
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

都内屈指のブランドエリア「恵比寿」の新たなランドマーク、大規模バリューアップ工事により、さらなる資産価値向上！
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「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.December

※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。

「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錦糸町駅前

Tenant Interview S:vort 渋谷神南

経営者様のためのボルテックスセミナーSeminor

Rent information

アットホームな雰囲気が
お客様の笑顔を創出する
スリムビューティハウス錦糸町店

チーフエステティシャン 菅谷 真寿 様

VORT恵比寿maxim 東京都渋谷区東三丁目

地域に密着した都市型調剤薬局として
お客様が安心して相談できる場を提供する

アルプス薬局渋谷店

株式会社ココカラファインヘルスケア
薬局長 髙橋 順子 様

■名称/VORT恵比寿maxim●所在地/東京都渋谷区東三丁目●構造/鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付11
階建●用途地域/商業地域、第1種住居地域、第2種住居地域●敷地面積/1,616.65㎡（489.03坪）●延床面積/6,442.97㎡（1,948.99坪）
●土地権利/所有権●総戸数/12戸（事務所11戸・店舗1戸）●販売戸数/2戸●専有面積/2階：484.46㎡（146.54坪）3階：346.74㎡
（104.88坪）●築年月/1989年8月（平成1年）新耐震基準適合●施工/（株）長谷工コーポレーション●管理/［全部委託］［巡回］日本ハウズ
イング（株）に変更予定●管理費（月額）/2階：305,210円、3階：218,447円●修繕積立金（月額）/2階：133,227円、3階：95,354円●看板使用
料(月額)/2階：5,000円●現況/賃貸中（平成30年5月31日退去予定）●引渡し/相談●取引態様/売主 ※掲載の情報は平成29年11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。

13億5,720万円484.46㎡（146.54坪）

JR各線・日比谷線

「恵比寿」駅徒歩5分

専有面積
484.46㎡（146.54坪）
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［専有面積］ ［販売価格］

9億7,110万円346.74㎡（104.88坪）
［専有面積］ ［販売価格］

（税込）2階 （税込）3階

〈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 アットホームな雰囲気が
お客様の笑顔を創出する
「スリムビューティハウス錦糸町店」（墨田区）

気、血、水の巡りを整える
オリエンタルエステ

一人ひとりの体質と
生活に合わせた施術

30年以上も続く
アットホームなエステサロン

01 02

「お客様には5年先、10年先を考えた身
体作りをしてほしいと考えています。一
時的に痩せて綺麗になるのではなく、
体質を改善して美しく健康的に生活し
ていただければ、と」
　チーフとしてスリムビューティハウス錦
糸町店の4人のスタッフと日々技術の向
上に励む菅谷真寿様はそう語ります。
　スリムビューティハウスの創業は
1980年。以来、競争の激しいエステ業
界で確かな地位を築いてきました。

　錦糸町店がオープンしてから３０年
以上が過ぎました。
　錦糸町店のお客様からは「エステに
きたと分からないから入りやすい」とい
う反応があります。エステに入店する
姿を見られるのをイヤがる方は多いそ
うです。その点、「ＶＯRＴ錦糸町駅前」
は、エレベーターと店舗が直結している
上、ほかにもたくさんの店舗が入居して

　錦糸町店に来店するお客様のボリュ
ームゾーンは20代から30代。主婦の方
も仕事でキャリアを積む女性もいます。
なかには、70代のお客様、中国や韓国、
タイなど外国人のお客様も来店される
そうです。
　健康的にダイエットして、綺麗になり
たいという目的は同じでも、痩せたい部
位や目標の期間は異なります。また体
質やライフサイクルもお客様それぞれ。
　スリムビューティハウスでは一人ひと
りの体質や生活に合わせた施術を行っ
ています。
　まず菅谷様たちエステティシャンは、
お客様の生活や体質のカウンセリング
からはじめます。次に身体の各部位を
採寸し、ハンドマッサージや、電磁波を
流して代謝を高めるＥＭＳ※などの機器
を使って、体質を改善していきます。
　施術が終わると再び採寸して施術前
との変化をご確認いただき、お客様の
目的や体質に合わせて、全身痩せ、部分

