
Television Centre 

Residential Overview



BBC（英国国営放送）の旧本社として広
く知られるTelevision Centreはまもな
く、人々が集まる新スポットへと生まれ変
わります。

完成は2018年の予定。24時間対応の
コンシェルジュ、専用のランドスケープガ
ーデン、レジデントラウンジ、スクリーニン
グ・ルーム、専用駐車場などの施設を備え
た432戸の新しいアパートメントが誕生
します。

さらに、居住者の皆様には、ウエストロ
ンドンのランドマークとなる当施設に
て、Soho Houseが運営するプールとハ
マムを備えたジムをご利用いただけます。
、同社はまた、会員制クラブ、47客室のホ
テル、エレクトリック・シネマもオープンし
ます。

Television Centreの中心部には、「The 
Jonathan Ross Show (ジョナサン・ロ
ス・ショー）」、「The Graham Norton 
Show（グラハム・ノートン・ショー）」な
ど、公開収録を行うテレビスタジオがあ
ります。

そして、Bluebird(ブルーバード)
、Kricket(クリケット)、Homeslice(ホー
ムスライス)、Patty&Bun(パティ＆バン)
そしてThe Allis(ザ・アリス)など、終日オ
ープンのカフェやレストランのほか、新オ
フィスにはBBCワールドワイドやザ・ホワ
イトカンパニーなどの3,500人が集い、街
全体ににぎやかな活気を添えます。
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地代
スタジオ（ワンルーム） £350

1ベッドルーム £450

2ベッドルーム £600

3ベッドルーム £750

プレミアム／ペントハウス £1,000

予約金
￡100万まで £2,500

￡100万～￡250万 £5,000

プレミアムアパートメント £10,000

ペントハウス £20,000

The Crescent 
アパートメント

2 Television Centre
— オフィス
— Soho House
— レストラン

BBC ワールドワイド

ホワイトシティ駅

所在地
Television Centre, 101 Wood Lane,  
White City, London W12

開発チーム
スタンホープ 
三井不動産 
AIMCo

地方自治体
ハマースミス・アンド・フラム・ロンドン自治区

建物保証
竣工から10年間のBLP保証

保有権
975年間の借地権 

竣工
2017年12月～2018年8月 

サービス料
£6.75／平方フィート(0.093m2)予定

The Helios 
アパートメント

TVスタジオアパートメント
（フェーズ2)

ウッドレーン駅

ウェストフィールド・ロンドン 
（ジョンルイス2018年開業)

A new centre of gravity

条件
法的書類受領後、21日以内に契約締結



The Helios （ザ・ヘリオス） 
 
コートヤード・アパートメント 
The Helios コートヤードは、20世紀半ばの
傑作です。有名な中庭とヘリオスの像を囲んで
配されたこちらのアパートメントは、独創性に
富んだ現代的な変化を生み出す滑らかに磨か
れたコンクリート・フロアとテラゾー仕上げの
キッチンワークトップの色合いが魅力です。
 
ガーデン・アパートメント 
The Helios ガーデン・アパートメントは、大き
な窓、建物の外側を囲む専用のインセット式バ
ルコニーを備え、美しく景観を整えたプライベ
ートガーデンの魅力を最大限に活用した設計
です。オークフロアとビスケットテラゾーのキッ
チンワークトップが温かで親しみやすい雰囲気
を演出します。

The Crescent （ザ・クレッセント） 
 
新しいThe Crescentの建物は、The Helios
を包み込むように建ち、大きな窓とガラス張り
のバルコニーに加え、プライベートガーデン、穏
やかなハマースミスパークの眺望が特徴です。
その両側に接するアパートメントでは双方の
眺めを望むことができます。オークフロアとシ
ャープな仕上がりの白いテラゾーを備える当コ
レクションは、すっきりとモダンで、隅々までこ
だわったデザインです。

Apartments



居住者の皆様はさまざまなサービス・施設をご利用いただけます：

— Priveeがご提供する24時間ご利用可能なコンシェルジュ
— 常駐の管理チーム
— ライフスタイル・マネージャー
— メインエントランスのロビー
— ミーティングルーム、共有ワークスペースを備えたレジデントラウンジ
— プライベート・スクリーニング・ルーム
— 屋内温水プール、サウナ、スチーム、ハマムおよびスタジオを備えたジム
— 美しく整えられた中庭
— 地下駐車場および地下駐輪場 
— レジデント用ライフスタイル・アプリ

