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多様な用途とコミュニティデザイン、コンパクトで街歩きの楽しめる洗練された街区

建築物の省エネルギー化、人体や環境への影響配慮

同部門でのＧＯＬＤ以上の認証は世界

街区（二子玉川ライズ・ショッピングセンター・テラスマーケット

） 

・Ⅰ‐ｂ街区（二子玉川ライズ・ショッピングセンター、二子玉川ライズ・オフィス、

・鉄道街区（二子玉川ライズ・ショッピングセンター・ステーションマーケット）

・Ⅱ‐ｂ街区（二子玉川ライズ・バーズモール＆レジデンス） 

二子玉川ライズ・プラザモール

ませんが、世田谷区の賛同を得て、認証範囲に含めております。

                                                                                                                                                                                                                                                            

）とは、米国グリーンビルディング協会が所管する環境

性能評価指標のことであり、エネルギー効率にすぐれ、持続可能な建築物を普及することを目的としています。

、日本でも取得の動きが活発化しています。

まちづくり部門」

街区の都市計画・開発の環境配慮基準を評価する

つの指標の合計値にて評価が受けられます。

多様な生態系の維持保存、公共交通機関の利用が可能な立地選択

多様な用途とコミュニティデザイン、コンパクトで街歩きの楽しめる洗練された街区

建築物の省エネルギー化、人体や環境への影響配慮 

同部門でのＧＯＬＤ以上の認証は世界で２１件取得されて

マーケット、二子玉川ライズ・

・Ⅰ‐ｂ街区（二子玉川ライズ・ショッピングセンター、二子玉川ライズ・オフィス、

・鉄道街区（二子玉川ライズ・ショッピングセンター・ステーションマーケット） 

二子玉川ライズ・プラザモール

ませんが、世田谷区の賛同を得て、認証範囲に含めております。

                                                                                                                                                                                                                                                            

）とは、米国グリーンビルディング協会が所管する環境

性能評価指標のことであり、エネルギー効率にすぐれ、持続可能な建築物を普及することを目的としています。

、日本でも取得の動きが活発化しています。  

部門」を示すもの

街区の都市計画・開発の環境配慮基準を評価する

つの指標の合計値にて評価が受けられます。 

多様な生態系の維持保存、公共交通機関の利用が可能な立地選択 

多様な用途とコミュニティデザイン、コンパクトで街歩きの楽しめる洗練された街区

件取得されています。

、二子玉川ライズ・タワーオフィス

・Ⅰ‐ｂ街区（二子玉川ライズ・ショッピングセンター、二子玉川ライズ・オフィス、二子玉川ライズ・オークモール

 

二子玉川ライズ・プラザモール） 

ませんが、世田谷区の賛同を得て、認証範囲に含めております。

                                                                                                                                                                                                                                                            

）とは、米国グリーンビルディング協会が所管する環境

性能評価指標のことであり、エネルギー効率にすぐれ、持続可能な建築物を普及することを目的としています。

ものが NEIGHBORHOOD 

街区の都市計画・開発の環境配慮基準を評価する

多様な用途とコミュニティデザイン、コンパクトで街歩きの楽しめる洗練された街区 

います。 

タワーオフィスほか

二子玉川ライズ・オークモール

ませんが、世田谷区の賛同を得て、認証範囲に含めております。

                                                                                                                                                                                                                                                            

）とは、米国グリーンビルディング協会が所管する環境

性能評価指標のことであり、エネルギー効率にすぐれ、持続可能な建築物を普及することを目的としています。

NEIGHBORHOOD 

街区の都市計画・開発の環境配慮基準を評価する制度

ほか） 

二子玉川ライズ・オークモール） 

ませんが、世田谷区の賛同を得て、認証範囲に含めております。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                



■ＬＥＥＤ説明会■ＬＥＥＤ説明会■ＬＥＥＤ説明会■ＬＥＥＤ説明会

LEED に関する理解を深めるための説明会を以下の通り実施いたしますので、是非ご参加ください。

日 時

会 場

目 的

問合せ先：

 

（会場案内図）（会場案内図）（会場案内図）（会場案内図）

    

■■■■二子玉川ライズ二子玉川ライズ二子玉川ライズ二子玉川ライズ

第２期事業が含まれる「二子玉川ライズ」全体の再開発事業施行地区面積は約１１

開発事業では都内最大級です。そのうち第１期事業（施行面積：約８

す。 

 

※二子玉川公園の平面図は、世田谷区が策定した「（仮称）二子玉川公園基本計画図」を、

区市街地再開発

同基本計画図のイメージをもとに組合が作成したものです。

 