「弊社は一般的なエステとは異なり、オ
リエンタルエステ―東洋美容を柱にし
たサービスを提供するサロンです」
　オリエンタルエステとは、人間にもと
もと備わっている「健康的に美しくなろ
うとする力」を活かして、負担をかけず
に身体を変えていく美容法です。ただ痩
せて美しくなるというその場しのぎの対
処法ではなく、トラブルを原因から見つ
め直して対応していきます。

経営者様のためのボルテックスセミナー オフィスは「借りる」より「買う」でコストを削減し、働き方を改革

「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。

美しく、そして健康的に痩せたい―。それは、すべての女
性の希望です。そんな願いを叶えてくれるのが、ＪＲ錦
糸町駅から徒歩で3分ほどの好立地に建つ「ＶＯRＴ錦
糸町駅前」のスリムビューティハウス錦糸町店。オリエン
タルエステの知見と施術で、痩せられない原因から見直
し、目標を達成するまでエステティシャンが二人三脚で
サポートしてくれます。30年以上愛され続けてきたアットホームな雰囲気の錦糸町店で、
チーフエステティシャンの菅谷 真寿様にお話しをうかがいました。

VORT錦糸町駅前
［所在地］東京都墨田区江東橋4-26-9
［最寄駅］東京メトロ半蔵門線

                 「錦糸町」駅徒歩2分
［規　模］地下1階地上9階建
［総戸数］9戸 ［築年月］1987年2月

スリムビューティハウス錦糸町店

スリムビューティハウス
錦糸町店

菅谷 真寿
チーフエステティシャン

様

子どものころからメイク業界に憧れて、美容の
専門学校に進学。スリムビューティハウスでオ
リエンタルエステに出会う。「私も愛用してい
る弊社のＥＭＳは、ホントに効きます。ＥＭＳ
で健康的に筋肉を付けて代謝を上げれば、太
りにくい身体になりますよ」。趣味は神社仏閣
巡りと料理。

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）

開催日時

登壇者 定　員

無料参加費

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。

　スリムビューティハウスが提供する
のは、オリエンタルの知恵を応用した
「カッピング」や「気・血・水トリートメ
ント」などのオリジナル施術。肩こりや
頭痛、むくみは病気ではなく、身体の
不調を伝えるサインである未病と呼ば
れます。
　未病の原因となるのが、体内の気、血、
水の流れの滞り。「カッピング」や「気・
血・水トリートメント」で、気、血、水の巡
りを整えれば、新陳代謝が上がり、アン
チエイジング効果も見込めます。
「オリエンタルエステの考え方に惹かれ
て、私はスリムビューティハウスに入社
しました。専門学校で学んだ美しさを追
求するエステとも、他社の考え方ともま
ったく違いました。内側から根本的に身
体を変えていくからダイエット後のリバ
ウンドもありませんし、長い間体型や健
康を維持できます。なかには『健康診断
の結果が悪かったから生活習慣を改め
たくて』と来店されるお客様や、『不妊
治療中で体質を改善したくて』とご相談
される方もいらっしゃいます。私たちも
お客様のご要望や質問に応えられるよ
うひんぱんに研修を受けて、新しい知識
や施術を学んでいます」
　オリエンタルエステは学術的にも裏
打ちされた美容法です。スリムビューテ
ィハウスが37年の長きにわたり、お客
様に愛さる要因の１つが、東洋美容の専
門知識を学んだスタッフが行う食事指
導や生活習慣指導です。

❶12月7日（木）❷12月21日（木）開催時間16：00～（受付開始 /15：30～）

痩せ、エイジングケア、美脚などのコー
スをご案内していくという流れになって
います。
　菅谷様たちスタッフは、週に1回全員で
ミーティングを行って、お客様1人1人の
現状や目的を確認します。ひんぱんにお
客様の要望に応えられるよう改善点など
を話し合う機会を作っているのです。
「アットホームな雰囲気が錦糸町店の
特徴です」と菅谷様は語ります。
「下町である錦糸町という土地柄か、気
さくでフレンドリーなお客様がたくさん
いらっしゃいます。私たちもお客様と家
族に接するような気持ちで、親しくさせ
ていただいています。錦糸町店で働き
はじめて、施術の技術や東洋美容の知
識だけではなく、コミュニケーションが
何より大切だと実感しました。お客様と
はもちろん、スタッフ同士でもひんぱん
にコミュニケーションをとって、チーム
ワークを築くことを心がけています。ス
タッフ一丸となって、お客様に向かって
いくことがとても重要なのです」

