
オフィスは「借りる」より「買う」時代へ。ボルテックスの「区分所有オフィス®」実需販売物件のご案内

京葉道路に面する視認性に優れたオフィスビル、約9,000万円超のバリューアップ工事を実施中。 東京駅・大手町エリアまで徒歩圏内、ビジネス環境に優れた神田駅前立地。

1 1Vol.

「区分所有オフィス®」という自社ビルの新しい持ち方

ボルテックス＆テナント コラボレーション マガジン

実需販売物件のお問い合わせは 0120-530-700

2017.October

※本誌に掲載及び同梱された他社の広告は、弊社の無償サービスの一環として掲載、送付しているものであり、
　その商品・サービスのご利用等にあたりトラブルが発生した場合など弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※表示価格はすべて税込金額です。※坪表示は1㎡＝0.3025坪で換算した表示です。※徒歩分数は1分=80mとして換算したものです。※掲載している情報は平成29年9月15日現在のものです。今後の測量や設立総会の結果などにより、掲載情報は予告なく、
変更される場合があります。また万一ご成約の際は、ご容赦ください。※広告有効期限/平成29年10月31日

VORT錦糸町駅前Ⅱ（仮称）5階 東京都墨田区江東橋4-25-7

■名称/VORT錦糸町駅前Ⅱ（仮称）●所在地/東京都墨田区江東橋四丁目25番7号●交通/JR中央総武線「錦糸町」駅 
徒歩4分、東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩4分、東京メトロ半蔵門線・都営新宿線「住吉」駅 徒歩10分●構造/鉄骨造
陸屋根8階建●用途地域/商業地域●敷地面積/171.66㎡（51.92坪）●土地権利/所有権●土地持分：12,676/94,877
●延床面積/1,135.39㎡（343.45坪）●総戸数/8戸●販売戸数/1戸●専有面積/126.76㎡（38.34坪）●築年月/1998
年1月（平成10年）新耐震基準適合●施工/大末建設（株）●管理/「全部委託」「巡回」（株）エフビーエス・ミヤマ●管理費（月
額）/71,366円●修繕積立金（月額）/34,226円●現況/空室●引渡し/相談●取引態様/売主 ※掲載の写真はバリューア
ップ後のイメージ図となります。実際とは多少異なる場合があります。

専有面積 126.76㎡（38.34坪）販売価格 1億8,720万円（税込） 専有面積 84.71㎡（25.62坪） 販売価格 1億3,640万円（税込）
区分所有オフィス 区分所有オフィス

「V-Link」に関するお問い合わせは オフィシャルサイト

Vortex賃貸物件情報〈仲介手数料0円〉

Tenant Interview VORT京橋

経営者様のためのボルテックスセミナーSeminor

Rent information

 働き方改革からオフィスづくりまで、
クライアントチームの一員となって
共に創りあげる
株式会社ディー・サイン

代表取締役社長 佐藤 浩也 様

Tenant Interview VORT渋谷松濤 residenceJR中央総武線・半蔵門線

「錦糸町」駅徒歩4分
半蔵門線・都営新宿線

「住吉」駅徒歩10分

VORT神田（仮称）4階・8階

■名称/VORT神田（仮称）●所在地/東京都千代田区鍛冶町一丁目3番1号●交通/JR各線「神田」駅徒歩2分、銀座線「神
田」駅徒歩5分、総武線「新日本橋」駅徒歩4分、銀座線「三越前」駅徒歩6分、半蔵門線「三越前」駅徒歩7分、東西線「大手
町」駅徒歩9分、JR各線「東京」駅徒歩13分●構造/鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9階建●用途地域/商業地域●
敷地面積/136.77㎡（41.37坪）●延床面積/821.55㎡（248.51坪）●土地権利/所有権●土地持分：8,471/76,175●総
戸数/9戸（事務所7戸、店舗2戸）●販売戸数/2戸（4・8階）●専有面積/84.71㎡（25.62坪）●築年月/2007年3月（平成
19年）新耐震基準適合●施工/（株）第一ヒューテック●管理/［全部委託］［巡回］新日本管財（株）から変更予定●現況/空
室●引渡し/相談●取引態様/売主

東京都千代田区鍛冶町1-3-1

JR各線

「神田」駅徒歩2分
銀座線

「神田」駅徒歩5分
JR総武線

「新日本橋」駅徒歩4分
銀座線

「三越前」駅徒歩6分
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〈4 階と8 階は専有面積・販売価格ともに同じです〉

