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2016年 6月 14日 

報道関係 各位 

株式会社マリモ  

 

 

 

株式会社マリモ（本社：広島市西区、代表取締役 社長執行役員：深川 真）は、このたび、広

島市西区において、分譲マンション「ポレスター東高須ザ・レジデンス」プロジェクトを開始し

ます。 

 本物件は、広電宮島線「東高須」へ徒歩 2分、広島バス「庚午北 2丁目」バス停へ徒歩 3分の

2路線が利用可能。そして、徒歩５分圏内に生活利便施設が整うロケーション。敷地内に全戸平

面駐車場を確保し、第一種住居地域内に立地した開放感あふれる環境です。 

また、本物件は広島市で 17棟目、広島県で 37棟目のマリモの開発マンションとなります。 

※The Real First.（ザ・リアル・ファースト）とは、イメージではなく、本当の豊かさを求める 「ポレスタ

ー東高須ザ・レジデンス」の“現実を第一に”という開発理念を示す言葉です。 

 

【ポレスター東高須ザ・レジデンス  主な特徴】 

 

[１] 選べる豊富なアクセス。 

広電宮島線「東高須」へ徒歩 2分 

「東高須」から 

・「商工センター入口」へ 8分 

・「紙屋町西」へ 23分 

※時間は日中平常時。所要時間に乗り換え時間は含みません。 

広島バス「庚午北 2丁目」バス停へ徒歩 3分 

西広島バイパス入り口へ自動車 1分 

 

[２] 徒歩 5分圏内のフラットな立地に充実する利便施設。 

・庚午第一公園 

・スパーク庚午店 

・ウォンツ庚午店 

・セブンイレブン広島庚午北 1丁目店 

・マックスバリュエクスプレス庚午店 

・こうご北保育園 

・広島庚午北郵便局 

徒歩 1分 

徒歩 3分 

徒歩 4分 

徒歩 4分 

徒歩 5分 

徒歩 1分 

徒歩 3分 

※掲載の徒歩による所要時間は地図上の概測距離より 80m/分で算出したおよその時間です。 
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[３] 敷地内に全戸分の平面駐車場を確保。 

出入り口には防犯性を高めるシャッターゲートを採用 

 

[４] 充実の標準装備・仕様。 

・ 断熱性に優れた複層ガラス 

・ 高効率ガス給湯器エコジョーズ 

・ 防音性の高いT-1等級サッシ 

・ リビングに温水式床暖房 

・ リビングにガスコンセント 

・ 料理に便利な3つ口のガラストップコンロ 

・ キッチンに節湯タイプの浄水器内蔵シャワー水栓 

・ 食後の後片付けに便利な食器洗い乾燥機 

・ 浴槽を断熱材で包んだ保温浴槽 

・ 浴室にミストサウナ 

・ 環境にやさしく経済的な節水型トイレ 

・ バルコニーにスロップシンク 

・ ハンズフリーでエントランスドアを開くテブラキー 

・ 住戸内のシーリング照明とダウンライトにLED照明 

・ 全居室にカーテン 

 

[５] 食材宅配受取サービス。 

提携した食材配達会社やネットスーパーなどの「食品留め置きサービス」が利用でき、

不在時の受け取りが可能。 

 

[６] 期間限定で無償のカラーセレクトが可能。 

 

[７] お引越し無料サービス。 

※移動距離やお荷物の内容等により追加料金が発生する場合があります。 

 

[８]【フラット 35】Ｓ（金利 Bプラン）登録予定。 
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【広島県で 36棟 2136 戸の実績】 

 