います。
　そんな環境と菅谷さんたちスタッフ
が作り出すアットホームな雰囲気が、お
客様に愛される大きな要因になってい
ます。
「あるお客様が、目標のパンツを履けた
ときのお顔が忘れられません。とても嬉
しそうで……。これからも利用してくだ
さっているお客様のためにも、この雰囲
気を守っていかなければならないと考
えています。それが、お客様の喜びや笑
顔につながっていくはずですから」

まずは体験！
お申込みはこちら▶▶▶

初回体験
価 格

※お1人様一回限り

〒130-0022
東京都墨田区江東橋4-26-9 
VORT錦糸町駅前 3F

尚、月により定休日・受付時間が変更する場合が
ございますので予めご了承願います。

【お問合わせ】　　0120-363636
【営業時間】
平日：11:00～22:00（受付終了 19:30）

土・日・祝：10:00～20:00（受付終了 17:00）

※Electrical Muscle Stimulation

左：萩原 ことの様 中央：菅谷 真寿様 右：吉田 礼以美様
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interview

「アルプス薬局」渋谷店（渋谷）
渋谷駅から徒歩6分、公園通りから一歩入った閑静な一角に「S:vort渋谷神南」はあり
ます。2010年3月、このビルの2階にココカラファイングループが運営する「アルプス薬
局」渋谷店が入居されました。巨大な繁華街が広がるエリアに立地する都市型調剤薬局
として地域の中でいかなる役割を果たしているか、薬局長の髙橋順子様にお話をうかが
います。髙橋様の白衣の胸には、コーポレートスローガンである「おもてなしNo.1」のバ
ッジがとめられていました。
また今回は、株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部関東地区の地区長を務め
られている小宅（おやけ）由明様にも、グループ全体での取り組みなどについてあわせて
お訊きしました。

「アルプス薬局」渋谷店 髙橋 順子薬局長 様
伯父様が薬剤師だったことで、幼い頃からその姿を見て育った。薬学部卒業後、試
薬メーカーに勤務。結婚を機に薬剤師に。出産後10年のブランクを経て、同社に入
社。7年後、渋谷店に配属になって2年目から薬局長。趣味はマラソン、毎日10km
を走る。最初のフルマラソンがホノルルマラソンで、来年は東京マラソンに参加す
る。お子様の健やかな成長と仕事を続ける上でも、「夫婦円満」が大切と語る。

医師には話しづらいことも
あなたになら相談できる

S:vort渋谷神南
［所在地］東京都渋谷区宇田川町3-12
［最寄駅］東急田園都市線・東横線、

  東京メトロ副都心線・半蔵門線「渋谷」駅徒歩6分
［規　模］地下1階地上8階建
［総戸数］9戸 ［築年月］2006年11月

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町3-12 S：vort渋谷神南2F

tel.03-3780-5020

03 04

 「アルプス薬局」渋谷店の経営母体であ
る株式会社ココカラファインは2008
年、セガミメディクス株式会社（1937年
設立）と株式会社セイジョー（1951年創
業）が経営統合して設立されました。社
名には「皆さまのココロとカラダをゲン
キにしたい」との思いがこめられていま
す。ドラックストアと調剤、介護を事業の
軸として、全国で1,300店舗を展開。調
剤報酬額で業界トップクラス、月間
1,000枚以上の処方箋の取り扱い店舗
数では業界1位という実績を誇ります。

「渋谷駅周辺にはドラッグストアがたく
さんありますが、当店は駅から少し距離
があります。その分、街もお店も落ち着
いた雰囲気で、お客様お一人おひとりと
じっくりと向き合ってご相談に応じるこ
とができます。お薬のことばかりでな 　インフルエンザや風邪、ノロウイルスなど

が流行する季節を迎えました。その一番の
原因は、飛沫感染。髙橋様にその対策をお
訊きしました。
「まずは基本的なことですが、帰宅後の手洗
いとうがいが大事です。できれば、外出時に
はマスクを着用されることをおすすめしま
す。今年はインフルエンザワクチンが不足し
ているとも伝えられていますが、アレルギー
などのない方でしたら、接種していただくと安
心できます。とくに、ご高齢者と受験生の方
は打っておいたほうがよいと思います」
　最後に、今後のお店としての取り組みにつ