■ＬＥＥＤ説明会■ＬＥＥＤ説明会■ＬＥＥＤ説明会■ＬＥＥＤ説明会    

に関する理解を深めるための説明会を以下の通り実施いたしますので、是非ご参加ください。

日 時 ：１１月６日（木）１５：３０～１６：３０

会 場 ：二子玉川東第二地区市街地再開発組合会議室

目 的 ：二子玉川東地区における環境配慮への取り組みと、

問合せ先：二子玉川東第二地区市街地再発組合

（会場案内図）（会場案内図）（会場案内図）（会場案内図）                                                                                    

二子玉川ライズ二子玉川ライズ二子玉川ライズ二子玉川ライズ    再開発事業の再開発事業の再開発事業の再開発事業の

第２期事業が含まれる「二子玉川ライズ」全体の再開発事業施行地区面積は約１１

開発事業では都内最大級です。そのうち第１期事業（施行面積：約８

二子玉川公園の平面図は、世田谷区が策定した「（仮称）二子玉川公園基本計画図」を、

区市街地再開発組合

同基本計画図のイメージをもとに組合が作成したものです。

に関する理解を深めるための説明会を以下の通り実施いたしますので、是非ご参加ください。

１１月６日（木）１５：３０～１６：３０

二子玉川東第二地区市街地再開発組合会議室

二子玉川東地区における環境配慮への取り組みと、

二子玉川東第二地区市街地再発組合

                                                                                    

再開発事業の再開発事業の再開発事業の再開発事業の全体計画概要全体計画概要全体計画概要全体計画概要

第２期事業が含まれる「二子玉川ライズ」全体の再開発事業施行地区面積は約１１

開発事業では都内最大級です。そのうち第１期事業（施行面積：約８

二子玉川公園の平面図は、世田谷区が策定した「（仮称）二子玉川公園基本計画図」を、

組合（以下、組合）

同基本計画図のイメージをもとに組合が作成したものです。

に関する理解を深めるための説明会を以下の通り実施いたしますので、是非ご参加ください。

１１月６日（木）１５：３０～１６：３０ 

二子玉川東第二地区市街地再開発組合会議室

二子玉川東地区における環境配慮への取り組みと、

二子玉川東第二地区市街地再発組合

                                                                                    再開発組合会議室再開発組合会議室再開発組合会議室再開発組合会議室

全体計画概要全体計画概要全体計画概要全体計画概要    

第２期事業が含まれる「二子玉川ライズ」全体の再開発事業施行地区面積は約１１

開発事業では都内最大級です。そのうち第１期事業（施行面積：約８

二子玉川公園の平面図は、世田谷区が策定した「（仮称）二子玉川公園基本計画図」を、

（以下、組合）が世田谷区の承諾を得て掲載したものです。

同基本計画図のイメージをもとに組合が作成したものです。

に関する理解を深めるための説明会を以下の通り実施いたしますので、是非ご参加ください。

二子玉川東第二地区市街地再開発組合会議室 

二子玉川東地区における環境配慮への取り組みと、

二子玉川東第二地区市街地再発組合事務局  髙（たか）・江口

再開発組合会議室再開発組合会議室再開発組合会議室再開発組合会議室

    

第２期事業が含まれる「二子玉川ライズ」全体の再開発事業施行地区面積は約１１

開発事業では都内最大級です。そのうち第１期事業（施行面積：約８

二子玉川公園の平面図は、世田谷区が策定した「（仮称）二子玉川公園基本計画図」を、

が世田谷区の承諾を得て掲載したものです。

同基本計画図のイメージをもとに組合が作成したものです。

に関する理解を深めるための説明会を以下の通り実施いたしますので、是非ご参加ください。

二子玉川東地区における環境配慮への取り組みと、LEED・ND 認証評価内容の説明

髙（たか）・江口 

再開発組合会議室再開発組合会議室再開発組合会議室再開発組合会議室    

    

第２期事業が含まれる「二子玉川ライズ」全体の再開発事業施行地区面積は約１１

開発事業では都内最大級です。そのうち第１期事業（施行面積：約８.１ｈａ）は２０１１年３月に完成していま

二子玉川公園の平面図は、世田谷区が策定した「（仮称）二子玉川公園基本計画図」を、

が世田谷区の承諾を得て掲載したものです。

同基本計画図のイメージをもとに組合が作成したものです。 

に関する理解を深めるための説明会を以下の通り実施いたしますので、是非ご参加ください。

認証評価内容の説明

 電話：０３－３７０７－０６４３

第２期事業が含まれる「二子玉川ライズ」全体の再開発事業施行地区面積は約１１.２ｈａで民間が施行する再

１ｈａ）は２０１１年３月に完成していま

二子玉川公園の平面図は、世田谷区が策定した「（仮称）二子玉川公園基本計画図」を、

が世田谷区の承諾を得て掲載したものです。二子玉川公園のパースは、

に関する理解を深めるための説明会を以下の通り実施いたしますので、是非ご参加ください。 

認証評価内容の説明 

電話：０３－３７０７－０６４３

２ｈａで民間が施行する再

１ｈａ）は２０１１年３月に完成していま

二子玉川公園の平面図は、世田谷区が策定した「（仮称）二子玉川公園基本計画図」を、二子玉川東第二地

二子玉川公園のパースは、

 

電話：０３－３７０７－０６４３ 

２ｈａで民間が施行する再

１ｈａ）は２０１１年３月に完成していま

二子玉川東第二地

二子玉川公園のパースは、