Private amenities



City

ヒースロー空港

Maida Vale

ベイズウォーター

ウェストボーン・グローブ パディントン

ノース・ケンジントン

シェパーズブッシュ

Fulham

(31 分)

ホランドパーク

ケンジントン

ハイドパーク

フラム

ホワイトシティ ホランドパーク

ブルックグリーン

ハマースミスパーク

デザイン・ミュージアム

Selfridges

Saatchi Gallery

ロンドン自然史博物館

エレクトリック・シネマ

ホワイトシティ・プレイス

オットレンギ

Green Park

シェパーズブッシュ・マーケット駅

ノッティングヒル・ゲート駅

London Eye

The Ritz

Savile Row
Grosvenor Sq

Park Lane

Hyde Park Corner

Chelsea FC

ウェストフィールド・ロンドン

ポートベローロード

Battersea Power Station

Royal Opera House

Houses of Parliament

Buckingham Palace

Queens Club

ケンジントン・ハイストリート

Battersea Park

ブルックグリーン

Green Park
St James’s Park

ロイヤル・アルバート・ホール

サーペンタイン・ギャラリー

ケンジントン宮殿

British Museum

Trafalgar Square

Tate Britain

Royal Academy

ヴィクトリア＆アルバート博物館
ロンドン科学博物館

シェパーズブッシュ・エンパイア

オペラ・ホランドパーク劇場

ハマースミス病院

Hammersmith Apollo

Chelsea Arts Club

ザ・レッドベリー

Restaurant Gordon Ramsay

インペリアル・カレッジ・ロンドン

インペリアル・カレッジ・ロンドン
ロイヤル・カレッジ・オブ・ミュージック

フォックス・プライマリスクール

ゴドルフィン＆ラティマースクール
ウエストロンドン・フリースクール

LAMDA

ロイヤル・カレッジ・オブ・アート

Waterloo

Victoria

ウッドレーン駅

ゴールドホークロード駅

ハマースミス駅

Baker Street

Great Portland Street

Bond Street

パディントン駅

Marble Arch

ランカスタゲート駅

クイーンズウェイ駅

Oxford Circus

Tottenham Court Road

Holborn

Chancery
Lane

ホワイトシティ駅

ラティマーロード駅

ラドブローク・グローブ駅

ウェストボーンパーク駅

ロイヤルオーク駅

エッジウェアロード駅

シェパーズブッシュ 駅

ケンジントン・オリンピア駅

West Brompton

ホランドパーク

ウェストウェイ (
A40)

徒歩15分

Fantastic West London location



エリアガイド 
 
ホワイトシティ
145エーカー（58.7ヘクタール）の広大な敷地
を誇るホワイトシティは、インペリアル・カレッ
ジ・ロンドンの新しい学問の中心となるキャン
パス、ウェストフィールド・ロンドンの拡張、新
しい住宅と公立公園の建設、今後5年間に2万
人の新規雇用を生むBBCの旧メディアヴィレ
ッジが新しいオフィス地区となるWhite City 
Place再開発により、エリア全体が生まれ変
わります。Television Centreの竣工、White 
City Placeのオープン、、ウェストフィールド拡
張およびインペリアル・カレッジフェーズ1の完
了に伴い、当地が持つ、訪れる場所、そして住む
場所としての魅力がこれまでになく高まります。

ウエストロンドン
ジョージ王朝時代の漆喰のヴィラ、豪華なヴィ
クトリア王朝時代の博物館やギャラリーが並
ぶ歴史深い街並みだけでなく、ウエストロンド
ンには、さまざまな感動が混ざり合う気楽なロ
ンドンの生き方があります。例えば、ハマースミ
スパーク、ホランドパーク、ハイドパークといっ
た公園でのんびりと過ごす午後の時間や、ポ
ートベローやシェパーズブッシュの賑やかな
マーケットに繰り出すランチブレイク、または
Television Centreで夜に楽しむ映画やディナー
など、楽しみはそれぞれです。

