田町」駅
 Tamachi Sta.
「田町」駅
 Tamachi Sta.
「田町」駅
 Tamachi Sta.

※掲載の各フロア3D概念図は、計画段階の図面を基に描き起こし一部抜粋・簡略化したもので、色・形状等は実際とは異なります。※掲載の車動線概念図はイメージであり、実際とは異なります。※掲載の参考写真は本物件のものではありません。※掲載
の各完成予想図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。
The rendering of the completed exterior is a CG composite of a drawing based on planning-stage drawings and people, vehicles, etc., and may vary somewhat from the actual appearance. Certain details of the shape, fixtures, etc. have been omitted. *The 3D floor concept drawings are based 
on planning-stage drawings with some parts omitted or simplified. Colors, shapes and other details may vary from the actual appearance. *The surrounding road concept drawing is an illustration and may vary from the actual appearance.  *The example photographs are not from this proper-
ty. *The rendering of the completed building foundation is based on planning-stage drawings and may vary from the actual appearance..1 3 14



約90m
Approx.295 ft

約56m
Approx.183 ft

約63m
Approx.206 ft

約32m
Approx.104 ft

約18m
Approx.59 ft

約17m
Approx.59 ft

EV
非常用
Emergency 
elevator

EV

EV
ホール

防災備蓄倉庫※1
Emergency supply storage¹

防災備蓄倉庫※1
Emergency supply storage¹

EV

EV

EV

EV
非常用
Emergency 
elevator

OPTIONOPTION

［ 床荷重1,000kg/㎡ ］［ 床荷重1,000kg/㎡ ］
Floor load: 1,000 kg/㎡Floor load: 1,000 kg/㎡

［ 床荷重500kg/㎡ ］
Floor load: 500 kg/㎡

約7m
Approx.22 ft

約9m
Approx.25 ft

IC

S

SS

S

S

S

S

S S

S

S

S

SS S

S

S

S

S

S

約2m約2m
6.56ft6.56ft

約2m約2m
6.56ft6.56ft

約2m約2m
6.56ft6.56ft

約2m約2m
6.56ft6.56ft

OPTIONOPTION

OPTIONOPTION

EPS EPS

EPS

EPS

EPS EPS

EP
S

EP
S

EPS

PS

PS

PS

PS PSDS

PS

PS PS PS

PS

PS
PSPS PSPS

PSPS

PS

DS

DS

DSDS

PS

PS

PS

PS

PS
PS

PS

PS

PS

EV

Elevator hall

防
災
備
蓄
倉
庫
※
1
※
1

Em
ergency supply storage¹

OPTIONOPTION

約19m
Approx.62 ft

最大約10.8m
Approx.35 ft

EV EV

OFFICEOFFICE

基準階平面図〈7F〉
Typical floor plan (7th floor)

1,200坪超のメガフロア
Massive office floors exceeding 3,966 m2 (42,686 ft2)

PICK
UP廊下ショートカット設計

Corridor shortcuts

共用部に縦貫廊下を設置。広大なオフィスで
も効率的なアプローチを可能にします。
A corridor runs through each common area to facilitate ef ficient 
movement even across expansive of fices.

OPTIONOPTION

OPTIONOPTION

カフェ
設置可能スペース※2

Space for a cafeteria

排気ダクトスぺ―スを用意しているため、貸室
内にカフェやミニキッチンを設けることが可
能です。
Common areas include exhaust duct space for installing cafes or 
mini-kitchens in the of fices.

空調室外機
増設対応スペース
Space for additional outdoor 
HVAC units 

サーバールームの空調増設時などに有効利用
できるスペースを共用部内に用意しています。 
Common areas include space that can be used ef fectively when 
adding HVAC equipment in a server room.

OPTIONOPTION

貸室内階段
設置可能スペース
Space for stairs inside office

同一のテナントで複数階利用の場合、円滑な
移動を促進します。
This facilitates ease of movement if a tenant is leasing multiple floors.

1,203.68坪1,203.68坪

聖坂側
Hijir izaka side

第一京浜側
Route 15 side

（ 3,979.02 m2  / 42,826.19 ft2）

参考写真 Example

参考写真 Example

■ 通常の廊下

OFFICE OFFICE

■ ショートカット設計

ICカード対応パーソナルボックス
IC card-compatible personal boxes

多目的トイレ
Ostomate toilet

防災備蓄倉庫※1

Emergency supply storage¹

給湯室
Kitchenette

パウダーコーナー
Powder corners

男性用トイレ
Men’s restroom

女性用トイレ
Women’s restroom

設備凡例
Equipment legend

VIP専用EV
Elevator for VIP

カフェ
設置可能スペース
Space for cafeteria

貸室内階段
設置可能スペース
Space for stairs inside office

廊下ショートカット設計
Corridor shortcut design

Regular corridor Shortcut design
OPTIONOPTION

OPTIONOPTION

S オプション OptionalS

ICカード利用によるセキュリティ
IC card security

IC

実装 Installed

※掲載の基準階平面図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、色・形状等は実際とは異なります。※掲載の面積・寸法は、2021年8月現在の設計計画案を基に作成したもので、竣工時に異なる場合があります。※掲載の参考写真は本物件のものでは
ありません。※1 防災備蓄倉庫は空き状況によりご利用いただけない場合があります。また防災備蓄品は予めご入居者様にてご用意いただく形となります。詳しくは担当スタッフまでご相談ください。※2 設置内容については一定の制限等があります。詳し
くは担当スタッフまでご相談ください。

*The typical floor plan is based on planning-stage drawings. Colors, shapes, and other details may vary from the actual appearance. *The areas and other dimensions are based on design plans in draft as of August 2021 and may differ at the 
time of completion. *The example photographs are not from this property. 1. Emergency supply storage is subject to availability. Emergency supplies must be prepared by the tenant in advance. Please contact us for details.2. There are certain 
installation restrictions. Please contact us for details. 

