
ビンズン省における複合型都市開発（東急ガーデンシティ）

実施地域
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BECAMEX TOKYU CO.,LTD.（ベカメックス東急）
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Ⅰ.対象地域

Ⅱ.事業概要 Ⅲ.事業の主なポイント

東急ガーデンシティ イメージ図
ベトナム

公共交通の運行

新都市において路線バス事業を
展開し、交通インフラの面から
も生活環境を整えている。時刻
表に基づく定時運行や安全・快
適な車両の導入等の日本のノウ
ハウの活用に加え、今後はMaaS
アプリを使用してさまざまな種
類の交通機関を選択できる環境
整備を目指す。

日本での開発ノウハウ
を活かしたまちづくり

開発着手から約60年の「東急
多摩田園都市」を代表とした、
日本での不動産開発の経験やノ
ウハウを活かしつつ、現地文
化・慣習と融合した、従来のベ
トナム住宅にはない快適な居住
空間、住宅品質を提供する。

経済成長を見込んだ都市開発

2014年にはビンズン省行政庁
舎が完成している他、ビンズン
省はベトナム国内の都市で上位
となる約4,000件の外国直接投
資(FDI)誘致実績を持つことか
ら、外国企業工場の集積やそれ
に伴う人口増加が予測され、プ
ロジェクトのポテンシャルが期
待できる。

 東急ガーデンシティ

• ホーチミン市中心部から
北に約30km

• 開発資金総額12億米ドル
想定

• 2012年3月より開発着手

 ビンズン省庁舎が移転した総面
積約1,000haのビンズン新都市
の一部を対象とした開発プロ
ジェクト

 東急グループとベトナム企業
BECAMEX IDC CORP.が合弁
会社BECAMEX TOKYUを設立、
「東急ガーデンシティ」として
住宅・商業・業務施設を開発

出典：ベカメックス東急

出典：ベカメックス東急

ホーチミン

東急ガーデンシティ



◇技術・データを活用した都市・地域の課題解決への取組み

■「東急ガーデンシティ」、コンパクトな街づくり

東急多摩田園都市のノウハウを活かし、低層・高層の住宅事業以外
にも、商業施設や学校・医療機関の誘致など都市機能を集積させつ
つ、路線バスを展開し、公共交通一体型での街づくりを進めている。

■分譲マンション全戸へのスマートシステムの導入 ■商業施設の開発とサステナブルな取組み
2021年5月に竣工された、557戸のマンションプロジェクト
「SORA gardens Ⅱ」では、1階に商業区画、4階の共用施設に
キッズパーク、ジム、プールなど子育て世帯向けの共用施設を充実
させているほか、スマートフォンを使用した玄関扉、家電製品の遠
隔操作が可能な「スマートホームシステム」を導入している。

出典：ベカメックス東急

2014年、BECAMEX TOKYUの100%子会社とし
てBECAMEX TOKYU BUSを設立し、日本式のシ
ステムを採用した「KAZE SHUTTLE」の運行を
開始した。定時運行、安全・快適な車両の導入、
丁寧な接客といった日本のノウハウを活用し、
現地の従来のバスのイメージを変え、公共交通
機関利用を促す。

■公共交通の運行

 日本での事業で蓄積したノウハウの活用

 MaaS等の新技術活用の取組み

MaaSアプリを使用してさまざまな種類の交通機
関を選択できる環境整備に向けた検討も進めて
いる。2022年には現地企業との協業によるス
モールスタートでの実証開始を計画している。

シェアサイクル

自動運転

バスアプリ

商業施設「Hikari」には、にビンズン省で人気のローカル店や多
様な国籍料理店等が揃い、新都市住民や周辺工業団地等で勤務す
る方で賑わっている。2022年春には“Sustainability”をテーマと
した諸施策を実施する拡張エリアが開業を予定している。

食べれる植栽

商業施設Hikari

“Sustainability”をテーマとした諸施策

アクアポニックス コンポスト

出典：ベカメックス東急

出典：ベカメックス東急出典：ベカメックス東急出典：ベカメックス東急

出典：ベカメックス東急



◇実施体制図 ◇プロジェクトのスケジュール
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