
ヌサジャヤ最高級地区
プテリ・ハーバー
新規有望複合開発物件

*全ての情報は、2013年12月現在のものであり、開発会社の都合により、予告なく変更されることもあります。
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　UEM-サンライズ（UEM-Sunrise）社は、UEMランド・グループ（UEM Land Group ）
傘下の開発会社です。UEMランド・グループは、政府系投資・持ち株会社であるカザナ・
ナショナル（Khazanah National）が所有する会社であり、UEM-サンライズは両社の出資
を受け、株式時価総額145億9千リンギット（2013年6月12日時点）で国内最大の開発会
社となっています。
　同社は首都圏において、外国人駐在地区として有名なモントキアラ（Montʼ Kiara）地区
で多くコンドミニアム建設をしてきたほか、国内優良開発会社による開発がひしめくサイ
バージャヤ（Cyberjaya)地区開発でも同社は、98エーカーという広大な敷地を確保し、
2.247戸の住宅建築を進め、大きな存在感を示しております。また、マレー半島南部ジョ
ホール州の経済特区イスカンダール・マレーシア（Iskandar Malaysia）内にあるヌザジャ
ヤ（Nusajaya）地区のマスター・プランの役割を担っています。
　海外進出も果たしており、シンガポールの「マリナ・ワン＆ドゥオ」やカナダのバンク
ーバーでもコンドミニアムの建設を行なっています。
　

開 発 会 社

　ヌザジャヤの中でも商業地と
して一等地であるプテリ･ハーバ
ーに建設される『アルマス  　　
（Almas）』は、オフィス・ビ
ル、店舗・ショップ・オフィス
用の低層階スペース、コンドミ
ニアムからなる複合開発プロジ
ェクトです。
　今回販売が開始されるのは、
コンドミニアム「アルマス・ス
ィート」、オフィスビル（2棟）、店舗（ショップ・ロット）が入る「ブルーバード」で
す。アルマス・スィートは、全546室の9割が50㎡以下のサイズのユニットとなり、都市
生活者のための住居です。オフィス・ビルは2棟からなり、光ファイバーによる通信イン
フラを備えたプテリ･ハーバー地区初のオフィス物件となります。ブルーバードは、高層
ビルの土台となるポディウムと呼ばれる8階建ての建物の上部に設置される商業用・店舗
用物件です。ポディウムには、アンタラ・スィートやオフィス・ビルなどの共有施設が置
かれるほか、歩道とビルの間に配される橋によって移動を容易にします。また、緑や噴水
などを配置した広場として憩いの空間を提供します。

物件コンセプト

　アルマスには、ベースとなる8
階建てのポディウムがあり、その
上にオフィス･ビルやスィートな
ど高層建築物がのる構造となりま
す。ポディウムは、公園のように
整備された空間に共有施設やブル
ーバード沿いに店舗が配置されま
す。



プロジェクト詳細
土地　　：商業地、永久所有権
敷地面積：4万9,470㎡
             （12.225エーカー）
複合開発 ：アルマス・スィート1棟（34階建）
　　　　　オフィスビル2棟（20階建）
　　　　　店舗（ショップ・ロット）用ブルーバード
　　　　　アンアタラ・レジデンス2棟
完成予定：2018年12月

アルマス・スィート

タイプ　　　　　              仕様  広さ

物 件 概 要

タイプC1   1ベッドルーム　   48.22 ㎡（519 sqft）
タイプC2   1+1ベッドルーム（2階式） 82.78 ㎡（891 sqft）
タイプC3   3+1ベッドルーム　  206.3 ㎡（2,221 sqft）

・1棟（34階）＋共有施設を配したポディウム（8階建）
・全546室：タイプC1（476室）、タイプC2（66室）、タイプC3（4室）
・プールなど施設を備えた広さ4,452㎡のエコデッキ
・スカイ・ガーデン（33階）
・想定平米単価　約32万円、（RM=32円）　

オフィス・ビル
・2棟（20階建）＋共有施設を配したポディウム（8階建）
・光ファイバーによる通信インフラ
・柱を必要としない構造
・階下にあるブルーバードに店舗があり、食事に便利な環境
・州政府施設に隣接しており、政府機関の認可手続きが多い業種向き

オフィスA
タイプ1　：1,191㎡（12,822 sqft）－1-5階、7-20階
タイプ2　：982.7㎡（10,578 sqft）-6階
タイプ3　：307.1㎡（3,306 sqft）-ポディウム6階

オフィスB
タイプ1　：1,205㎡（12,974 sqft）－1-5階、7-20階
タイプ2　：979.8㎡（10,546 sqft）-6階
タイプ3　：307.1㎡（3,306 sqft）-ポディウム6階

商業店舗（区分所有）
・１棟（5階建）
・間口を大きく採った間取り（約9m）
・歩道や橋を配し、歩きやすいレイアウト
・業務専用の搬入口
・集客に重要なタクシー乗り場設置とシャトルバスの運行
・2000カ所の駐車スペース