※2

BASE-FLOORBASE-FLOOR4-11F
※掲載の図面は7Fの図面であり、他フロアの形状は異なります。
*The areas indicated are for floors 7. Other floors differ.
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S

※
1
※
1

［ 床荷重1,000kg/㎡ ］［ 床荷重1,000kg/㎡ ］
Floor load: 1,000 kg/㎡Floor load: 1,000 kg/㎡

EV
非常用
Emergency 
elevator

EV

EV

EV

EV

EV
非常用
Emergency 
elevator

防災備蓄
倉庫※1

防
災
備
蓄
倉
庫

［ 床荷重500kg/㎡ ］
Floor load: 500 kg/㎡

約8m
Approx.26 ft

約7m
Approx.22 ft

IC

OPTIONOPTION

OPTIONOPTION

OPTIONOPTION

S S S

S

S

S

S
SSS

S

S

S

S

S

S

PS PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

DS
PS

PS

PS

EPSEPS

EPS

EPS

PS

PS

PS
PS

DS

PS
PS

PS DS

Em
ergency supply storage¹

Emergency
supply storage¹

EV
ホール

S

OPTIONOPTION S

約18m
Approx.59 ft

約19m
Approx.62 ft

約17m
Approx.55 ft

約27m
Approx.88 ft

約56m
Approx.183 ft

約47m
Approx.154 ft

約63m
Approx.206 ft

約10.8m
Approx.35 ft

EV

約2m約2m
6.56ft6.56ft

約2m約2m
6.56ft6.56ft

約2m約2m
6.56ft6.56ft

約2m約2m
6.56ft6.56ft

Elevator hall

OFFICEOFFICE
1 2 3

基準階平面図〈35F〉
Typical floor plan (floors 35)
基準階平面図〈35F〉
Typical floor plan (floors 35)

東京を望むVIEWフロア
ICカード対応パーソナルボックス
IC card-compatible personal boxes

❶壁面と一体化したスマートデザイン。❷併せて工学的に
小物等を使いやすく収納できるよう計算されたサイズ。❸
さらにICカード対応の機能性とセキュリティを追求。快適
をサポートする、嬉しい設備を採用しました。
※ICカードを利用しない施錠方法もお選びいただけます。

Designed to stylishly match the walls (1), engineered to be the 
per fect size for storing small personal items (2) and secured 
with IC card technology (3), these personal boxes support the 
working woman. *Non-IC card lockers are also an option.

多目的トイレ

Ostomate toilets 

バリアフリーに配慮し、各フロアに設置してい
ます。
Ostomate toilets are located on every floor for 
accesssibility.

給湯室

Kitchenettes

各フロアに給湯室を設置し、快適なオフィス
環境を提供します。
Each floor includes a kitchenette, creating a com-
fortable office environment.

パウダーコーナー

Powder corners

女性用トイレにはパウダーコーナーもご用意。
パーソナルボックスと併せれば、お化粧直しも
スムーズです。
Women's restrooms include powder corners. 
Combined with the use of personal boxes, these 
make it easy to touch up make-up, etc.

充実のトイレ数

Plenty of toilets

混雑等を避けるべく、適切な数のトイレを設
置し、オフィス環境の向上に配慮しています。
Ample toilets prevent crowding and make the 
office more comfortable.

Floors with a great view of Tokyo PICK
UP

防災備蓄倉庫※1

Emergency supply storage

テナント専用の防災備蓄倉庫を用意しています。

Most floors include emergency supply storage 
space for tenants.

聖坂側
Hijirizaka side

第一京浜側
Route 15 side

廊下幅約２ｍ

Corridors approx. 2 m wide

約２ｍのゆとりを確保しました。車イスの通行
も安心です。
Corridors with an ample width of approx. 2 m 
offer trouble-free passage even for wheelchairs.

889.33坪889.33坪
（ 2,939.89 m2  / 31,642.03 ft2）

ICカード対応
パーソナルボックス
IC card-compatible 
personal boxes

多目的トイレ
Ostomate toilet

防災備蓄倉庫※1
Emergency supply storage¹

給湯室
Kitchenette

パウダーコーナー
Powder corners

男性用トイレ
Men's toilet

女性用トイレ
Women's toilet

設備凡例
Equipment legend

VIP専用EV
Elevator for VIP

カフェ
設置可能スペース※2

Space for cafeteria

貸室内階段
設置可能スペース
Space for stairs inside office

S

ICカード利用による
セキュリティ
IC card security

IC

実装 Installed S オプション Optional

OPTIONOPTION

OPTIONOPTION

※掲載の基準階平面図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、色・形状等は実際とは異なります。※掲載の面積・寸法は、2021年8月現在の設計計画案を基に作成したもので、竣工時に異なる場合が
あります。※掲載の参考写真は本物件のものではありません。※1 防災備蓄倉庫は空き状況によりご利用いただけない場合があります。また防災備蓄品は予めご入居者様にてご用意いただく形となります。詳
しくは担当スタッフまでご相談ください。※2 設置内容については一定の制限等があります。詳しくは担当スタッフまでご相談ください。※掲載の眺望写真は現地39階相当より全方位を撮影（2019年1月）した
もので、眺望・周辺環境は将来変わる場合があります。

六本木方面 Roppongi 湾岸方面 Tokyo Bay 品川・高輪ゲートウェイ方面 Shinagawa/Takanawa Gateway東京タワー Tokyo Tower 

12-42F UPPER-FLOORUPPER-FLOOR
※掲載の図面は35Fの図面であり、他フロアの形状は異なります。
*The areas indicated are for floors 35. Other floors differ.

参考写真 Example参考写真 Example 参考写真 Example

参考写真 Example 参考写真 Example

参考写真 Example 参考写真 Example

*The typical floor plan is based on planning-stage drawings. Colors, shapes, and other details may vary from the actual appearance. *The areas and other dimensions are based on design plans in draft as of August 2021 and may differ at the time of 
completion. *The example photographs are not from this property. 1. Emergency supply storage is subject to availability. Emergency supplies must be prepared by the tenant in advance. Please contact us for details.2. There are certain installation 
restrictions. Please contact us for details. 

（一部用意していないフロアもございます。）

※2
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SPECSSPECS

AIRAIR SPACESPACE

Spacious, high-spec offices

開放的な高機能オフィス

※掲載のフロア完成予想図は2019年1月に現地39階相当より撮影した眺望写真と、計画段階の図面をもとに描き起こしたフロア完成図をCG合成したもので、実際とは異なります。また周辺環境・眺望は変わる場合があります。
※掲載の各概念図はイメージであり、実際とは異なります。

*The rendering of the completed floor is a CG composite of a view photograph taken in January 2019 from the equivalent of the 39th floor of the building and a completed floor illustration based on planning-stage drawings, and may vary from the actual appearance. The surroundings and view 
are subject to change. *The concept drawings are illustrations and may vary from the actual appearance.

