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京王線特急停車駅「聖蹟桜ヶ丘」駅徒歩 4 分
超高層 ZEH－M 実証事業採択※1

「Brillia Tower 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING RESIDENCE」
2 月 27 日(土)よりモデルルームグランドオープン
東京建物株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：野村 均）
、株式会社東栄住宅（本
社：東京都西東京市、代表取締役：佐藤 千尋）
、京王電鉄株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社
長 社長執行役員：紅村 康）
、伊藤忠都市開発株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 松 典男）
は、東京都多摩市にて開発中の「Brillia Tower 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING RESIDENCE(ブルーミングレジデン
ス)」につきまして、本年 2 月 27 日（土）からモデルルームをグランドオープンいたします。また、販売
開始は本年 3 月下旬を予定しています。
本物件は、外壁等の断熱性能の向上や高断熱サッシの採用、高効率給湯設備の採用などにより、快適な
住空間を実現しながらエネルギー消費を削減するマンションとして、平成 31 年度超高層 ZEH-M 実証事業
に採択されています。
京王線特急停車駅「聖蹟桜ヶ丘」駅徒歩 4 分の土地区画整理事業エリア内に位置し、多摩川に隣接した
立地であることから、浸水対策として電気室、受水槽および給水ポンプについては地上に設置する等の対
策をとっており、様々な観点から最先端の防災対策でお客様の日々の暮らしを支えます。
なお、本物件では、昨年 9 月 17 日に物件ホームページを開設して以来、お客様からの総資料請求件数が
2,500 件を超え、本年 1 月 23 日より開催の事前案内会には既に延 700 組(本年 2 月 21 日時点)を超えるご
来場をいただき、30 代～40 代を中心に、幅広い年齢層の方々からご反響をいただいております。
※1:正式名称は、
「平成 31 年度 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金（住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業）
（ネット・
ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業）のうち超高層ＺＥＨ－Ｍ（ゼッチ・マンション）実証事業」

＜建物外観完成予想図＞

【
「Brillia Tower 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING RESIDENCE」の主な特長】
１．経済的に、快適な室内環境を実現する「ZEH-M Oriented」
環境にも家計にもやさしい超高層レジデンス
本物件は経済産業省により平成 31 年度初めて公募された
「平成 31 年度 超高層 ZEH－M 実証事業」に応募し、平成 31
年 9 月 18 日付で当時首都圏初・唯一の事業として採択され
ております。
二重サッシ、Low-E ガラス、HEMS モニター、エネファーム、エコジョーズ等の設備を採用し、一次エ
ネルギー消費量※2 の23％削減を実現し、
共用部を含むマンション全体での一次エネルギー消費量を20％
以上削減した「ZEH-M Oriented」の基準を満たしています。
また、太陽光発電システムを導入し、グランドエントランスや廊下の照明をはじめとする共用部で、
創り出した電力を有効利用し、環境や経済にやさしいマンションを目指しています。
超高層 ZEH－M 実証事業の採択については、事前案内会来場者からも高い評価を得ており、来場者アン
ケートの「本物件について魅力を感じる点」の回答結果でも、第 3 位の評価となっております。
※2:平成 28 年度省エネ基準による「暖房」
「冷房」
「換気」
「照明」
「給湯」の基準一次エネルギー消費量との比較

■来場者アンケート「本物件について魅力を感じる点」
第1位
新宿直通 27 分、
京王線 特急停車
「聖蹟桜ヶ丘」
駅 徒歩 4 分の交通利便性
（全体の 17.11%）
第2位
地上 33 階、全 520 邸、免震タワーレジデンス（同 13.26%）
第3位
超高層 ZEH－M 実証事業に採択され、断熱性能が高く、高効率設備等の高い標準仕様（同
12.8%）