滋賀の生産者と、
東京の美食家の“架け橋”に
6次産業化ファンドを活用して、
首都進出

株式会社ゼロサン
TABLE O TROIS （ターブル・オー・トロワ）

取締役 中川 拓紀 様

〈東京本社〉　〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム22F TEL.03-6893-5550（代） FAX.03-6893-5470
〈金沢支店〉　〒920-0031 石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル8F  TEL.076-293-3311 FAX.076-293-3312
〈名古屋支店〉〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南２-１４-１９ 住友生命名古屋ビル6F TEL.052-533-5506 FAX.052-533-5509
〈大阪支店〉　〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-6-20 パシフィックマークス西梅田16F  TEL.06-6341-3721 FAX.06-6341-3720
〈広島支店〉　〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町4-1 広島稲荷町NKビル９F TEL.082-535-8811 FAX.082-535-8812
〈福岡支店〉　〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂5F  TEL.092-738-0830 FAX.092-738-0865宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第8509号

マンション管理業 国土交通大臣（1）第034052号
（公社）全国宅地建物取引業保証協会加盟
（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟
（公社）東京都宅地建物取引業協会加盟

※「区分所有オフィス」「VORT」は株式会社ボルテックスの登録商標です。

0120-692-130
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interview 働き方改革からオフィスづくりまで、
クライアントチームの一員となって共に創りあげる

「株式会社ディー・サイン」（京橋）

常にお客様の側に立ち
プロジェクトを進める

社 員にとっての選択 肢を
いかに用意できるか

オフィス以外の“場”にも
領域を広げていきたい
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　「かつてオフィスは企業経営における“コ
スト”と捉えられ、オフィスづくりと言えばハ
ードづくりでした。それがこの10年ほど、若
い経営者が増えてきて、彼らはオフィスを自
社の考え方やスタイルを社員や採用希望者
にアピールする材料と考え、コミュニケーシ
ョンやイノベーションといったソフトをいか
にオフィスの中につくっていくかという発想
で投資しています。さらに、政府が進める
『働き方改革』につながるオフィス施策の実
施を、という要請も高まっています」

　同社の2階オフィスを訪ねると、そこはさな
がらショールームのようです。縁側や土間のよ
うに内と外を繋ぐゾーンにはキッチンが設えら
れ、夜には勉強会・セミナー・懇親会など様々　「私は社員にとっての選択肢をいかに用意

できるかを、常に意識しています。ディー・サイ
ンのスタート時から『ノマドワーク』と『フレック
スタイム』を施行し、パフォーマンス評価を徹
底して、勤務時間や場所、出勤日さえも本人の
判断に任せています。社員50名のうち40名
がこの働き方を選択しています。私たちのビ
ジネスの主戦場はお客様先や施工現場で、
オフィスはたまに戻るベースのようなもの。社
員に電話をすると、背後で子どもの泣き声が
するなどということも少なくありません」
　同社の特徴的な働き方には、起業支援や
副業を認める「二足のわらじ制度」もありま
す。独立してもすぐに仕事が来るわけではあり
ませんから、起業支援という形で同社に籍を
置きながら仕事量を徐 に々減らし、独り立ち
できるまでサポートしています。例えば地方
活性化をテーマに、独立をめざす社員がいた
り、（本業に悪影響がないという条件付きで
すが）現在、週末だけ友人の飲食店を手伝う
副業をしている社員がいます。
　「この仕事の魅力は若いうちから大きな予
算を託されて、それをマネジメントするワクワ

ク感。そして、我 の々仕事は顧客の経営陣に
直接インタビューをさせていただくところから
スタートします。これらはいずれも、とくに若い
社員には得難い貴重な経験です。プロジェク
ト期間中は緊張感の高い厳しい時間がほと
んどですが、それでも何とかゴールテープを
切れた時は全体が良い記憶となり、お客様か
らも感謝される。そんな喜びがある仕事だと
思います」

　株式会社ディー・サインは2000年に株
式会社リンクアンドモチベーションの一
事業部として発足。04年に分社化され、株
式会社リンクプレイスに。12年に独立し
て、現在の社名となりました。日本の施設
づくりでは設計・施工を一括で受注するス
タイルが一般的ですが、同社はプロジェク

