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 環境性能評価環境性能評価環境性能評価環境性能評価    ＬＥＥＤ認証ＬＥＥＤ認証ＬＥＥＤ認証ＬＥＥＤ認証    ＧＯＬＤを取得予定ＧＯＬＤを取得予定ＧＯＬＤを取得予定ＧＯＬＤを取得予定    

本事業では近年高まりを見せるグリーンビルディングニーズに対応するため、本事業では仕様・設備において環境負荷

に配慮し、米国グリーンビルディング協会が所管しているＬＥＥＤ（Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ ｉｎ Ｅｎｅｒｇｙ ａｎｄ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｄｅｓｉｇｎ）

認証のＧＯＬＤを取得する予定となっています。 

 

【プロジェクト概要】    

名 称  ４２５パーク・アベニュー 

土 地 面 積  約 ２，６００㎡  

建物賃貸面積  約６４，０００㎡  

構 造 ・ 規 模  鉄骨造・地上４７階 地下２階 

用 途  事務所、店舗 

駐 車 場  １００台 

設 計 会 社  フォスター＆パートナーズ社 

施 工 会 社  ティッシュマン社 

共 同 事 業 者     Ｌ＆Ｌホールディングス社・グリーンオークリアルエステート社 

建 物 竣 工  ２０１８年（予定） 

 

【位置図】         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

拡大位置図（プラザ地区） 



 

 

（参考）（参考）（参考）（参考）    

◆東急不動産の◆東急不動産の◆東急不動産の◆東急不動産の米国での米国での米国での米国での事業事業事業事業展開展開展開展開    

２０１４年１１月に東急不動産ホールディングスが発表した中長期経営計画では、海外事業を成長事業と位置づけており

ます。東急不動産は２０１２年にロサンゼルスに現地法人を設立、現在までにロサンゼルス、ニューヨーク、ヒューストン等で

オフィス、アパート等を取得するなど、積極的に事業展開を推進しています。 

 

◆◆◆◆LLLL＆＆＆＆LLLL ホールディングホールディングホールディングホールディングススススの概要の概要の概要の概要    

L＆L ホールディングスは、ニューヨーク市とニューヨーク都市圏で総面積約５５７千㎡のハイグレードな商業用不動産を所

有、管理している非公開の不動産会社です。不動産の投資家、所有者、運営管理者、並びに開発業者として付加価値の高

い事業機会を見極めることに長け、パートナー企業のために圧倒的なリターンを生み出し、再開発事業で数々の賞を受賞し

ています。 

 L＆L ホールディングスに関しては、www.ll-holding.com をご覧ください。 

 

◆◆◆◆グリーンオークリアルエステートの概要グリーンオークリアルエステートの概要グリーンオークリアルエステートの概要グリーンオークリアルエステートの概要    

グリーンオークリアルエステートは、投資家に対し長期的な価値を創出し、クライアントに戦略的なアドバイス提供を目指

す、パートナー制度により構成される独立の不動産投資顧問会社です。２０１５年３月現在、約４６億ドルの運用資産を管理

し、ターゲットとする戦略および資産に投資するために、３３億ドルの資本を調達しています。２０１０年に設立され、ニューヨ

ーク、ロサンゼルス、ロンドン、マドリード、東京、ソウルにオフィスを構えています。 

グリーンオークリアルエステートに関しては、http://greenoakrealestate.comをご覧ください。 