【二重サッシ※3】

【Low-E ガラス(概念図)】

【断熱工法(概念図)※4】

【HEMS モニター(参考写真)】

【エコジョーズ※5】

【エネファーム(参考写真) ※5】

【節湯シャワー】

【LED 照明(参考写真)】

【LD エアコン実装】

※3:外周面サッシに採用。
※4:最上階は、天井断熱ではなく屋上断熱となります。
※5:各住戸に、エコジョーズ又はエネファームのいずれかを採用。

２．浸水対策や免震構造の採用等、最先端の防災対策で日々の安心を確保
本物件は、多摩川に隣接した立地であることから、設計段階の検討において、洪水ハザードマップに
おける最大浸水深が 0.5～3.0m であることを考慮し、地下 1 階に計画していた電気室や給水設備等を、
電気室については 2 階に、受水槽と給水ポンプについては地上にかさ上げして設置するという計画変更
を行いました。この取り組みは、国土交通省主導の「浸水対策ガイドライン」にて事例として取り上げ
られております。
また、永く安心してお住まいいただけるよう、免震構造を採用。下図の通り、浸水対策や電力・水
の確保など、あらゆる観点から防災対策を追求。停電時にも非常用発電機で稼働する地震対策機能付
きエレベーター※6 や、各階に給水できる給水増圧ポンプ※7 を導入するなど、最先端の防災対策で日々
の暮らしを支えます。
※6:非常用エレベーターのみ、かつ間欠運転となります。※7:停電時は受水槽に貯水されている分のみ使用可能です。

＜防災概念図＞※11
※8：停電時は、受水槽に貯水されている分のみ使用可能です。 ※9：非常用エレベーターのみ、かつ間欠運転となります。
※10：エレベーターシャフト、タワーパーキング、防災センターへの浸水を防ぐ計画としています。
※11：本内容は、計画であり実際の効果を保証するものではありません。

３．京王線特急停車駅「聖蹟桜ヶ丘」駅徒歩 4 分、全 520 邸・33 階建の駅近タワーレジデンス
京王聖蹟桜ヶ丘 SC をはじめ多彩な生活利便施設が身近に揃う、日々の暮らしにやさしい立地
本物件の最寄り駅である「聖蹟桜ヶ丘」駅周辺には京王聖蹟桜ヶ丘 SC をはじめとする大型商業施設が
集積しています。公共施設や病院等も充実し、多世代が快適に暮らせる環境が整っています。
また、聖蹟桜ヶ丘は自然に恵まれた潤い豊かな街です。都市利便と豊かな緑、それぞれが両立した心
地よい生活環境が、多彩な日常を演出します。
デザイン監修には国内外の様々なプロジェクトに参画しグッドデザイン賞を多数受賞している光井
純アンドアソシエーツ建築設計事務所を採用し、聖蹟桜ヶ丘の美しさに調和する新たなランドマークと
して、地域の賑わい創出と発展に貢献してまいります。

＜エリア概念図＞

「Brillia Tower 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING RESIDENCE」物件概要
●所在地 ：東京都多摩市関戸一丁目 20 番 1（地番）
●交通
：京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅徒歩 4 分
●総戸数 ：520 戸
●敷地面積 ：8,556.05 ㎡
●構造・規模：鉄筋コンクリート造地上 33 階建
●建築面積 ：2,094.97 ㎡
●延床面積 ：47,613.15 ㎡
●間取り ：2LDK～4LDK
●専有面積 ：54.93 ㎡～124.14 ㎡
●予定販売価格 ：4,000 万円台～12,500 万円台(予定) ※100 万円単位
●予定最多価格帯：5,500 万円台 ※100 万円単位
●販売時期 ：2021 年 3 月下旬販売開始（予定）
●駐車施設 ：200 台（機械式（カーシェアリング用 2 台含む）
：196 台、平置き（来客用 3 台・身障者用 1
台含む）
：4 台）
、月額使用料未定
●売主
：東京建物株式会社、株式会社東栄住宅、京王電鉄株式会社、伊藤忠都市開発株式会社
●施工
：三井住友建設株式会社東京建築支店
●管理
：株式会社東京建物アメニティサポート
●建物竣工 ：2022 年 9 月中旬（予定）
●引渡し ：2022 年 10 月中旬（予定）
本物件へのお問い合わせ/来場予約
お客様からのお問い合わせ先 ：
「ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘 ブルーミングレジデンス」ゲストサロン
電話番号：0120-033-085
営業時間：平日 11:00～16:00 （定休日：水・木曜日および毎月第 2 火曜日）
物件 HP：https://www.b-seiseki.jp/

現地案内図・ゲストサロン案内図

以上
※本日この資料は、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、都庁記者クラブに配布しています
【本件リリースに関する問い合わせ先】
東京建物株式会社 コーポレートコミュニケーション部 菊池、野口 TEL:03-3274-1984