トマネジメント（PM）を事業の軸に据え、
企業経営における目的達成や課題解決の
ために、顧客サイドに立ってプロジェクト
を進める、国内でほぼ唯一の企業です。
　「私たちの手法は数億円規模のプロジ
ェクトがあるとすると、その中のごく一部
をマネジメントフィーとして契約を結び、
その上で設計コンペや工事・引越し業者の
入札など、利害が一致した顧客企業の一
員として、お客様の成功のためにノウハウ
と情熱を注ぎます。なぜそこに価値があ
るかと言うと、たとえばオフィス移転など
は何年かに一度の大イベントで、ノウハウ
を蓄積することは難しい。そうであればあ
る期間、私たちのようなプロをそばに置
き、プロジェクト全体のディレクションを
任せたほうが良いでしょう」
　同社のホームページを拝見すると、顧客
リストには誰もが知るエクセレントカンパ
ニーが名を連ねています。契約締結後は
テーブルをはさんで対峙するのではなく、

顧客の横にいる立場
で業務に取り組むた
め、プロジェクトの
終盤ともなるとチー
ムとして一体化して
います。ですから、リ
ピート率は極めて高
く、一度依頼された
企業が離れていくこ
とはほとんどないと
おっしゃいます。

経営者様のためのボルテックスセミナー「区分所有オフィス®」という自社ビルの新しい持ち方

「オフィスの購入は負担が大きすぎるから賃貸で・・・」とお考えの方、「借りる」よりもローンを活用して「買う」こ
とで年間支払総額を抑えられるケースがあることをご存知ですか？本セミナーでは、なぜ「借りる」よりも「買う」
ほうが良いのか、具体的な数字を織り交ぜ、分かりやすく解説いたします。

　オフィスの移転や改修は、企業にとっての一大イベント。その時、皆様はどちらに依
頼されますか─。
　東京メトロ銀座線「京橋」駅にほど近い「VORT 京橋」に、他に先がけて「プロジェク
トマネジメント」という事業スタイルをオフィスづくりに導入した株式会社ディー・サイ
ンがあります。その顧客リストには、名だたる最先端企業が並びます。先進的なのはビ
ジネスモデルばかりではありません。勤務形態をほぼ社員に任せた「ノマドワーク」な
ど、いち早く多様な働き方を実現しています。今回は、代表取締役社長の佐藤浩也様
にお話をうかがいます。まずは最新オフィス事情から。

VORT京橋
［所在地］東京都中央区京橋3-3-11
［最寄駅］東京メトロ銀座線「京橋」駅徒歩2分
［規　模］地下1階地上9階建
［総戸数］10戸 ［築年月］2007年6月

株式会社ディー・サイン 佐藤 浩也代表取締役社長 様
設計・施工に携わっていた19 年前、外資系企業の仕事をした際に PMという機
能を知り、脱サラをして現在につながる事業をスタートする。趣味はスポーツ観
戦、とくにバスケの Bリーグ熱は “ おたく” の域とも。50 歳になって、和太鼓を
始めた。座右の銘は最初の就職先リクルートの社訓「自ら機会を創り出し、機会
によって自らを変えよ」。

株式会社ディー・サイン
〒104-0031 東京都中央区京橋3-3-11 VORT京橋5F

【TEL】03-3243-2500 【FAX】03-3243-2501
【URL】http://design-inc.co.jp/

なイベントが開催され
ています。時には業務
と直接関係ない飲み
会も。外と内を峻別す
るのではなく、社外の
人が気軽に集い、出会
うことで何かが始ま
る。まさにかつての縁
側のような“場”です。
入居している2階と5階
とはスカイプで結ば
れ、相互のフロア風景
が大型モニタに映し出されています。
　「トレンドとしては、『リビングやカフェのよう
なオフィスらしくないオフィスに』というオーダ
ーも多いですね。我 の々デザインチームが得
意とするところです。当社では空間の設計だ
けではなく、プロダクト開発にも取り組んでい
ます。たとえば今オープンなオフィスが増えて
いる中で、もう少しクローズド感がほしいとい
うニーズがあります。そこで株式会社イトーキ
とタイアップして、『LE PONT（ルポン）』とい
うパーティションをこの8月に発表しました。

　私たちの役割は『場づくり』をキーワードとし
ており、今後はオフィス以外の“場”にも、このノ
ウハウを広げていきたいと考えています。先行
例としては、楽天株式会社のオフィスを手がけ
たご縁で、同社がプロ野球に進出する際に宮
城球場の改修プロジェクトにPMとして3年間
関わったことがあります。さらに、ディー・サイン
の歩みや試みは多くの中小企業のヒントとな
ることが多いと感じています。この実体験を生
かして、場づくり以外の経営課題の解決にも取
り組んでいきたいと考えています。