床下には10㎝のゆとりあるOAフロアを完備しています。
A further 10 cm (3.93 in) under the floors for cables, etc.

天井高3.0ｍ＋OAフロア10cm
Ceiling height: 3.0 m + raised floor05

夏は室内への日射熱を、冬は室内からの熱
流出を軽減し、冷暖房効率を高めます。
The windows reduce heat from the sun in the 
summer and heat loss in the winter, increasing 
HVAC efficiency.

Low-e複層ガラス
Low-e multi-layer glass03

電動で開閉可能なブラインドを採用。オフィ
スに適度な光を取り込みます。
The blinds can be opened and closed electrically 
to let in just the right amount of light.

電動ブラインド
Electric blinds04

手元でのゾーン毎の空調オンオフ・温度調節・冷暖房切り替えが可
能。レイアウトに合わせたきめ細やかなゾーニングを実現します。
Air conditioning can easily be adjusted, turned on and off or switched 
between heating and cooling in different zones. This allows precise 
zoning based on the layout.

完全個別空調
Fully-independent HVAC01

1フロア77ゾーン
77 fully-independent HVAC zones per floor 1フロア

62ゾーン
62 fully-independent
HVAC zones per floor

OAフロアOAフロア

10cm10cm

10cm10cm

快適な空調・空気環境を整える
Comfortable HVAC and air quality

OAフロアOAフロア

手動で開閉可能なため、停電時も簡単に自然換気が可能で、春・
秋などの中間期省エネにも貢献します。
Vents can be opened and closed manually, making it easy to maintain 
natural ventilation in the event of a power outage and helping save energy 
in the spring and fall.

換気ホッパー
Floor vents02

［36ゾーン］
36 temperature 
adjustment 
zones per floor

インテリアゾーン 
Interior zones

［ 46ゾーン］
46 temperature
adjustment 
zones per floor

インテリアゾーン 
Interior zones

［26ゾーン］
26 temperature 
adjustment 
zones per floor

ペリメーターゾーン 
Perimeter zones

［31ゾーン］
31 temperature adjustment 
zones per floor

ペリメーターゾーン 
Perimeter zones

UPPER FLOOR 〈35Fの例〉

BASE FLOOR 〈7Fの例〉

06
効率的なレイアウトを実現し、天井の移設も
容易なため、コストも削減可能です。
Grid system ceilings enable more efficient layouts 
and can also reduce costs by making it easier to 
reconfigure.

グリッドシステム天井
Grid-system ceiling

さらにオプションで100VA/㎡程度まで増強可能です。
This may be increased to around 100 VA/m².

電気容量60VA/㎡
Power capacity: 60 VA/m²08

Raised floor: 3.93 inRaised floor: 3.93 in

3.0m3.0m
天井高天井高

Ceiling height: 9.84 ftCeiling height: 9.84 ft

10.8m10.8m柱間最大柱間最大
Wide span: 35.4 ftWide span: 35.4 ft

2.75m2.75m
窓面高さ窓面高さ

Ceiling height: 9.84 ftCeiling height: 9.84 ft

効率的・機能的なオフィスを実現する
Efficient, functional offices

柱間最大柱間最大10.8m10.8m
Wide span: 35.4 ft

Raised floor: 
3.93 in

07 明るさセンサー付LED照明Brightness sensor-equipped LED lights

明るさセンサーによるLED照明制御を全貸室に標準
採用。節電効果に加え、CO2削減にも貢献します。
LED lights with brightness sensors come standard in all 
leasable areas. These save electricity and help reduce CO₂ 
emissions.

フロア完成予想図 Rendering of completed floor

フロア断面概念図 Concept drawing of floor cross-section

床荷重500kg/㎡
Floor load: 500 kg/m²09
一部の床は、サーバー等の設置が可能なヘビーデュー
ティーゾーン（1,000kg/㎡）を採用しています。
Some areas are equipped with heavy-duty flooring (1,000 
kg/m²) capable of supporting heavy equipment such as 
servers.

PICK
UP

天井高天井高3.0m3.0m
Ceiling height: 9.84 ft

WORK SPACE
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22%

50%7%
13%
8%

ワークスペース
Working space

①
ストレージ

Storage②

集中ワーキング
Intensive work 

③
ミーティング

Meeting ④

コラボレーション
Collaboration⑤

ワークスペース
Working space

①
ストレージ

Storage②

集中ワーキング
Intensive work 

③
ミーティング

Meeting ④

コラボレーション
Collaboration⑤

〈オフィス内 エリア比率〉

27%

46%11%
10%
6%

〈オフィス内 エリア比率〉

コミュニティラウンジ
Community lounge
コミュニティラウンジ
Community lounge5

コミュニティエリア
Community area
コミュニティエリア
Community area5

イベントエリア
Community area
イベントエリア
Community area5

サミットカンファレンス
Summit conference
サミットカンファレンス
Summit conference4

オールディスカッションスペース
All discussion space
オールディスカッションスペース
All discussion space4 コミュニケーションサークル

Communication circle
コミュニケーションサークル
Communication circle5

ワークスペース
Working space
ワークスペース
Working space1

ワークスペース
Working space
ワークスペース
Working space1

ワークスペース
Working space
ワークスペース
Working space1

ワークスペース
Working space
ワークスペース
Working space1

ワークスペース
Working space
ワークスペース
Working space1

ワークスペース
Working space
ワークスペース
Working space1ワークスペース

Working space
ワークスペース
Working space1

ワークスペース
Working space
ワークスペース
Working space1

カルチャーラウンジ
Culture lounge
カルチャーラウンジ
Culture lounge5

ストレージ
Storage
ストレージ
Storage2

ストレージ
Storage
ストレージ
Storage2

ストレージ
Storage
ストレージ
Storage2ストレージ

Storage
ストレージ
Storage2

集中ワーキング
Intersive work
集中ワーキング
Intersive work3

集中ワーキング
Intersive work
集中ワーキング
Intersive work3

集中ワーキング
Intersive work
集中ワーキング
Intersive work3

集中ワーキング
Intersive work

集中ワーキング
Intersive work

3

集中ワーキング
Intersive work

集中ワーキング
Intersive work

3

集中ワーキング
Intersive work

集中ワーキング
Intersive work

3

ビジネスカフェ
Business cafe
ビジネスカフェ
Business cafe5 ビジネスカフェ

Business cafe
ビジネスカフェ
Business cafe5

LAYOUT-ALAYOUT-A 2フロアプラン

※掲載のオフィスレイアウト概念図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、色・形状等は実際とは異なります。尚、あくまでサンプルレイアウトであり、実際にレイアウトを決定する際には避難安全検証法及びバリアフリー法等の法令確認が必要となります。
詳しくは担当スタッフまでご相談ください。

*The office layout concept drawing is based on planning-stage drawings. Colors, shapes and other details may vary from the actual appearance. As it is only a sample layout, finalization of any layout will require verification of evacuation safety and barrier-free compliance. 
Please contact us for details.

