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「（仮

、環境配慮・居住性の高さ・住み心地の良さ・セキュリ

地区中心

棟建設し、４期に分けて分

コンベンションセンター等の都市機

地区中心エリアのランドマークとして、開かれた街づくりと郊外エリアの豊かな住環境を活

では１９７５年からインドネシアで分譲事業を展開しており、２０１２年には新たな現地法人「トウキュウ・ランド・

インドネシ

事業ノウハウと三菱商

（仮称）ＢＳＤプロジェクト・（仮称）Ｓｉｍａｔｕｐａｎｇプロジェクト（仮称）ＢＳＤプロジェクト・（仮称）Ｓｉｍａｔｕｐａｎｇプロジェクト（仮称）ＢＳＤプロジェクト・（仮称）Ｓｉｍａｔｕｐａｎｇプロジェクト（仮称）ＢＳＤプロジェクト・（仮称）Ｓｉｍａｔｕｐａｎｇプロジェクト    



 

 

◆◆◆◆((((仮称仮称仮称仮称))))ＳｉｍａｔｕｐａｎｇプロジェクトＳｉｍａｔｕｐａｎｇプロジェクトＳｉｍａｔｕｐａｎｇプロジェクトＳｉｍａｔｕｐａｎｇプロジェクト    

 急速に開発が進む注目エリア急速に開発が進む注目エリア急速に開発が進む注目エリア急速に開発が進む注目エリア    

本プロジェクトは、トウキュウ・ランド・インドネシア社初の単独での分譲マンション開発事業となります。 

本物件地は南ジャカルタの急速に開発が進んでいるＳｉｍａｔｕｐａｎｇ地区に位置しており、高速道路の開通によりスカルノ

ハッタ国際空港へのアクセスが良好な場所です。また、将来ジャカルタ都市高速鉄道（ＭＲＴ）が物件地前を通過する計画と

なっており、更にアクセス性が高くなることが見込まれるエリアです。 

株式会社東急設計コンサルタント（総合設計監修）・有限会社クリマ（外観デザイン）・Gensler and Associates/ 

International Ltd. 日本オフィス（インテリアデザイン）など日本の英知を集結し、敷地内には２棟・３８１戸の分譲マンションの

他に、引渡後の利便性向上の為のレストランを中心とした利便施設を計画しています。 

 

【プロジェクト概要】    

土 地 面 積  約１５，０００㎡ 

建 物 面 積  約７６，０００㎡ 

総 戸 数  ３８１戸（予定）  

スケジュール  着工 ２０１５年１２月（予定）  販売 ２０１５年９月（予定） 

 

【位置図】         インドネシア中心部地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＣＢＤ：central business district 

◆◆◆◆インドネシアにおける東急不動産の事業展開インドネシアにおける東急不動産の事業展開インドネシアにおける東急不動産の事業展開インドネシアにおける東急不動産の事業展開    

東急不動産では、１９７５年よりインドネシアで事業展開を図っており、これまでに約４，５００戸の戸建住宅を供給してまい

りました。２０１２年のトウキュウ・ランド・インドネシア社設立を皮切りに、今後も複数の分譲事業を展開していく予定です。 

 

【事業年表（一部抜粋）】 

１９７５年 バンドンにてプトラコインダー社とのジョイントオペレーション参画 

１９８１年 ジャカルタにてハカ社とのジョイントオペレーション参画 

１９９５年 ハカ社に資本参加 

２０１２年 ＰＴ．ＴＯＫＹＵ ＬＡＮＤ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ社設立 

 

約２５ｋｍ圏 