株式会社ボルテックス ニュービジネス統括部 実需課　前川 明久 20名（先着順）

❶10月5日（木）❷10月19日（木）開催日時

登壇者 定　員

無料参加費開催時間16：00～（受付開始 /15：30～）

株式会社ボルテックス 東京本社

0120-530-700 受付時間9：00～18：00（平日）

〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム 22F
●JR 総武線「飯田橋」駅 西口より徒歩1分 ●東京メトロ有楽町線・東西線・南北線、都営大江戸線「飯田橋」駅 B2a 出口より徒歩2分

kariruyorikau@vortex-net.com 借りるより買う 区分所有 検索株式会社ボルテックス申込先

会　場 最新のセミナー開催情報については
ボルテックス公式サイトにてご覧いただけます。

2Fのモニターで5Fオフィスと交流

植物のようなゆるやかな抜け感が心地よいパーティション 『LE PONT（ルポン）』 販売元：株式会社イトーキ

「オフィスの中の小屋」にて撮影　www.koya-project.com



#02

interview

TABLE O TROIS ターブル・オー・トロワ（松濤）
　東急百貨店本店と松濤美術館を結ぶ「松濤文化村ストリート」。
「VORT渋谷松濤 residence」は、この都内屈指の高級住宅街に立地しています。
　2016年12月17日、人気のカフェやレストラン、文化の香り高い施設が連なる一方で、
昭和の名残りをとどめる商店も並ぶこの通りに面した店舗棟に、「TABLE O TROIS（ター
ブル・オー・トロワ）」がオープンしました。運営するのは、滋賀県長浜市に本社を構える株式
会社ゼロサン。6次産業化ファンドを活用して東京進出を果たした店内では、地元の食材
に徹底してこだわり、和テイストも取り入れながら、ビストロの新たなスタイルを創出してい
ます。今回は、店のマネジメントを手がける取締役・中川拓紀様にお話をうかがいました。

株式会社ゼロサン 中川 拓紀取締役 様
4年半ほどの会社勤務を経て、現代表の細川雄也様に誘われ、2007年10月、滋
賀の豊かな食材を活用して地域貢献を図る株式会社nadeshicoの設立に立ち
会う。東京進出にあたり、2015年11月に株式会社ゼロサンを設立。現在は、都内
に居を構え、休日には街歩きを楽しむ。趣味はゴルフとサーフィン。好きな言葉は
「一期一会」。

農林漁業者を支援する
官民ファンドを活用

VORT渋谷松濤residence
［所在地］東京都渋谷区松濤1-28-6
［最寄駅］京王井の頭線「神泉」駅徒歩4分
［規　模］地上12階建
［総戸数］30戸 ［築年月］2015年5月

〒150-0046
東京都渋谷区松濤1-28-6 VORT渋谷松濤residence 1F-2F

 火~金：17:00～28:00（L.O.27:00）
 月・土：17:00～23:00（L.O.22:00）

〈日曜、第2・第4月曜日定休〉

tel.03-6427-0730

コース：ターブルコース：4,000円（税込）
 　　　トロワコース　：5,000円（税込）

【インスタグラム】 【フェイスブック】

アラカルトも豊富にご用意しています

03 04

　「TABLE O TROIS（ターブル・オー・
トロワ）」を運営する株式会社ゼロサン
は 2015 年11月に滋賀県下で居酒屋や
バルなどバラエティに富んだ6店舗を展
開する株式会社nadeshicoと、地元で
鮎の養殖業を営む株式会社鳥塚、近江米
を生産する吉田農園株式会社が出資し
て、設立されました。代表は nadeshico
の代表取締役で、昨年末に「居酒屋甲子
園」の 6 代目理事長に就任した細川雄
也様です。店名にある「TROIS」はフラン
ス語で「3」という意味。この「3」は滋賀
＝近江の「03」オーミという意味と共同
出資した 3人を表してつけられました。