新しい働き方に対応するダイバーシティプラン 新しいオフィスのカタチ

01

02

01 02

For example, an entrance that conveys
the cultureof the company

For example, a centralized spacethat
improves work efficiency

例えば、会社のカルチャーが
伝わるエントランス

例えば、業務効率を
上げる集中スペース

■ デスクモジュール
Desk modules

14
00

20002000

2000

■ デスクモジュール
Desk modules

14
00

20002000

2000

Massive floors that enable office consolidation
Diverse floor plans that accommodates new ways of working

317席
 （ 2,939.89 m2 / 31,642.03 ft  2）

2.80坪/人
（9.27 m2 / 99.77 ft2  ）

306席
（ 2,941.28 m2/ 31,656.99  ft2  ）

2.90坪/人
（9.61 m2 / 103.43  ft2  ）

ImageImageImageImage

35F
オフィスレイアウト概念図
Office layout concept drawing ( floor 35 )

36F
オフィスレイアウト概念図
Office layout concept drawing ( floor 36 )

TOPICS

889.33坪 889.76坪

21 22



制振壁
Damping walls

制振装置
Vibration damper

免震装置
Seismic isolators

本
建
物
の
揺
れ

Building sw
ay

一
般
的
な
建
物
の
揺
れ

Regular building sw
ay

Seismically-isolated structure sway
免震層の揺れ

Earthquake sway
地震の揺れ

45%

22%

17%

5%
11%

ワークスペース
Working space①
ストレージ

Storage②

集中ワーキング
Intensive work ③

ミーティング
Meeting ④

コラボレーション
Collaboration⑤

〈オフィス内 エリア比率〉

ワークスペース
Working space
ワークスペース
Working space1

ストレージ
Storage
ストレージ
Storage

2

ストレージ
Storage
ストレージ
Storage2

ストレージ
Storage
ストレージ
Storage2

ワークスペース
Working space
ワークスペース
Working space1

ワークスペース
Working space
ワークスペース
Working space1

ミーティングエリア
Meeting area
ミーティングエリア
Meeting area4 ミーティングエリア

Meeting area
ミーティングエリア
Meeting area4

コミュニティエリア
Community area
コミュニティエリア
Community area5

集中ワーキング
Intersive work
集中ワーキング
Intersive work3 集中ワーキング

Intersive work
集中ワーキング
Intersive work3

集中ワーキング
Intersive work

集中ワーキング
Intersive work

3

集中ワーキング
Intersive work

集中ワーキング
Intersive work

3

コミュニティエリア
Community area
コミュニティエリア
Community area5

LAYOUT-BLAYOUT-B 1フロアプラン

※掲載のオフィスレイアウト概念図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、色・形状等は実際とは異なります。尚、あくまでサンプルレイアウトであり、実際にレイアウトを決定する際には避難安全検証法及びバリアフリー法等の法令確認が必要となります。詳しくは担当スタッフまでご相談
ください。 *The office layout concept drawings and illustrations are based on planning-stage drawings. Colors, shapes and other details may vary from the actual appearance. Finalization of layouts requires inspection of evacuation safety and verification of barrier-free compliance. Please contact us for details.

0303

拠点集約を可能にする巨大フロア
Large floors that allow consolidation of multiple offices Vibration control + seismic isolation,and Disaster countermeasures

（仮称）東京三田再開発プロジェクト
TOKYO MITA RE-DEVELOPMENT PROJECT OFFICE TOWER

港区の浸水ハザードマップによると、本建物の位置するエリアは比較
的浸水リスクが低い安心のエリアとされています。
（出典 : 港区公式HP/2021年6月現在）

According to Minato Ward’s flood hazard map, this building is located 
in a safe area with a relatively low risk of flooding.

古川地下調節池
Underground reservoir

江戸時代
からの陸地
Land since the Edo period近年頻発する大型台風やゲリラ

豪雨による浸水被害対策とし
て、港区から渋谷区にかかる古
川の地下に、全長約3.3kmの地
下調節池が整備されています。
There is a 3.3 km-long underground reservoir 
between Shibuya Ward and Minato Ward to 
reduce flood damage from the increasing 
number of large typhoons and heavy rains.

現地は江戸時代の旧海
岸線から西側に位置し
、歴史的見地からも安
心の地盤です。
As the figure on the lef t shows, 
this secure site is located west of 
the former coastl ine.

*The concept drawing of the structure is based on planning-stage drawings and may vary from the actual appearance. * The example photographs are not from this property.*The concept drawings are illustrations and may vary from the actual appearance. 

BLDG.BLDG.

スカイロビー階下部に免震層を設け、揺れを吸収。建物に直接地震エネ
ルギーを伝えにくくすることで、人命はもとより、事務機器等の転倒リス
クも軽減します。
A seismic isolation layer beneath the Skylobby floor absorbs sway. Making it more 
difficult for seismic energy to be transferred directly to the building protects the lives 
of people while also reducing the risk of furniture toppling over.

東京都の液状化予測図によると、
本建物の敷地は液状化の可能性
が低い地域とされています。
According to the Tokyo Metropolitan 
Government’s liquefaction forecast 
map, this building is located in an 
area with little risk of liquefaction.

制振+免震+災害時対策

免震
Seismic isolation02

制振
Vibration control01

地盤
Ground03

液状化予測概念図
Concept drawing of projected liquefaction

屋上に風揺れ制御用制振装置を設置し、振動エネルギーを吸収。さら
に、制振壁を採用し風や地震による揺れを軽減します。
A vibration damper on the roof and damping walls in the building absorb 
sway from wind and earthquakes.