株式会社ココカラファインヘルスケア アルプス薬局渋谷店

病院やケアマネと連携して
在宅医療に取り組む

いてお話いただきました。
「現在でもいくつか事例がありますが、在宅
医療に取り組みたいと考えています。渋谷区
内でも一人暮らしのご高齢者がかなりいらっ
しゃって、ケアマネージャーさんも訪問され
ているようですが、どうしても回りきれませ
ん。お困りの方が少なくないにもかかわらず、
なかなか踏み込めない。そこで、病院とケア
マネージャーと薬局が協力して、ご高齢者を
診ていく方向でいま動き出しています」
　薬や健康について何か相談したいことが
あれば、電話でもかまいませんので、お問合
せくださいとのことでした。

く、普段の日常生活や
お食事のこと、健康食
品やサプリメントなど
いろいろなことをお尋
ねいただいています。
話しやすい居心地の良
い場所として、皆様に
喜んでいただいており
ます」
　渋谷店は、薬剤師2
名と登録販売者1名の
3名体制。薬局長の髙
橋順子様は従業員同士の仲の良さがお
客様にも伝わると考え、店内の良好な
コミュニケーションを心がけているそう
です。また、会社の定期研修で学んだこ
とをお店にフィードバックして、実践す
ることにも余念がありません。お客様
に対してはおっしゃりたいことをしっか
りと引き出せるように“上から目線”では
なく、お客様の目を見てお話しすること

を徹底しています。
「当店の特徴は、お客
様が安心してお話がで
きることだと思います。
病院の先生には話しづ
らいことでも、『あなた
になら相談したい』と
いう方も少なくありま
せん。お話をお聞きし
て、それをもとに担当
のお医者様にご提案し
てさし上げることもあ

【営業時間】9:30～18:30（※14:00～15:00を除く） 【定休日】土・日・祝

地域に密着した都市型調剤薬局として
お客様が安心して相談できる場を提供する

ります。その為、病院とも非常に良い関
係で、ドクターや看護師さん、受付の方
などとも交流があり、スムーズにお仕事
をすることができていて、そこはすごく
助かっています」

関東地区エリアマネージャーにお訊きする
～ココカラファインの底力～ 株式会社ココカラファインヘルスケア

小宅 由明調剤事業部関東第2地区 地区長 様

　「アルプス薬局」渋谷店のオープンに
あたりましては、ある病院様からお声が
けをいただき、その近隣で探していたの
ですが、清潔感のあるビルということで
「S:vort渋谷神南」を選ばせていただき
ました。2010年3月に入居。従来の薬局
のイメージとは異なる、洗練された空間

づくりをめざして、今も検討
を重ねています。高橋薬局長
をはじめ彼女たちの努力の
おかげで、安心して相談でき
る空間として好評です。
　16年4月から、ひとりの薬
剤師がひとりの患者さんの
服薬を1か所の薬局で管理す
る「かかりつけ薬剤師」制度
がスタートしました。当社は

日常生活レベルでの予防の役割を果た
すドラッグストアや治療をサポートする
調剤薬局、グループ会社での介護など、
お客様一人ひとりと向き合って誕生か
ら老後まで、健康や薬に関しては全て任
せてくださいという存在になろうと努め
ております。

　また、当社の特徴には教育制度が充
実していることも挙げられます。入社時
研修をはじめ1年目は10回程度、その後
回数は減りますが、3年間にわたる研修
カリキュラムが整っています。その後も
年2回程度のアドバンス研修や、会議を
兼ねた薬局長研修なども用意されてい
ます。また、会社として最も力を入れて
いる「糖尿病サポーター」を育成する選
抜研修のほか、認知症や眼科、漢方など
に特化した研修もあります。
　ドラックストアチェーンも調剤部門
を拡張するという流れがありますが、
当社にはこれまでの長い実績と経験と
いう強みがありますので、それを活かし
て自らが求める事業を拡大してまいり
ます。(談)

左：薬剤師 小本 梨紗様　中央：薬局長 髙橋 順子様　右：登録販売者 加藤 瀬里香様
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東海道本線･横須賀線
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都営新宿線
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京王井の頭線
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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。※掲載の情報は平成29年11月13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12月29日