　「農林漁業者の６次産業化を支援する
唯一の官民ファンド・株式会社農林漁業
成長産業化支援機構から県下の金融機
関と一次産業の生産者さんに、『自ら生産
する鮎・ビワマスや米を活用した飲食事業
に進出することで、農水産物の付加価値
向上を目指す』という事業化のお話があ
り、そこで飲食という三次産業を手がけて
いた当社にお声がかかりました。地元の特
産品を持って、どこで勝負するか。やはり
料理人たちがしのぎを削る首都・東京だろ
うということは、ほどなくして決まりました」
　ビストロという業態にしたのは、和食で
は“郷土料理店”と見なされてしまいがち
だから。また、一部のスターシェフが活躍
する一方で、若手の料理人がイタリアンや
スパニッシュに流れている現状で、フラン
ス料理の技術の継承を図ることも視野に
入れています。料理人歴14年、ホテルや
ビストロで修業したというシェフが生み出
す料理は独創的なインスピレーションに
あふれ、ソースは大津市に本店を構える
「九重味噌」を使用するなど和のテイスト
も採り入れ、ビストロの新しいカタチを創
り出しています。
　「代表も私も東京にはまったく土地勘が
ありませんでしたので、銀座や新橋、中目
黒、恵比寿などとにかくいろいろ見て回り
ました。その中で、立地と広さと家賃のバ
ランスを考慮して、3店舗にまで絞り込み
ました。この松濤というエリアがどういった

　松濤文化村ストリートに面した「TABLE 
O TROIS」は独立した2フロアに見えます
が、背後の12階建て賃貸マンションも同じ
ビル。ですから、物件名に「residence」が添
えられています。京町家風の奥行きのある店
舗の1階はオープンキッチンとなっていて、「シ
ェフズテーブル」と名づけられたカウンター
ではシェフの“技”を間近に見ながら料理を
楽しめます。2階はテーブル席のみで、ベン
チシートも設えられた落ち着いた空間に。イ
ンテリアにも和テイストをあしらい、可能な限
りシンプルにデザインしたそうです。
　「三大和牛の近江牛はよく知られていま
すが、それ以外にも琵琶湖の淡水魚や近江
米など、滋賀県は食材の宝庫でもあります。
また、酒造りも盛んで、クラフトビールや日本
酒はもちろんワイナリーも2か所ありますし、

　「ドリンク類も、滋賀県産のものを多数
取り揃えています。ビールは日本地ビール
協会金賞に輝いた『長浜エール』をはじめ
とした『長浜浪漫ビール』の人気5銘柄。こ
れらをテイスティングサイズ（150ml）でお
届けする『飲み比べセット』もございます。
ワインは、ろ過をしない“にごりワイン”が特
徴の『ヒトミワイナリー』とワイン醸造70年
以上という歴史を誇る『琵琶湖ワイナリー』
のものをご用意しています。『ナインリーヴ

ターブル・オー・トロワ

滋賀県は食材の宝庫
酒造りも盛ん

食を通じて
お客様を笑顔にしたい

ズ』のクラフトラムや長浜浪漫ビールが手
がける『長浜蒸留所』のクラフトウイスキー
もぜひご賞味ください」
　「TABLE O TROIS」をマネジメントする
中川拓紀 取締役は「食を通じて笑顔にな
っていただく。それが、カスタマーファースト
を掲げる当店の理念です」と語ります。そし
て、現在の課題は「店の認知をさらに広げ
ていくこと」。“ビストロらしくないビストロ”
を志向するお店で、他店では味わえない料
理とドリンクを堪能して、ぜひ笑顔になって
いただきたい。

ラムやウイスキーもつくるようになりました。
近江商人の心得である「売り手良し」「買い
手良し」「世間良し」の三つの「良し」の近江
商人の時代から、ものをつくり売ることが盛
んだったようです。高島屋百貨店の屋号は
現在の滋賀県高島市からとられていますし、
西武グループの創始者・堤康次郎さんも滋
賀の出身です」
　人気のメニューは肉料理。しかも、食材・
調理法へのこだわりは一通りではありませ
ん。近江牛は常時A4ランク以上のものを用
意しているほか、「バウムクーヘン豚のリエッ
ト」や「近江鶏のなめらかレバームース」など
がメニューに並びます。「バウムクーヘン豚」
とは、地元で人気の洋菓子店「CLUB 
HARIE」のバームクーヘンを餌に加えて育
てた豚です。また、「鮎の炭火焼」には「九重
味噌」の白味噌を使用したバターソース、旬
の野菜を味わえる「滋賀県産白味噌を使用
したバーニャカウダ」ソースは滋賀県産白味
噌をベースにしています。

イメージを持たれているかも全く知りませ
んでしたが、周辺を一日中散策し、街並み
がきれいでほどよい落ち着きもありました
ので、『VORT渋谷松濤 residence』に決
めました。路面店であったことも、大きかっ
たですね」