構造概念図
Concept drawing of structure

※液状化の可能性が低い地域
*Low risk of liquefaction

※液状化の可能性がある地域
*Some risk of liquefaction

※液状化の可能性が高い地域
*High risk of liquefaction

※掲載の構造概念図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なります。※掲載の参考写真は本物件のものではありません。※掲載の各概念図はイメージであり、実際とは異なります。

出典:東京都土木技術支援・人材育成センター「液状化予測範囲図 平成24年度改訂版」より（2021年8月現在）
Source: Tokyo Civil Engineering Support and Training Center's Proejcted Liquefaction in Tokyo, 2012, Revised (August 2021)

浸水リスク回避
Inundation risk avoidance04

432席
（ 3,980.88 m2 / 42,846.21 ft2  ）

2.78坪/人
（ 9.21 m2 / 99.12 ft2  ）

ImageImage

■ デスクモジュール Desk modules

14
00

20002000 2000

03
For example, a communication space that makesyou want to get together

例えば、集まりたくなる
コミュニケーション空間

新しい集いのカタチ
Massive floors that enable office consolidation

7F
オフィスレイアウト概念図
Office layout concept drawing ( floor 7 )

TOPICS

1,203.68坪
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変電所
Substation

小規模オフィス
Small office

一般家庭
Standard house

病院
Hospital

大規模工場
Factory

本物件
This property

本物件
This property

重油
Heavy fuel 
oil

都市ガス
Medium-
pressure gas

都市ガスと重油の双方で稼働させることができる非常用発電機「デュ
アルフューエルガスタービン」を採用。ガス発電により最低10日間（※1）
以上、ガスの供給が止まった場合でも、重油発電により72時間の電源
供給が可能です。
The emergency generator is a “dual-fuel gas turbine” that can be powered 
by both city gas (medium-pressure gas) and heavy fuel oil. The gas can 
supply power for at least 10 days¹ and even if that is cut off, the heavy fuel 
oil can supply power for 72 hours.

「都市ガス&重油」の非常用発電
Dual-fuel gas turbine

扇島、袖ヶ浦、根岸、日立の4工場からガスを供給。これらの4つはパイ
プラインにて接続されており、万が一の場合もバックアップ供給が可
能です。また強度や柔軟性に優れた素材でつくられた中圧ガス管を
使用しているため、災害時にも安心です。
Gas is supplied from four plants: Ogishima, Sodegaura, Negishi and 
Hitachi. These four plants are connected by high-pressure gas pipeline 
and serve as a backup supply in case of an accident. The gas pipes are 
medium-pressure pipes with welded joints, making them safe even during 
a disaster.

「都市ガス」の信頼性
Gas safety

「特別高圧受電」の採用
Special high-voltage power supply

Our staff provides direct support 24 hours a day当社社員による24時間直接対応

参考写真 Example参考写真 Example

ImageImage

参考写真 Example参考写真 Example

デュアルフューエル
ガスタービン
Dual-fuel gas turbine

BCPBCP
無停電対応

電力供給概念図
Power supply concept drawing

変電所
Transformer
substation

重油
Heavy fuel oil

中圧ガス管
Medium pressure gas pipe

都市ガス

継続送電
Power transmission

断線
Interruption

共 用 部
Common areas

専 有 部
Exclusive areas

A系統 Grid A

B系統 Grid B

継続送電
Auxiliary supply

点検
Inspection

ビル内2系統送電
Two networks in building

72時間分 
72-hour supply

最低10日間分 
At least 10 days¹

通常受電設備
Ordinary power facilities

デュアルフューエル
ガスタービン
Dual fuel gas turbine

（非常用発電機）
(Emergency generator)

変電所事故の場合
If the substation is cut off

都市ガス
供給停止の場合
If the city gas supply is cut off

発電機用オイルタンク

Oil tank for generator (on-site)

ビル敷地内設置

電力配分を変更可能
The allocation is changeable.

40%

トイレ洗面

100%

照明

30%

トイレ洗浄

100%

照明用
Lighting

20VA/m²

7VA/m²

空調用
HVAC

コンセント用
Outlets

カスタマイズ
電力供給

Customizable power supply

非常用発電機
増設スペース

Space for emergency generator

4,000kVA×2基
〈地下階設置〉

4,000 kVA × 2 (underground)

2,000kVA×6基分
〈地下階設置〉

2,000 kVA × 6 (underground)

さらに都市ガスの供給が停止した場合には、ビル敷地内
オイルタンクの重油によって発電。
Even if the city gas supply is cut off, heavy fuel oil stored in 
a tank on the premises can generate power.

複数回線受電

重油発電

変電所事故が発生しても、都市ガス（中圧ガス）を使って
発電。
Even if there is an incident at the substation, city gas 
(medium-pressure gas) can be used to generate power.

都市ガス発電（中圧ガス）

2系統送電

2回線ループ受電方式を採用。常時2回線で受電している

ため、片側の回線が断線しても、もう一方の回線で継続

送電。
The two-line loop supply means that even if one line is cut 
off, the other line continues to supply power. 

ビル内2系統送電により、法定点検時も一定量の電源
供給が可能。
Two power networks inside the building ensure a certain 
amount of electricity even during mandatory inspections.

Multi-line spot network

Heavy fuel oil power generation

City gas power generation (medium-pressure gas)
最低　  日間以上
At least 10 days

時間分

72-hour supply

2-network power supply

■停電時には都市ガス（中圧ガス）を利用して発電機を運転させ、最低10日間（※1）共用部
の照明などに給電します。また、都市ガスの供給が停止した場合でも、備蓄した重油により
発電機を引き続き運転し、72時間給電します。
■テナント専有部も所定の工事を行うことで、事故停電時だけでなく法定点検時にも給電が
可能となります。さらなるBCPニーズについてはテナント用発電機スペースとオイルタンクも
用意しています。
■ In the event of a power outage, city gas (medium-pressure gas) powers a generator to supply power to common area 
lighting and other equipment for at least 10 days¹. If the city gas supply is cut off, the generator can continue to run on 
stored heavy fuel oil for 72 hours.
■ With prescribed construction, power can continue to be supplied to exclusive areas as well, not only during power 
outages but during mandatory inspections. There is also space for tenant generators and oil tanks to further enhance BCP.

法定点検時
During mandatory inspections

事故停電時
Outage due to accident01

-1

-2

-3

02 02

01-1

都市ガス基地
City gas terminal

01-2

オイルタンク
Oil tank

01-3

20VA/m²

7VA/m²

●バックアップされる電力は通常時と同じ100％ではなく、コンセント容量の1/3程度を供給します。
Backup electricity will supply around a third of the normal outlet capacity, not 100%.

