
 

 
 

 
平成２３年２月２２日 

報道各位                               

                                    住友不動産株式会社 

 

～～～～駅前駅前駅前駅前立地立地立地立地でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、緑緑緑緑にににに囲囲囲囲まれたまれたまれたまれた暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい住環境住環境住環境住環境～～～～    
 

「シティタワーさいたま新都心」販売開始。 
駅徒歩駅徒歩駅徒歩駅徒歩２２２２分分分分××××大規模大規模大規模大規模（（（（４１９４１９４１９４１９戸戸戸戸））））××××超高層超高層超高層超高層（（（（３２３２３２３２階階階階））））免震免震免震免震タワータワータワータワー＆＆＆＆レジデンスレジデンスレジデンスレジデンス 
 

住友不動産株式会社（本社：東京都新宿区西新宿 2-4-1、代表取締役社長：小野寺研一）では、ＪＲ

埼京線「北与野」駅より駅前ロータリーを抜けて徒歩２分という好立地に建つ与野上落合住宅（昭和４

６年竣工・１２０戸）を建替え、総戸数４１９戸の分譲マンション「シティタワーさいたま新都心」の

建設を進めておりますが、２月２６日（土）より第一期の販売を開始することになりましたのでお知ら

せします。 

弊社は与野上落合住宅の建替え計画に平成１８年５月より参画し、平成１９年２月に全住戸合意のも

とに建替え決議が成立、平成２２年１２月より工事（解体着工）に着手しております。開発に当たって

は総合設計制度を用いることで既存樹を活かした広場状の公開空地を確保、５階建て４棟の団地を超高

層３２階建ての免震タワー棟と中層のレジデンス棟を中心とした建物構成に一新し、駅前でありながら、

開放的で緑に囲まれた暮らしやすい住環境を創出すべくランドスケープをデザインしています。 

「シティタワーさいたま新都心」は平成２２年１０月のマンションパビリオン公開以来、お客様から

①①①①生活利便性生活利便性生活利便性生活利便性のののの高高高高いいいい立地立地立地立地②②②②駅前駅前駅前駅前でありながらでありながらでありながらでありながら緑豊緑豊緑豊緑豊かなかなかなかなランドスケープランドスケープランドスケープランドスケープ③③③③新新新新たなたなたなたな駅前駅前駅前駅前ののののランドマークランドマークランドマークランドマークとなとなとなとな

るるるるタワーマンションタワーマンションタワーマンションタワーマンションなどの点を高くご評価いただいております。 

 なお、今回の販売住戸は５,１００万円台の３ＬＤＫ（７２.10 ㎡）が中心となる予定です。※① 

※① 今回販売予定住戸はタワー棟 11Ｆ～29Ｆ（変更になる場合があります） 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

住友不動産住友不動産住友不動産住友不動産グループグループグループグループ 

＜＜＜＜タワータワータワータワー棟棟棟棟外観外観外観外観完成予想完成予想完成予想完成予想パースパースパースパース＞＞＞＞    

    



「「「「シティタワーシティタワーシティタワーシティタワーさいたまさいたまさいたまさいたま新都心新都心新都心新都心」」」」がごがごがごがご評価評価評価評価いただいているいただいているいただいているいただいているキーワードキーワードキーワードキーワード    ““““駅前駅前駅前駅前でありながらでありながらでありながらでありながら・・・・・・・・・・・・””””     

「シティタワーさいたま新都心」はＪＲ埼京線「北与野」駅

徒歩２分に加え、ＪＲ京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さい

たま新都心」駅からも徒歩９分と２駅４線が利用でき、東京

方面への通勤・通学にも便利です。また、通りの向かいには

フードガーデン北与野店（営業時間 10:00～22:00）や書店、

レストランなどが入居するアルーサショッピングモール、徒

歩１０分圏内には小・中学校があり、生活利便性の高い立地

となっています。 

駅前立地の場合、比較的敷地が狭いために駐車場は機械式

で台数も少なく、緑地も僅かというマンションが少なくあり

ませんが、「シティタワーさいたま新都心」は築４０年の団

地の建替えという特性を最大限活かし、下記の通り駅前立地 

であれば本来はトレードオフとなる要素が両立している点

もお客様への訴求ポイントとなっています。 

 

①①①①緑豊緑豊緑豊緑豊かなかなかなかな環境環境環境環境    

桜や紅葉など約４０年の歳月が育んだ旧与野上落合住宅の

大きな既存樹４７本を継承しつつ、新たにシラカシやツツジ

といった多種多彩な植栽を施し、１万㎡を超える敷地面積に

対して高・中・低木合わせて約２,５００本を植樹していま

す。緑化比率を約２０％確保することで、駅前立地でありな

がら四季折々の自然と触れ合える環境を創造しています。 

                              