鮎の炭火焼き ￥980（税別） 近江牛とバームクーヘン豚

バウムクーヘン豚100％ハンバーグ ￥1,780（税別） バウムクーヘン豚のロース炭火焼き ￥2,980（税別）

【営業時間】

【メニュー】

滋賀の生産者と、東京の美食家の“架け橋”に
6次産業化ファンドを活用して、首都進出

※6次産業： 農業・漁業従事者（1次産業）が生産する
だけでなく、加工（2次産業）、流通・販売（3次産業）へ
と業態を広げ、それにより農林水産業の活性化を
図るもの。1次×2次×3次＝6次
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物件沿線情報Access Information 物件沿線情報Access Information

小伝馬町

ボルテックスの賃貸物件は 仲介手数料0円 お問い合わせの際には、
「V-Linkを見た」と「物件番号」を
お伝えください。 オフィスの増床・移転・購入などお気軽にご相談ください。

※図面と現況が異なる場合は現況優先とします。※坪表示は1㎡＝0.3025坪で換算した表示です。※徒歩分数は1分＝80mとして換算したものです。※掲載している情報は平成29年9月11日現在のものです。今後の測量や設立総会の結果などにより、掲載情報
は予告なく、変更される場合があります。また万一ご成約の際は、ご容赦ください。※広告有効期限/平成29年10月31日

BUREX平河町
千代田区平河町1-5-15 事務所/202号室

※諸条件はお問い合せください。

0120-953-482

半蔵門線

「半蔵門」駅　4分徒
歩

有楽町線・半蔵門線・南北線

「永田町」駅　6分徒
歩

銀座線・丸ノ内線

「赤坂見附」駅　8分徒
歩

有楽町線

「麹町」駅　3分徒
歩

面　積 築年月

30.34㎡（9.17坪） 2009年
1月

2017年
12月中旬

2017年
12月上旬

入居日

2017年
11月上旬

2018年
2月上旬

1 ATELIER YOURS 小川町
千代田区神田小川町1-10-2 事務所/201号室

面　積 築年月

22.47㎡（6.79坪） 2015年
2月

入居日

2 神保町一丁目ビル
千代田区神田神保町1-12 店舗/地下1階

面　積 築年月

83.60㎡（25.28坪） 1995年
8月

入居日

3

VORT御茶ノ水
千代田区神田駿河台2-10-6 事務所/7階B

面　積 築年月

51.73㎡（15.64坪） 1993年
5月

2018年
2月下旬

入居日

4 VORT銀座maxim
中央区銀座3-9-6 店舗/9階

面　積 築年月

195.58㎡（59.16坪） 2008年
3月

入居日

5

面　積 築年月

257.67㎡（77.94坪） 1989年
2月

2017年
10月中旬

2017年
12月上旬

2018年
2月下旬

入居日

6

VORT芝公園Ⅱ
港区芝2-3-9 事務所/1階

面　積 築年月

114.87㎡（34.74坪） 1993年
3月

入居日

7 グランドメゾン戸山
新宿区新宿7-26-37 事務所/1階D 事務所/402号室

大江戸線

「新宿西口」駅　5分徒
歩

JR各線

「新宿」駅　8分徒
歩

西武新宿線

「新宿」駅　6分徒
歩

面　積 築年月

101.21㎡（30.61坪） 1983年
7月

2018年
2月下旬

入居日

2017年
11月上旬

即日

8 新宿シティ源共同ビル
新宿区西新宿7-17-14

面　積 築年月

83.93㎡（25.38坪） 1989年
2月

入居日

9

VORT原宿
渋谷区神宮前2-19-13 事務所/2階

面　積 築年月

163.08㎡（49.33坪） 1990年
4月

入居日

10

事務所/8階

面　積 築年月 入居日

2018年
2月上旬

11 VORT渋谷桜丘
渋谷区桜丘町4-14

面　積 築年月

52.25㎡（15.80坪） 2007年
1月

2017年
10月中旬

入居日

12

プリメーラ道玄坂
渋谷区渋谷道玄坂1-15-3 店舗/101号室

面　積 築年月

152.60㎡（46.16坪） 1974年
11月

2017年
11月下旬

入居日

13

事務所/5階
VORT本郷

文京区本郷5-1-16

面　積 築年月

131.61㎡（39.81坪） 1988年
1月

入居日

14

店舗/102号室
ストークプラザ上野松が谷

台東区区松が谷2-19-10

面　積 築年月

38.73㎡（11.71坪） 2000年
3月

入居日

15

面　積 築年月 入居日

16

その他物件情報一覧〈 仲介手数料0円〉Index
物件名称 所在地 交　　通 築年月 用　途 フロア 面積 /坪 入居日

BUREX平河町 有楽町線「麹町」駅 徒歩3分
半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩4分千代田区平河町1-5-15 2009年

