
 
  平成 22 年 2 月 15 日 

各  位 

京の中心に住む、都市の中枢を生きる。 

地下鉄烏丸線「四条」駅、阪急京都線「烏丸」駅 徒歩 2 分 

田の字地区に総戸数 176 戸のマンションが誕生 

『四条烏丸クロスマーク』第一期販売開始 
 

 藤和不動産株式会社（本社：東京都中央区八重洲 2-3-13 取締役社長 八木橋孝男）、近鉄不動産株式会社

（本社：大阪府大阪市中央区難波 2-2-3 取締役社長 澤田悦郎）の 2 社は、四条通と烏丸通の 2 つのメイ

ンストリートが交差する京都の中心地「四条烏丸」において建設中の、総戸数 176 戸のマンション「四条烏

丸クロスマーク」（京都府京都市下京区）の第一期登録申込受付を 2010 年 2 月 13 日(土)より開始いたしまし

たのでお知らせいたします。 

 「四条烏丸クロスマーク」は、地下鉄烏丸線「四条」駅徒歩 2 分、阪急京都線「烏丸」駅徒歩 2 分。「歴

史的都心地区」または「田の字地区」と呼ばれる京都の中心地に、敷地面積 3,237.79 ㎡、地上 11 階建、総

戸数 176 戸のマンションとして誕生いたします。マスタープランには、京都らしさが息づくこの地にふさわ

しい美と匠を細部にまで凝らし、外構には日本瓦の庇に畳石、たや垣など京の町屋の佇まいを継承。エント

ランスホールは町屋の路地のように心やすらぐ静謐な空間の創出を目指しました。住戸プランは

1LDK(42.90 ㎡)～4LDK (92.48 ㎡)と幅広くご用意し、ファミリー、DINKS、シングルなどさまざまなライ

フスタイルの方々のニーズはもちろんのこと、セカンドユースにもお応えできる商品構成となっております。 
 
＜「四条烏丸クロスマーク」の特徴＞ 

京都らしい景観が守られた田の字地区に誕生 
■ 当物件が誕生する四条烏丸は、祇園、芝居興行、鴨川納涼床、老舗など京の文化軸として発展した「四

条通」と、かつては政治の中心であり、今では市民の公園として親しまれる京都御苑があり、近代、京

都駅の開業と共に都市軸の中枢を担う「烏丸通」の 2 軸が交差する京都らしい景観が守られた田の字地

区＊の中心、まさに京の中心、都市の中枢です。 

 
■ 日本三大祭の一つである祇園祭のハイライトである山鉾巡業。四条烏丸の交差点はそのスタート地点と

なっています。「四条烏丸クロスマーク」は白楽天山を祀る山鉾町に誕生し、お住まいになる方の誇りと

なる京の歴史を受け継ぐ立地です。 
■ 市営地下鉄烏丸線「四条」駅徒歩 2 分、阪急京都線「烏丸」駅徒歩 2 分。周辺には商業施設がそろい、

また、それぞれの駅から直通で「京都」へは 4 分、「梅田」へは 42 分という快適なアクセスです。 

古都の中心に誕生する、総戸数１７６戸の大規模プロジェクト 
■ 都心にありながら、敷地面積 3,237.79 ㎡、2 つの通りに広い間口を持つ総戸数 176 戸の大規模物件とし

て誕生します。 

 

 
＊ 「田の字地区」(都心幹線沿道地区)とは 
 

御池通、四条通、五条通、河原町通、烏丸通、堀川通の幹線が 
「田の字」を描くエリア。 

「歴史的都心地区」とも呼ばれ、伝統産業や京町屋が集う趣の 
ある景観を守り、次代へと継承するため、平成 19 年より建物の 
高さ制限が 45m から 31m に引き下げられました。 

また同様に「歴史的都心地区」に位置する「職住共存地区」は 
31m から 15ｍに引き下げられ、京都らしい歴史ある景観を守る 
ための配慮がなされています。 

本件に関するお問い合わせは  藤和不動産㈱広報室 益（えき）・深野 ０３－３２７２－６３４５（広報室直通） 
※当資料は、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、大阪建設記者クラブ、京都経済記者クラブで配布しています。 



京の町にふさわしい美と匠を細部にまで凝らしたマスタープラン 
■ マスタープランには、京都らしさが息づくこの地にふさわしい美と匠を細部にまで凝らし、住まう方々

はもちろん、この地にとっても誇りとなる建築物となることを目指しました。京町屋の色彩イメージを

継承し、淡いブラウングレーに日本瓦をイメージした黒をキーカラーとして使用。低層部と高層部には

黒、中層部には格子をイメージしたガラス手すりを採用するなど、京の街並みとの調和と住まいとして

の存在感を高めています。 
■ 室町通、仏光寺通それぞれに面した敷地を活かし、伝統的な街並みとの連続性を考慮した外構デザイン

としました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※掲載のイメージフォトは設計上参考とした様式の一部ですが、本物件の実際の設備、仕上げ等とは異なります。 