②②②②自走式駐車場自走式駐車場自走式駐車場自走式駐車場                                                                                            

駅前立地でありながら機械式駐車場に比べ入・出庫がスムーズで便利な自走式駐車場を月額予定料金

３,５００円～２９３台分ご用意しています。（別途身障者用の平置駐車場１台あり）また、人の動線

と分離した専用のアプローチやコーチエントランスの車寄せを設け、暮らしやすさと安全面にも配慮

しています。    

 

③③③③開放感開放感開放感開放感のあるのあるのあるのある配棟計画配棟計画配棟計画配棟計画    

緑を巡らせた敷地にタワー棟と２つのレジデンス棟、自走式駐車場をレイアウトしています。約５３％

の空地率を確保し、建物を外部の道路からセットバックさせることで、住戸内からの開放感も追求し

ています。また、建物の周囲には地域の交流の場ともなる広場状のオープンスペースを２ヶ所設け、

駅前立地でありながら開放的で潤い豊かな景観を演出しています。 

                
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

＜「＜「＜「＜「北与野北与野北与野北与野」」」」駅前駅前駅前駅前ロータリーロータリーロータリーロータリーからのからのからのからのイメージイメージイメージイメージ＞＞＞＞    

レジデンス棟 ウエスト 

タワー棟 

自走式駐車場 

レジデンス棟 サウス 

JR「北与野」駅方面 ⇒ 

＜＜＜＜敷地配置敷地配置敷地配置敷地配置イメージイメージイメージイメージ図図図図＞＞＞＞    

グリーンパーク 

（広場公開空地） 

グリーンスクエア （広場公開空地） 

＜＜＜＜建物完成予想建物完成予想建物完成予想建物完成予想パースパースパースパース＞＞＞＞    



「「「「シティタワシティタワシティタワシティタワーーーーさいたまさいたまさいたまさいたま新都心新都心新都心新都心」」」」のののの主主主主なななな特徴特徴特徴特徴        
    

＜＜＜＜ハイグレードハイグレードハイグレードハイグレードなななな建物建物建物建物＞＞＞＞    

■■■■シャープシャープシャープシャープででででスタイリッシュスタイリッシュスタイリッシュスタイリッシュなななな外観外観外観外観    

濃紺を基調にした優美な中にも力強さのあるファサ

ードは、全体の統一感をバルコニーのガラス手摺に

より演出し、シャープでスタイリッシュな外観デザ

インとしています。 

 

■眺望眺望眺望眺望とととと採光採光採光採光をををを重視重視重視重視したしたしたしたバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー 

    タワー棟の全周とレジデンス棟に配したバルコニ

ーは、居室からの眺望と採光を重視し、ガラス手摺

を採用しています。 

    

＜＜＜＜リビングリビングリビングリビング・・・・ダイニングイメージダイニングイメージダイニングイメージダイニングイメージ    ＞＞＞＞ 

■■■■ホテルライクホテルライクホテルライクホテルライクなななな共用部共用部共用部共用部                                                      （モデルルームと現地３０階相当の眺望をＣＧ合成） 

タワー棟のフロアはホテルライクな気品を漂わせる      

内廊下を採用し、プライバシー性、防犯性、快適性、   

静謐性を高めています。天井高約５ｍ、２層吹抜け 

ガラス張りのエントランスホールは冷暖房装置や 

ＢＧＭも備え、優雅で落ち着いた雰囲気を演出して   

います。さらにゲストとの歓談もできる迎賓の空間 

としてラウンジも設けています。  

 

 

＜＜＜＜エントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホール完成予想完成予想完成予想完成予想パースパースパースパース＞＞＞＞    

 

 

■ゴミゴミゴミゴミ処理処理処理処理へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮    

各住戸のキッチンは生ゴミを粉砕処理してゴミを少なくするディスポーザーを標準仕様としています。 

生ゴミは専用の排水処理装置で浄化してから排水するので、環境への負荷も軽減することができます。 

また、高層階住戸のゴミ処理に配慮し、タワー棟各フロアには２４時間いつでもゴミ出し（粗大ゴミ

除く）が可能なゴミ置場を設置しています。 

    

＜＜＜＜安全安全安全安全とととと安心安心安心安心＞＞＞＞    

■■■■高度高度高度高度ななななセキュリティシステムセキュリティシステムセキュリティシステムセキュリティシステム    

共用部に設置した３１台の防犯カメラに加え、風除室及びエレベーターホール（レジデンス棟はエレ

ベーターホール入口）の２ヶ所で来訪者を住戸内のカラーモニター付インターホンの音声と映像で確

認可能な２段階のオートロックシステムを採用しています。さらに留守の際も来訪者を確認すること

ができる録音機能も付いています。 

 