1月
29.45㎡
8.90坪204

ＡＴＥＬＩＥＲ
ＹＯＵＲＳ小川町

千代田線「新御茶ノ水」駅徒歩1分
新宿線「小川町」駅徒歩1分千代田区神田小川町1-10-2 2015年

2月
62.62㎡
18.94坪事務所

事務所

即日

2017年
12/中

404
405

ＡＴＥＬＩＥＲ
ＹＯＵＲＳ小川町

千代田線「新御茶ノ水」駅徒歩1分
新宿線「小川町」駅徒歩1分千代田区神田小川町1-10-2 2015年

2月
25.16㎡
7.61坪事務所 即日302

ＶＯＲＴ新横浜 ＪＲ線「新横浜」駅徒歩 6分
市営地下鉄ブルーライン線「新横浜」駅徒歩 6分横浜市港北区新横浜3-2-6 1993年

5月
317.70㎡
96.10坪事務所 即日3階A

洋光台ビューパレー ＪＲ根岸線「洋光台」駅徒歩 6分横浜市磯子区洋光台4-19-34 1974年
3月

249.82㎡
75.57坪 相談1階B区画店舗

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

銀座線

「稲荷町」駅　8分徒
歩

日比谷線

「入谷」駅　9分徒
歩

102号室
38.73㎡

JR各線

「御茶ノ水」駅　2分徒
歩

千代田線

「新御茶ノ水」駅　2分徒
歩

163.08㎡

152.60㎡

半蔵門線・三田線・都営新宿線

「神保町」駅　1分徒
歩

事務所/3階
VORT芝浦WaterFront

港区芝浦4-12-31

事務所/2階
渋谷デュープレックスB’s

渋谷区渋谷3-26-17

125.49㎡（37.96坪） 2007年
10月

2018年
3月上旬

125.49㎡

JR各線

「渋谷」駅　3分徒
歩

田園都市線・東横線

「渋谷」駅　9分徒
歩

井の頭線

「渋谷」駅　11分徒
歩

銀座線・半蔵門線・副都心線

「渋谷」駅　9分徒
歩

千代田線

「新御茶ノ水」駅　1分徒
歩

新宿線

「小川町」駅　1分徒
歩

丸ノ内線

「淡路町」駅　3分徒
歩

JR中央線・総武線

「御茶ノ水」駅　6分徒
歩

浅草線・日比谷線

「東銀座」駅　2分徒
歩

銀座線・日比谷線・丸ノ内線

「銀座」駅　3分徒
歩

有楽町線

「銀座一丁目」駅　3分徒
歩

195.58㎡

257.67㎡

JR山手線・京浜東北線

「田町」駅　10分徒
歩

都営三田線・浅草線

「三田」駅　13分徒
歩

131.61㎡

大江戸線

「本郷三丁目」駅　2分徒
歩

丸ノ内線

「本郷三丁目」駅　3分徒
歩

事務所/2階C
VORT新横浜

横浜市港北区新横浜3-2-6

104.22㎡（31.52坪） 1993年
5月 即日

2階C号室
104.22㎡

市営地下鉄ブルーライン

「新横浜」駅　6分徒
歩

JR線

「新横浜」駅　6分徒
歩

VORT芝公園 三田線・浅草線「三田」駅徒歩7分
大江戸線・浅草線「大門」駅徒歩 9 分港区芝2-27-8 1988年

3月
174.73㎡
52.85坪事務所 即日7階

VORT白金台
ANNEX

南北線・三田線「白金台」駅 徒歩 4分
山手線・目黒線・南北線・三田線「目黒」駅 徒歩10 分港区白金台5-18-9 1989年

9月
63.27㎡
19.13坪

住居
（SOHO可） 即日201

VORT ＡＯＹＡＭＡ 銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道」駅徒歩7分
半蔵門線・田園都市線・副都心線・東横線「渋谷」駅徒歩7分渋谷区渋谷2-7-14 1990年