●別途有償で、幹線の敷設・切替盤の設置が必要となります。
It is necessary to lay a main line and install a switching board (separate fees apply).

●バックアップ電源への切替時に発生する一時停電を防ぐには、有償にてUPSの設置が必要となります。
In order to prevent temporary power interruption when switching to  backup power supply, 
it is necessary to install a UPS (for a fee).

OPTION

OPTION

特別高圧66kV
2回線ループ受電
Special high voltage 66kv
2-line spot network supply

A

A

C

B

C
B

住友不動産では、中央管理センターにて230棟を超えるビル（※）を24時間365日体制で管理し、災害時に備えてい
ます。また、当社社員は災害時、各エリアの基幹ビルに駆け付けることができるよう夜間・休日問わず、復旧活動に
従事する体制をとっています。  ※建築中を含む：2021年8月現在
*At our disaster-ready Central Management Center, Sumitomo Realty & Development monitors and manages over 230 buildings* ̶ 24 hours 
a day, 365 days a year. In addition, in the event of an emergency, we have staff on call in each area, ready in advance to dispatch personnel to 
major buildings in the area. Even on weekends or late at night, our staff is quick to respond with rescue and recovery activities.
*Includes buildings under construction as of August 2021.

EV52基中、21基 ※2
 (うち3基非常用EV)
2. 21 of 52 elevators

(3 are emergency elevators)

本物件は、インフラ上重要な病院や大規模工
場等と同等の特別高圧受電方式を採用してい
ます。
This property receives the same special high-voltage 
power as key infrastructure like hospitals and large 
factories.

扇島
Ogishima

袖ヶ浦
Sodegaura

根岸
Negishi

日立
Hitachi

照明用
Lighting

空調用
HVAC

コンセント用
Outlets

※1 ※1

※掲載の電力供給概念図はイメージであり実際とは多少異なります。 ※掲載の参考写真は本物件のものではありません。※1 10日間以上運転するためには、係員による潤滑油の補充が必要となります。※2 地震発生時は自動停止するため稼働しません。
また、火災発生時も使用できません。※3 空調用7VA/㎡は火災警報発報時は供給いたしません。 ※地震・火災・落雷・テロ・断水・水害・予測不可能な諸設備の作動不良等により電力供給に支障をきたす場合があります。　
*The power supply concept drawing is an illustration and may vary from the actual appearance. *The example photographs are not from this property. 1 The lubricant must be topped up by a member of staff to operate for more than 10 days. 2  Not operational during an earthquake 
or fire. 3  The 7 VA/m² for HVAC is not supplied during a fire alarm. *The power supply may be affected by earthquakes, fires, lightning, terrorism or other unpredictable damage to the facilities.

72

10

低圧受電 Low-voltage

高圧受電 High-voltage

特別高圧受電 Special high-voltage

※3

※3

TOPICS

ビル内
2系統送電
Two networks
inside building

他ビル
Other Building

他ビル
Other Building

City gas

Power outage measures

+
UP
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Image

参考写真 Example

参考写真 Example

建物基壇部完成予想図
Rendering of completed building foundation

Image

空調のON/OFFや温度調節が細かいエリアで可能
なため、省エネにも貢献します。
Since it is possible to turn on / off the air conditioner and control 
the temperature in a fine area, it also contributes to energy saving.

完全個別空調

雨水および空調からの排水を貯蓄し、トイレ洗浄
等に利用。貴重な水資源を有効的に活用します。
Rainwater usage / Rainwater is stored for flushing toilets, etc., 
making efficient usage of a precious resource.

雨水利用

ゴミの分別やリサイクルを実施しています。
We separate and recycle garbage.

リサイクル推進

流水量を抑えた節水型便器を導入しています。
We have introduced a water-saving toilet that reduces the amount 
of water flowing.

節水機器

丘陵状の敷地全体に様々な樹木を配置。 都市環境の
向上、ヒートアイランド現象の抑制に貢献します。
Green coverage 48% / The hilltop site has ample and diverse tree 
coverage, helping improve the urban environment and reduce the 
heat island effect.

緑被率48%

Image

参考写真 Example

参考写真 Example

参考写真 Example

Image

開閉に手間のかかるブラインドを電動化。遮光・遮熱
を容易にし、ECOにも貢献できます。
Electric blinds / Blinds operated electrically rather than manually 
makes insulating and heat shielding easy.

電動ブラインド

2枚のガラスの間に空気層を設けた「複層ガラス」を
採用し、遮熱・断熱により冷暖房効率をアップします。
Multi-layer glass / Multi-layer glass with a layer of air between 
two panes of glass increases HVAC efficiency by insulating and 
heat shielding.

複層ガラス
Low-e

手動で開閉が可能なため、自然換気が容易。
春・秋等の中間期省エネに寄与します。
Floor vents / These can be opened and closed manually, making it 
easy to maintain natural ventilation in the event of a power outage 
and helping save energy in the spring and fall.

換気ホッパー

屋上に太陽光パネルを設置し、「創エネルギー」に貢
献します。
Solar power / Solar panels are installed on the roof to contribute 
to energy creation.

太陽光発電

部屋の明るさを自動で感知し、照度を自動調整。
省エネとCO2削減に貢献します。
Brightness sensor-equipped LED lighting / These detect natural 
light in the room and automatically adjust brightness, saving 
energy and reducing CO₂ emissions

LED照明
明るさセンサー付

SAVE&ECOSAVE&ECO
災害時対策と環境

エレベーター自動診断仮復旧運転
Automatic elevator diagnosis and temporary restoration01

東日本大震災の際、運転休止したエレ
ベーターを1台1台点検・復旧するまでに長
時間費やし、利用者が階段の使用を余儀
なくされる等の不都合が発生しました。
After the Great East Japan Earthquake, 
much time was spent inspecting and 
restoring individual elevators, forcing 
building users to take the stairs.