ウェストフィールド
2018年初頭の拡大工事完了を経て、ウェスト
フィールド・ロンドンはヨーロッパ最大のショ
ッピングセンターとなる予定です。ジョンルイ
ス、ウエイトローズ、アップル、ルイヴィトン、プ
ラダ、バーバリーなどの425軒を超えるさまざ
まな店舗、カフェ、レストランに、スクリーン数
17を誇る3Dシネマが勢揃いします。

インペリアル・カレッジ・ロンドン
世界の先端を行く理系大学である同校は、ザ・
モレキュラー・サイエンス・リサーチ・ハブ、マイ
ケル・ユレン・バイオメディカル・エンジニアリン
グ・リサーチ・ハブ、トランスレーション＆イノベ
ーション・ハブ（I-HUB）などの主となる施設を
備えて学術、商業、産業の新しい中心拠点を作
り出しています。

所要時間 
 
Television Centreは、ロンドンにあるさまざま
な交通機関へ簡単にアクセスできます。ホワ
イトシティ駅、ウッドレーン駅、シェパーズブッ
シュ駅からすぐそばのこの立地は、ウエストエ
ンド、シティ、カナリーワーフへの地下鉄線、地
上鉄道、バス、道路が確保され、2018年から
は10分以内でクロスレールへのアクセスも可
能になる予定です。

– パディントン駅: 7分
– ボンドストリート駅: 12分
– バンク駅: 22分
– ヒースロー空港: 30分（車）
– カナリーワーフ: 32分

出典：ロンドン交通局



The Team  
建築・設計
Allford Hall Monaghan Morris 

（アルフォード・ホール・モナハン・モリス） 
 
インテリアアーキテクチャおよび インテリア
デザイン
Allford Hall Monaghan Morris 

（アルフォード・ホール・モナハン・モリス） 

ランドスケープデザイン 
Gillespies 

（ギレスピーズ） 
 
モデルルーム 
Suzy Hoodless

（スージー・フッドレス）

開発チーム
Stanhope 

（スタンホープ）
三井不動産
Alberta Investment  
Management Corporation

（アルバータ・インベストメント・マネジメント・
コーポレーション）

televisioncentre.com

Joint Sales Agents 

Sales & Marketing Pavilion
 
The Pavilion Building 
Television Centre 
89 Wood Lane 
London W12 7FA 
 
+44 (0)20 8811 8720

重要なお知らせ 

すべてのコンピューター生成画像（CGI）および
写真画像は、ご参考用です。サヴィルズ社とスト
ラット＆パーカー社は、両社自身とその顧客、お
よびあらゆる合同代理店を代表して、以下を通
知します：

1. 彼らには、ここまたは他の場所において、彼ら
自身またはその顧客、その他の者の代わりに該当
物件に関する表明または保証を行う権限はあり
ません。彼らは、当該の詳細で示される可能性の
ある声明について、一切の責任を負いません。当
該の詳細は、然るべき注意を払って誠実に用意さ
れたものであり、公表時点において正しいと考え
られるものです。しかしながら、両社は契約、契
約の一部を構成せず、表明または保証を提供しな
いため、声明または事実を示すものとしてこれら
の詳細に頼ることはおやめください。

2. 面積、寸法、測定結果または距離は、概算で
す。テキスト、画像、写真および設計図は、ご参考
用であり、必ずしも完全なものではありません。
必要となるすべての設計図、建築基準またはその
他の承諾を得てはおらず、サヴィルズ社もストラ
ット＆パーカー社も、またはその他の顧客または
合同代理店も誰一人として一切のサービス、器機
または施設の検査を行ってはおりません。ご購入
者様は、視察その他の方法にて自らご納得いただ
くものとします。

3. 当該の詳細は、物件の完成前に仮の設計図と
仕様書から作成されたものであり、Television 
Centreのマーケティングの参考とすることのみ
を意図しています。建設中に物件の要素が変更に
なること、また最終的な仕上がりが変わることが
あります。ご購入者様は、本情報には頼らず、必ず
ご購入者様側の事務弁護士が契約書に添付した
設計図および仕様を確認してください。

デザイン：dn&co
dnco.com
2018年1月