店舗
レベル１　　：　103.9㎡（1,118 sqft）
レベル2　　：　104.4㎡（1,124 sqft）
レベル3-5　：　120.8㎡（1,300 sqft）



ロ ケ ー シ ョ ン

『アルマス』は、マリーナを円弧状
に囲む敷地の南西側にある 4万
9,470㎡の広さの土地に建設が進ん
でいます。
　南側には、ジョホール州新行政都
市コタ・イスカンダールが隣接して
おり、政府関連会社などのオフィス
と住居の需要が見込まれています。
また、東側には出入国管理所を備え
る国際フェリー･ターミナルが完成
しており、今後シンガポール、イン
ドネシアからの観光やビジネス客が
増加することが確実であり、商業物
件としても有望です。
　2012年に開業しているサンリオ
・キャラクターの室内テーマ･パー
クやアジアで有数の高級ホテル・グ
ループ、シャングリラ系列の「トレ
ーダーズ･ホテル」にも近く、すで
にレジャーと観光の中心地として稼
動している地区にあります。

フェリー・ターミナル
プテリ･ハーバー航空写真
（13年2月撮影）

室内テーマ･パーク
トレーダーズ・ホテル

マリーナ

マリーナ

アルマス建設敷地

新州行政都市
コタ・イスカンダール

シンガポール

アルマス



敷地見取り図
アルマス・スィート オフィス・ビル（2棟）

施　　　　設
アルマス・スィート

商業店舗（区分所有）

　アルマス･スィートの施設は、ベースとなる8階建てのポディウム
階に配置されています。33階には、景観を展望できるスカイデッキ
などの施設もあります。

1. 水泳プール
2. 遊泳プール
3. ファミリー･エリア
4. 屋外フィットネス･ジム
5. 屋内フィットネス･ジム
6. 更衣室
7. 水路や池を配した公園

8. 休息小屋
9. 多目的ホール／
　　　半面バスケットコート
10. 足裏マッサージ用小路
11. テラス
12. バーベキュー用デッキ
13. 礼拝室

N



　タイプC1
1ベッドルーム
（スタジオ･タイプ）
24,25,26,27,28,29,30,32階
48.22 ㎡（519 sqft）

お部屋間取り

　今後、イスカンダール・マレー
シアの中心都市として発展するに
つれ増加することが予想される独
身者や夫婦のみの家族の需要を考
えた部屋です。
　当地でスタジオ式と呼ばれるリ
ビング、ダイニング、寝室の仕切
りのない開放的レイアウトの部屋
です。
　西向きの部屋からは、官庁街コ
タ・イスカンダールやポディウム
階のブルーバードを見下ろす景観
です。東向きの部屋は、隣接する
ライナー・パーク（公園）を眺め
ることができます。
　いずれの部屋も高層階にあり、
風通しと景観のよさも魅力です。
　早期購入でさらに５％引きの特
典もありますので、お問合せくだ
さい。

販売価格：RM52万9,888～
               約1,695万円～

N



　タイプC2
お部屋間取り

1+1ベッドルーム（2階式）
15,25,27,29階
82.78 ㎡（891 sqft）
販売価格：RM70万6,888～
               約2,262万円～

N

N

　今後、イスカンダール・マレーシアの中心
都市として発展するにつれ増加することが予
想される独身者や夫婦のみの家族の需要を考
えた部屋です。
　1階部分にリビング、キッチン、ダイニン
グ、2階に寝室と書斎を配しています。浴室
は、１、2階の両方にあり、機能的です。
　1階部分にバルコニーがあり、西向きの部
屋からは、官庁街コタ・イスカンダールやポ
ディウム階のブルーバードを見下ろす景観で
す。東向きの部屋は、隣接するライナー・パ
ーク（公園）を眺めることができます。
　いずれの部屋も高層階にあるので、風通し
と景観のよさも魅力です。
　早期購入でさらに５％引きの特典もありま
すので、お問合せください。



　タイプC3
お部屋間取り

販売価格：RM223万9,888～
               約7,676万円～

　今後、イスカンダール・マレーシアの中
心都市として発展するにつれ増加すること
が予想されるエグゼクティブの需要を考え
た部屋です。
　全棟4室のみのペントハウスで、スカイ
ガーデンという屋上庭園に隣接した部屋で
す。3つの寝室と２つの浴室があるほか、
メイド部屋や収納戸として使える部屋、書
斎とワードローブなどゆとりと豪華さを感
じることができるレイアウトになっていま
す。
　広いバルコニーからは、隣接するライナ
ー・パーク（公園）を眺めることができま
す。
　高層階ならではの風通しと景観のよさも
魅力です。
　早期購入でさらに５％引きの特典もあり
ますので、お問合せください。

3+1ベッドルーム
33階ペントハウス
206.3 ㎡（2,221 sqft）

N