左記状況から、本物件ではエレベーターを自動的に診断、各ＥＶ機械
室に設置した感知器が一定以下の揺れであれば、自動的に仮復旧運
転するシステムを採用しています。
※非常用エレベーターは除く。 ※「一定以下」の数値については担当スタッフまでお尋ねください。

This project has a system that automatically diagnoses and temporarily 
restores elevator operation if the detectors in each elevator machine 
room register less than a certain amount of sway.
*This excludes emergency elevators.
*Please contact us for the exact level of sway. 参考写真 Example参考写真 Example参考写真 Example参考写真 Example

災害時対応設備
Disaster facilities02

環境への対応
Environmental measures03

災害時に備えた

マンホールトイレ
Manhole toilet 

オフィスワーカーをはじめ、地域住民や帰宅困難者の安全確保のため、防潮板や仮設トイレなどの災害時・断水時の対策を実施しています。
Disaster and water outage countermeasures include flood walls and temporary toilets to protect not only office employees but local residents and stranded commuters.

浸水時に備えた

防潮板
Flood wall 

72時間分の

雑用水備蓄
Greywater storage 

断水時に備えた

防災井戸
Emergency well 

TOPICS

※掲載の参考写真は本物件のものではありません。
* The example photographs are not from this property.

OUTLINE
（仮称）住友不動産 東京三田再開発プロジェクトオフィスタワー（複合棟）物件概要

SUMITOMO FUDOSAN TOKYO MITA RE-DEVELOPMENT PROJECT OFFICE TOWER (COMPLEX TOWER)  

Vibration control + seismic isolation,and Disaster countermeasures

［建物概要］

Name

Address
Access

Completion
Project lead
Design/supervision
Construction
Management
Structure
No. of floors
Max. height
Site area
Gross floor area
Gross leasable area
Security

Elevators

Parking

Motorcycle parking
Bicycle parking

(Tentative name) Sumitomo Fudosan Mita Redevelop-
ment Project (Office Tower Complex)
Mita 3 & 4-chome Minato Ward, Tokyo (lot no.)
5-min walk from Tamachi Station (JR lines)
3-min walk from Mita Station (Toei Asakusa Line, Mita Line)
Early 2023 (planned)
Mita 3 & 4-Chome District Type 1 Redevelopment Association
Kume Sekkei Co., Ltd.
Obayashi Corporation
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
Steel frame, partially steel-frame steel-reinforced concrete
42 floors above ground, 4 below ground
Approx. 210 m (688.80 ft)
19,170.29 m2 (206,329.83 ft2)
199,709.90 m2 (2,149,477.65 ft2)
120,344.18 m2 (1,295,264.26 ft2)
1st floor service entrance(s): Electric locks
Leasable area entrances: Electric locks, contactless IC 
card readers (hallway side), and temporary unlock 
buttons (office side)
Entrance hall: Turnstiles in front of elevator hall
Sky Lobby: Turnstiles in front of elevator hall
For passengers: 35 (capacity: 28-30)
For VIP: 1 (capacity: 17)
For emergencies: 2 (capacity: 27)
For bicycle parking: 1 (capacity: 22)
For garden: 1 (capacity: 16)
418 (open parking: 94 [loading: 13, wheelchair-accessi-
ble: 7], automated: 324)
Automated parking dimensions (width × length × 
height × weight):
Standard vehicles (130) : 2,050 × 5,300 × 1,550 mm× 2,600 kg
High-roof vehicles (194) : 2,050 × 5,300 × 2,050 mm× 2,600 kg
52
155

[Building Overview]
名称

所在地

交通

竣工予定

設計・監理

施工

管理運営

構造

階数

最高高さ

敷地面積 

延床面積

総貸室面積 

セキュリティ

エレベーター

駐車場

バイク置場

駐輪場

受電方式

ビル用非常用発電機

テナント用非常用発電機

空調方式

基準階面積

天井高

ＯＡフロア

床荷重

天井方式

電気容量（実装）

電気容量（将来対応）

停電および年次点検用
発電機バックアップ電源

（仮称）住友不動産 東京三田再開発プロジェクトオフィスタワー（複合棟）

東京都港区三田三丁目及び四丁目地内（地番）

JR「田町」駅徒歩5分／都営浅草線・三田線「三田」駅徒歩3分

2023年初旬（予定）

株式会社久米設計

株式会社大林組

住友不動産株式会社

鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造

地上42階、地下4階

約210ｍ

5,799.16坪（19,170.29㎡）

60,413.80坪（199,709.90㎡）

36,405.05坪 (120,344.18㎡)

館外出入口：1階通用口に電気錠

貸室出入口：貸室各扉に電気錠、非接触ICカードリーダー（廊下側）、

　　　　　　  一時解錠釦（室内側）を設置

エントランスホール：EVホール前にセキュリティゲート設置

スカイロビー：同上

乗　　用：35基（28～30人乗）   シャトル：4基（75人乗）

V I P 用：1基（17人乗）　　　  商 業 用：4基（15～27人乗）

非  常  用：2基（27人乗）　　　 車  寄  用：2基（24人乗）　

駐輪場用：1基（22人乗）　　　 デッキ用：1基（15人乗）

緑 地 用：1基（16人乗）　　　 中間階用：1基（11人乗）

418台 [平置：94台（うち荷捌用13台、車椅子対応用7台）、機械式：324台]
　※機械式駐車場サイズ：幅・長・高・重量

　普通車　  130台：2,050㎜×5,300㎜×1,550㎜×2,600㎏

　ハイルーフ194台：2,050㎜×5,300㎜×2,050㎜×2,600㎏

52台

155台

特別高圧66kV 2回線ループ受電方式

デュアルフューエルガスタービン : 4,000kVA×2基（実装）

オイルタンク : 72時間分（実装）

ガスタービン : 2,000kVA×6基（設置スペース確保）

ビルマルチパッケージ型完全個別空調方式

287.91坪(951.75㎡)～1,203.68坪(3,979.02㎡)

3.0ｍ（15F・27Fのみ3.5m）

10cm

500kg/㎡（一部1,000kg/㎡）

システム天井（600角グリッド）

コンセント：60VA/㎡（貸室面積あたり）

テナント予備動力：15VA/㎡（配電盤止）

100VA/㎡程度の容量アップ可能

（貸室内トランス増設による。増設空調電源含む）

単相100V/200V : 20VA/㎡（配電盤止）

三相200V : 7VA/㎡（配電盤止、火災停電時使用不可）

Power supply system
Emergency generator(s) for 
building
Emergency generator(s) for 
tenants
HVAC system

Typical floor area
Ceiling height
Raised floors
Floor load
Ceiling system
Electrical capacity (installed)

Electrical capacity (potential)