■２４２４２４２４時間有人管理時間有人管理時間有人管理時間有人管理ととととコンシェルジュサービスコンシェルジュサービスコンシェルジュサービスコンシェルジュサービス    

２４時間有人管理を住友不動産建物サービスが行います。スタッフがマンション内の管理事務室に常

駐し、日々の暮らしを見守るとともに、共用設備、防災設備などを一括して管理します。また、クリ

ーニングの取次やベビーシッターの受付など、コンシェルジュが各種ライフサービスを提供します。

（９時～１８時予定、年末年始及び夏期休暇あり） 

 

■■■■免震構造免震構造免震構造免震構造    ※②※②※②※②    

「シティタワーさいたま新都心」のタワー棟では、基礎部分に免震工法を採用しています。積層ゴム

とダンパーを用いた免震装置が地震エネルギーを吸収するため、建物の変形、揺れを抑制します。 

免震構造の採用により、地震時にも家具などが倒れにくく、怪我などの心配も軽減されます。 

※②免震構造はタワー棟（２８２戸）のみとなります 

 



     「「「「シティタワーシティタワーシティタワーシティタワーさいたまさいたまさいたまさいたま新都心新都心新都心新都心」」」」    物件物件物件物件概要概要概要概要        
 

【【【【所 在所 在所 在所 在 地地地地】】】】     埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目 540 番 1（地番） 

【【【【交交交交 通通通通】】】】          JR 埼京線「北与野」駅徒歩 2分 

JR 京浜東北線・高崎線・宇都宮線「さいたま新都心」駅徒歩 9 分 

【【【【敷 地 面敷 地 面敷 地 面敷 地 面 積積積積】】】】   10,725.00 ㎡  

【【【【建 築 面建 築 面建 築 面建 築 面 積積積積】】】】                        4,998.86 ㎡ 

【【【【延 床 面延 床 面延 床 面延 床 面 積積積積】】】】                            42,798.24 ㎡（容積対象面積 32,074.95 ㎡） 

【【【【構 造構 造構 造構 造 ・・・・ 規規規規 模模模模】】】】          鉄筋コンクリート造  タワー棟：地上 32 階地下 1 階塔屋 1階 

                                                    レジデンス棟：地上 11 階地下１階（サウス）地上 7階（ウエスト） 

駐車場棟:鉄骨造 3層 4段  

【【【【総 戸総 戸総 戸総 戸 数数数数】】】】       住宅 419 戸（事業協力者住戸 14戸含む）、その他店舗 1 区画 

【【【【販 売 戸販 売 戸販 売 戸販 売 戸 数数数数】】】】                 405 戸    

【【【【間 取間 取間 取間 取 りりりり】】】】       1LD･K～4LD･K  

【【【【専 有 面専 有 面専 有 面専 有 面 積積積積】】】】             44.48 ㎡～91.75 ㎡  

【【【【竣竣竣竣                工工工工】】】】    平成 24年 1月末（予定） 

【【【【建建建建ぺいぺいぺいぺい率率率率・・・・容積率容積率容積率容積率】】】】    建ぺい率 50%・容積率 200%（総合設計制度適用による容積割増あり）   

【【【【管 理 会管 理 会管 理 会管 理 会 社社社社】】】】       住友不動産建物サービス株式会社  

【【【【売売売売 主主主主】】】】                     住友不動産株式会社 

【【【【用 途 地用 途 地用 途 地用 途 地 域域域域】】】】                                     第二種住居地域    

【【【【設設設設    計計計計・・・・監監監監    理理理理】】】】    前田建設工業株式会社一級建築士事務所 

【【【【施施施施 工工工工】】】】    前田建設工業株式会社  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 ＊本資料は国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、埼玉県政記者クラブに配布しています。 

    

【【【【本物件本物件本物件本物件にににに関関関関するするするする報道関係者報道関係者報道関係者報道関係者からのからのからのからのおおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

住友不動産株式会社 広報部 田中 TEL／03-3346-1042 

【【【【本物件本物件本物件本物件にににに関関関関するおするおするおするお客様客様客様客様からからからからのおのおのおのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

『シティタワーさいたま新都心』マンションギャラリー 

 受付時間／午前 10 時 ～午後 6時（無休・年末年始除く）TEL／0120-866-603 
 

『『『『シティタワーシティタワーシティタワーシティタワーさいたまさいたまさいたまさいたま新都心新都心新都心新都心』』』』ホームページホームページホームページホームページ    

http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ct_shintoshin/ 