7月
70.10㎡
21.20坪事務所 2018年

2/上303

渋谷
デュープレックスB's

JR 各線「渋谷」駅徒歩 3分
銀座線・半蔵門線・副都心線「渋谷」駅徒歩 9 分渋谷区渋谷3-26-17 2007年

10月
101.11㎡
30.58坪事務所 2018年

3/上4階

VORT笹塚 京王線・京王新線「笹塚」駅徒歩 3分渋谷区笹塚2-18-3 1992年
8月

132.21㎡
39.99坪事務所 2017年

12/中10階

朝日目黒マンション JR 山手線「目黒」駅徒歩 5分
三田線・南北線・目黒線「目黒」駅徒歩 5分目黒区目黒1-3-21 1987年

10月
91.05㎡
27.54坪住居 即日308

2018年
1/上VORT錦糸町 総武線「錦糸町」駅 徒歩 5分

半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩 6分墨田区江東橋1-15-1 1994年
2月

198.32㎡
59.99坪事務所 201

東上野センタービル 銀座線「稲荷町」駅徒歩 3分
大江戸線・つくばエクスプレス「新御徒町」駅徒歩 4分台東区東上野2-1-13 1993年

2月
318.55㎡
96.36坪事務所 2017年

12/上6階

MIビル 大江戸線・つくぼエクスプレス線「新御徒町」駅徒歩 6分
銀座線「稲荷町」駅徒歩7分台東区元浅草3-19-9 1993年

3月
78.22㎡
23.66坪事務所 即日501

サンスプレンダー池袋 JR各線「池袋」駅徒歩 8分
東武東上線「池袋」駅徒歩 9 分豊島区池袋2-73-3 1983年

6月
30.99㎡
9.37坪

住居
（SOHO可）

2017年
10/上301

ＶＯＲＴ横浜関内Ⅲ
ＪＲ京浜東北線・根岸線・横浜線「関内」駅徒歩 3分
市営地下鉄ブルーライン線「関内」駅徒歩 4分横浜市中区万代町1-2-12 1989年

8月
268.47㎡
81.21坪事務所 2017年

10/上5階A

ＶＯＲＴ横浜関内Ⅲ
ＪＲ京浜東北線・根岸線・横浜線「関内」駅徒歩 3分
市営地下鉄ブルーライン線「関内」駅徒歩 4分横浜市中区万代町1-2-12 1989年

8月
130.30㎡
39.41坪事務所 2017年

10/上5階B

1986年
8月

184.06㎡
55.67坪事務所 2018年

2/上2階VORT日本橋本町 日比谷線「小伝馬町」駅徒歩1分
JR 総武快速線「新日本橋」駅徒歩 4分中央区日本橋小伝馬町4-2

MOAビル 銀座線「末広町」駅徒歩 2分
千代田線「湯島」駅徒歩 4分千代田区外神田6-5-11 1983年

8月
102.57㎡
31.03坪501事務所 即日

スターコート日本橋 日比谷線・東西線「茅場町」駅徒歩5分
半蔵門線「水天宮前」駅徒歩5分中央区日本橋小網町3-18 1982年

7月
24.97㎡
7.55坪

住居
（SOHO可） 即日507

グランメール六本木 日比谷線・大江戸線「六本木」駅徒歩 8分港区六本木5-18-19 1981年
1月

17.97㎡
5.43坪事務所 即日203

30.34㎡

201号室
22.47㎡

83.60㎡

51.73㎡

丸ノ内線

「御茶ノ水」駅　4分徒
歩

JR各線

「有楽町」駅　8分徒
歩

副都心線・大江戸線

「東新宿」駅　1分徒
歩

JR山手線

「新大久保」駅　9分徒
歩

JR各線

「渋谷」駅　5分徒
歩

田園都市線・東横線

「渋谷」駅　5分徒
歩

京王井の頭線

「渋谷」駅　2分徒
歩

銀座線・半蔵門線・副都心線

「渋谷」駅　5分徒
歩

05 06

101.21㎡ 402号室
83.93㎡

副都心線・千代田線

「明治神宮前」駅　10分徒
歩

副都心線

「北参道」駅　9分徒
歩

銀座線

「外苑前」駅　11分徒
歩

JR山手線

「原宿」駅　12分徒
歩

大江戸線・浅草線

「大門」駅　7分徒
歩

三田線

「芝公園」駅　7分徒
歩

JR山手線・京浜東北線・東京モノレール

「浜松町」駅　7分徒
歩

114.87㎡

52.25㎡

JR各線

「渋谷」駅　7分徒
歩

田園都市線・東横線

「渋谷」駅　8分徒
歩

銀座線・半蔵門線・副都心線

「渋谷」駅　8分徒
歩