■ エントランスホールや、その奥の坪庭、ラウンジなどは、著名な建築家（竹山聖氏）やデザイナー（和

紙作家・堀木エリ子氏）にデザインしていただき、京を思わせる落ち着いた風情の、住まう方の誇りと

なる空間をつくりました。 

３１のプランバリエーション 
■ プランは全 23 プラン 31 バリエーション。1ＬＤＫ～4ＬＤＫ、42.90 ㎡～92.48 ㎡の多彩なプランバリエ

ーションをご用意。ファミリー、DINKS、シングルなどさまざまなライフスタイルの方々のニーズはも

ちろんのこと、セカンドユースにもお応えできる商品構成となっております。 

カーシェアリングシステムを初導入 
■ 環境にも家計にも優しい、ハイブリッドカーのカーシェアリングシステムを採用。藤和不動産・近鉄不

動産においては共に関西圏では初の導入です。 

Design Theme 
万十瓦葺き 
丸く存在感ある小巴が軒先に
重厚感を演出しています。 

Design Theme 
子持ち格子 
光･風を取り込みながら中を見え
にくくする工夫。専用庭に採用。 

Design Theme 
たや垣 
軒下を柵で囲い、私邸とし
ての風格を高めます。 

 

Design Theme 
路地 
京町屋風に畳石を敷
いています。 

Design Theme 
かしき造り 
室町通は呉服の町。雨の日も呉服等を運べるよう
に軒を深くしたかしき造りの町屋が続く街並みに
溶け込むデザインとしました。 
 

Design Theme 
京行燈 
行燈をモチーフにし
た灯りを設置。 

 



＜「四条烏丸クロスマーク」第一期販売スケジュール＞ 

平成 22 年 1 月 9 日(土)  モデルルームグランドオープン 

平成 22 年 2 月 13 日(土)～20 日(土)   第一期登録申込受付(10:00～18:00 但し最終日は 12:00 締切) 

平成 22 年 2 月 21 日(日)10:15 抽選 

 

＜物件概要＞ 

物件名称       四条烏丸クロスマーク 

所在地（地番）    京都府京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町 522 番 1 他 1 筆 

交通         京都市営地下鉄烏丸線｢四条｣駅(出入口 6 番)より徒歩 2 分、 

阪急京都線｢烏丸｣駅(出口 26 番)より徒歩 2 分 

総戸数        176 戸（他、管理室 1 戸、集会室 1 戸） 

敷地面積       3,237.79 ㎡(実測面積・建築確認対象面積・登記面積) 

建築面積       2,311.33 ㎡ 

建築延床面積     16,349.10 ㎡（容積対象外面積 4,062.89 ㎡含む） 

構造・規模      鉄筋コンクリート造地上 11 階地下 1 階建 1 棟 

間取り        1LDK～4LDK  

専有面積       42.90 ㎡～92.48 ㎡ 

設計・監理      株式会社礎一級建築士事務所 

施工         青木あすなろ･中川建設 共同企業体 

管理会社       三菱地所藤和コミュニティ株式会社 

売主・販売提携(代理) 藤和不動産株式会社、近鉄不動産株式会社 

完成予定       平成 23 年 1 月上旬 

入居予定       平成 23 年 1 月下旬 

＜第一期販売住戸概要＞ 

販売戸数       63 戸 

間取り        2LDK～4LDK  

専有面積       57.47 ㎡～92.48 ㎡ 

販売価格       3,150 万円～7,180 万円 

最多価格帯      4,500 万円台(7 戸) 

＜「四条烏丸クロスマーク」外観完成予想ＣＧ＞ 
 

 



＜「四条烏丸クロスマーク」案内図> 

 
＜「四条烏丸クロスマーク」周辺ＭＡＰ＞ 

 
 

ニュースリリースに関するお問い合わせは 

  藤和不動産株式会社 広報室 益（えき）・深野     ０３－３２７２－６３４５ 

                            e-mail SYOUKO_FUKANO@towa-fudosan.co.jp

お客さまからのお問い合わせは 

  「四条烏丸クロスマーク」マンションギャラリー      ０１２０－１８７－１０８ 

URL  http://www.kyoto176.com/

mailto:SYOUKO_FUKANO@towa-fudosan.co.jp
http://www.kyoto176.com/