1. ポレスター宇品アクアテラ 

2. ポレスター五日市駅前 

3. ポレスター五日市駅前弐番館 

4. ポレスター大町東 

5. ポレスター西原駅前 

6. ポレスター祇園 

7. ポレスター安芸矢口 

8. ポレスター緑井 

9. ポレスター横川駅前 

10. ポレスター医大南 

11. ザ・パークハウス祗園 

12. ポレスター段原プレミアム 

13. ポレスター平和大通りプレミアムレジデンス 

14. ポレスター宇品御幸プレミアムコート 

15. ポレスター横川駅前プレミアム 

16. ポレスター宇品海岸ハーバービュー 

17. ザ・レジデンス廿日市駅前 

18. グランドール尾道 

19. グランドール尾道弐番館 

20. グランドール尾道参番館 

21. グランドール尾道四番館 

22. グランドール尾道五番館 

23. グランドール栗原 

24. ポレスターブロードシティ高須町 

25. ポレスター東尾道駅前 

26. ポレスター尾道駅前 

27. ポレスター福山 

28. ポレスターブロードシティ南蔵王 

29. ポレスターブロードシティ東桜町 

30. ポレスター緑町公園 

31. ポレスター春日町 

32. ポレスター南蔵王 

33. ポレスター三原 

34. ポレスター三原本町 

35. ポレスターブロードシティ三原 

36. ポレスター西条ブルームコート 

（広島市／124戸） 

（広島市／33 戸） 

（広島市／39 戸） 

（広島市／36 戸） 

（広島市／28 戸） 

（広島市／74 戸） 

（広島市／47 戸） 

（広島市／50 戸） 

（広島市／56 戸） 

（広島市／20 戸） 

（広島市／84 戸） 

（広島市／28 戸） 

（広島市／40 戸） 

（広島市／104戸） 

（広島市／27 戸） 

（広島市／157戸） 

（廿日市市／108 戸） 

（尾道市／49 戸） 

（尾道市／60 戸） 

（尾道市／47 戸） 

（尾道市／36 戸） 

（尾道市／36 戸） 

（尾道市／26 戸） 

（尾道市／98 戸） 

（尾道市／56 戸） 

（尾道市／42 戸） 

（福山市／69 戸） 

（福山市／70 戸） 

（福山市／98 戸） 

（福山市／98 戸） 

（福山市／32 戸） 

（福山市／56 戸） 

（三原市／38 戸） 

（三原市／30 戸） 

（三原市／56 戸） 

（東広島市／84戸） 
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【外観完成予想図】 

 

※掲載の絵図は図面を基に描きおこしたもので実際とは多少異なる場合がございます。 

 

【現地周辺地図】 
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【物件概要】

■名称  

■所在地  

■交通  

 

■総戸数  

■構造・規模  

■敷地面積  

■建築面積  

■建築延床面積  

■建築確認番号  

■用途地域  

■専有面積(一戸当たり)  

■ﾊﾞﾙｺﾆｰ面積(一戸当たり)  

■間取り 

■完成予定日 

■入居予定日 

■管理会社  

■設計・監理 

■施工   

■事業主  

■売主  

 

ポレスター東高須ザ・レジデンス 

広島県広島市西区庚午北二丁目 193、194、195、196、197（地番） 

広島電鉄「東高須」徒歩 2分 

広島バス「庚午北 2丁目」バス停へ徒歩 3分 

44戸 

鉄筋コンクリート造地上 15階建 

1,768.77㎡ 

388.79㎡ 

3,830.62㎡(容積対象外面積 296.92㎡含む) 

第 ERI16018857（平成 28年 5月 31日） 

第 1種住居地域 

62.80㎡～90.52㎡ 

3.50㎡～22.01㎡ 

2LDK(15戸)、3LDK(14戸)、3LDK＋S(納戸)(14戸)、4LDK（1戸） 

平成 29年 12月末日 

平成 30年 2月末日 

株式会社 GMアソシエ 

株式会社マリモ 

株式会社共立 

株式会社マリモ 

株式会社マリモ 

以上 

 

プレスリリースに関するお問合せ先 

 

株式会社マリモ 

経営管理本部 広報部  

TEL ０８２－２７３－７５４５ 

 

コーポレートサイト：http://www.marimo-ai.co.jp/ 

物件サイト：http://www.polestar-m.jp/508/ 

 

 

 

 

http://www.marimo-ai.co.jp/
http://www.polestar-m.jp/508/