Backup power for outages 
and annual inspections

Special high-voltage 66 kV 2-line loop supply
Dual fuel gas turbine: 4,000 kVA × 2 (installed)
Oil tank: 72-hour supply (installed)
Gas turbine: 2,000 kVA × 6 (installation space provided)

Air-cooled multi-package fully zone-independent HVAC

[Facilities Overview]

[Leasable Area Overview]
951.75 m2 - 3,979.02 m2 (10,243.68 ft2 - 42,826.19 ft2)
3.0 m (9.84 ft) / 3.5 m (11.48 ft) on floors 15 and 27
10 cm (3.93 in)
500 kg/m2 (heavy duty zones: 1,000 kg/m2)
System ceiling (600-square grid)
Outlets: 60 VA/m2 (per leasable area)
Auxiliary power: 15 VA/m2

 (terminated by breaker on switchboard)
Capacity may be increased to around 100 VA/m2 
(requires additional installation in office, including extra 
power for HVAC)
Single-phase: 100V/200V, 20 VA/m2 (terminated by breaker 
on switchboard)
Triple-phase: 200V, 7 VA/m2 (terminated by breaker on 
switchboard; unusable during fire)

Shuttles: 4 (capacity: 75)
For retail area: 4 (capacity: 15-27)
For porte-cochere: 2 (capacity: 24)
For deck: 1 (capacity: 15)
For middle floors: 1 (capacity: 11)

［貸室概要］

［設備概要］
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（仮称）東京三田再開発プロジェクト
オフィスタワー（複合棟）
TOKYO MITA RE-DEVELOPMENT PROJECT 
OFFICE TOWER (COMPLEX TOWER) 

現地周辺概念図
Concept drawing of area07

路線図
Route map

当社ビル（2021年8月現在）
Sumitomo buildings 
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田町
Tamachi

三田
Mita

大手町
Otemachi

成田空港
［第2ビル］
Narita Airport

新宿
Shinjuku

銀座
Ginza

東京
Tokyo

渋谷
Shibuya

品川品川
ShinagawaShinagawa 羽田空港羽田空港

［第3ターミナル］［第3ターミナル］
Haneda AirportHaneda Airport

Terminal 2

Terminal 3Terminal 3

日暮里
Nippori

上野
Ueno

京成スカイライナー
Keisei Skyliner

JR中央・総武線
JR Chuo/Sobu Line

JR山手線
JR Yamanote Line

（仮）リニア中央新幹線※1（仮）リニア中央新幹線※1
Linear Chuo Shinkansen (provisional name)¹Linear Chuo Shinkansen (provisional name)¹

JR Tokaido ShinkansenJR Tokaido Shinkansen
JR東海道新幹線JR東海道新幹線 JR Tokaido Line (Ueno Tokyo Line)JR Tokaido Line (Ueno Tokyo Line)

JR東海道線（上野東京ライン）JR東海道線（上野東京ライン）

浜松町
Hamamatsucho

高輪ゲートウェイ高輪ゲートウェイ
Takanawa GatewayTakanawa Gateway

池袋
Ikebukuro

新橋
Shimbashi

東京モノレール東京モノレール
Tokyo MonorailTokyo Monorail

16

名所江戸百景「月の岬」
（東京都立中央図書館特別文庫室所蔵）

名所江戸百景「月の岬」
（東京都立中央図書館特別文庫室所蔵）

現地は江戸名所
「月の岬」
“Tsukino misaki” 
Famous place in Edo period

現地は旧海岸線の西側に位
置する歴史的見地からも安
心の地盤で、江戸時代に海
を臨む観月の名所として知
られた「月の岬」もこの付近
にあったとされています。
The site is located on the west side of 
the old coastl ine and is a safe ground 
from a historical point of view, and it is 
said that "Tsuki no Misaki", which was 
known as a viewing spot for the moon 
over look ing the sea dur ing the Edo 
period, was also near here.

（仮称）東京三田再開発プロジェクト
　  オフィスタワー（複合棟）
　　　　　TOKYO MITA RE-DEVELOPMENT PROJECT OFFICE TOWER (COMPLEX TOWER) 

住友不動産三田ツインビル西館
SUMITOMO FUDOSAN MITA TWIN WEST BUILDING

GLOBALGLOBAL
進化する東京のサウスゲートエリア
Tokyo’s evolving south gate area

TOPICS

※掲載の航空写真は、港区浜松町一丁目目付近上空から、南方向を撮影（2019年1月）したものに、計画段階の図面を基に描き起こした建物完成予想図をCG合成・加工したもので、実際とは異なります。また、形状の細部および
設備機器等については省略しております。また周辺環境等は将来変わる場合があります。※掲載の路線図は一部駅・路線を抜粋して表記しています。※掲載の所要時間は、日中平常時のものであり、乗換・待ち時間を含みませ
ん。現地より徒歩5分のJR線「田町」駅より「品川」駅まで3分、「東京」駅まで7分、「渋谷」駅へ15分、「新宿」駅へ22分、「空港第2ビル（成田空港）」駅へ58分（「日暮里」駅より京成スカイライナー利用）、現地より徒歩3分の「三田」駅
より「銀座」駅へ6分（「新橋」駅より銀座線利用）、「大手町」駅へ8分、「羽田空港第3ターミナル」駅まで16分（都営浅草線エアポート特快利用）※1.品川－名古屋間2027年開通予定［出典：J R東海HP（2021年8月現在）］。
*The aerial photograph is a CG composite of a photograph taken from above the vicinity of Hamamatsucho 1-chome, Minato Ward, facing south (January 2019) and a rendering of the completed building based on planning-stage drawings, and may vary from 
the actual appearance. Certain details of the shape, fixtures, etc. have been omitted. The surroundings are subject to change.*Transit times indicate normal daytime operation and do not include transfer and wait time. From Tamachi on the JR Line (5-min walk 
from building), 3 min to Shinagawa, 7 min to Tokyo, 15 min to Shibuya, 22 min to Shinjuku, 58 min to Narita Airport Terminal 2 (Keisei Skyliner from Nippori); from Mita on the Toei Asakusa Line and Mita Line(3-min walk from building), 6 min to Ginza（Ginza Line 
from Shimbashi）, 8 min to Otemachi, 16 min to Haneda Airport Terminal 3 (Toei Asakusa Line/Keikyu Line Airport Limited Express). 1. Scheduled to open between Shinagawa and Nagoya in 2027 (source: JR Central website as of August 2021).29 30
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