※諸条件はお問い合せください。

0120-953-482

面　積 築年月 入居日

1

面　積 築年月 入居日

2

面　積 築年月 入居日

3

面　積 築年月 入居日

4

面　積 築年月 入居日

5

面　積 築年月 入居日

6

面　積 築年月 入居日

7

面　積 築年月

2018年
2月下旬

入居日

8

面　積 築年月

83.93㎡（25.38坪） 1989年
2月

入居日

9

VORT高田馬場Ⅰ
新宿区高田馬場1-30-15 事務所/6階

面　積 築年月

115.99㎡（35.08坪） 1990年
1月

入居日

10

面　積 築年月 入居日

即日

11

面　積 築年月 入居日

12

面　積 築年月 入居日

13

面　積 築年月 入居日

14

面　積 築年月 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

VORT九段 有楽町線・南北線・新宿線「市ヶ谷」駅徒歩7分
東西線・半蔵門線・新宿線「九段下」駅徒歩 9 分千代田区九段南3-7-14 1992年

11月
196.56㎡
59.45坪事務所

事務所

2018年
4/下

2017年
12/中

2階

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

212.17㎡
64.18坪 相談1階A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

相談JU錦糸町ビル 中央総武線「錦糸町」駅 徒歩 4分
半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩 4分墨田区江東橋4-25-7 1998年

1月
61.56㎡
18.62坪店舗 1階

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

ストークプラザ
上野松が谷

銀座線「稲荷町」駅徒歩 8分
日比谷線「入谷」駅徒歩 9 分台東区松が谷2-19-10 2000年

3月
38.73㎡
11.71坪店舗 2018年

2/下102

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） 即日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 即日5階A

2018年
1月上旬

新宿シティ源共同ビル
新宿区西新宿7-17-14 事務所/402号室

ロイヤルコート目黒
品川区西五反田3-13-14 事務所/104号室

93.60㎡（28.31坪） 1989年
2月

2018年
2月下旬

ＪＲ山手線・目黒線

「目黒」駅　12分徒
歩

目黒線

「不動前」駅　4分徒
歩

JR山手線

「五反田」駅　13分徒
歩

2018年
3月中旬

事務所/202号室

銀座線

「田原町」駅　2分徒
歩

大江戸線

「蔵前」駅　5分徒
歩

サンライズ浅草
台東区寿1-18-1

179.06㎡（54.16坪） 1994年
11月

神保町一丁目ビル 半蔵門線・三田線・新宿線「神保町」駅徒歩1分千代田区神田神保町1-12 1995年
8月

83.60㎡
25.28坪店舗 2018年

2/上地下1階

BUREX平河町
千代田区平河町1-5-15 事務所/202号室

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

30.34㎡（9.17坪） 2009年
1月

2017年
12月中旬

ATELIER YOURS 小川町
千代田区神田小川町1-10-2

25.28㎡（7.64坪） 2015年
2月

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

事務所/204号室

2017年
12月上旬

VORT銀座maxim
中央区銀座3-9-6 店舗/9階

195.58㎡（59.16坪） 2008年
3月

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

JR各線

「有楽町」駅　8分徒
歩

257.67㎡（77.94坪） 1989年
2月

事務所/3階
VORT芝浦WaterFront

港区芝浦4-12-31

257.67㎡

JR山手線・京浜東北線

「田町」駅　10分徒
歩

三田線・浅草線

「三田」駅　13分徒
歩

VORT芝公園
港区芝2-27-8 事務所/7階

174.73㎡（52.85坪） 1988年
3月

即日即日

174.73㎡

三田線・浅草線

「三田」駅　7分徒
歩

JR山手線・京浜東北線

「浜松町」駅　9分徒
歩

大江戸線・浅草線

「大門」駅　9分徒
歩

三田線

「芝公園」駅　7分徒
歩

VORT芝公園Ⅱ
港区芝2-3-9 事務所/4階

126.96㎡（38.40坪） 1993年
3月

2018年
5月上旬

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

VORT三田駅前
港区芝4-3-11 事務所/5階

175.57㎡（53.10坪） 1990年
7月

2018年
4月上旬

三田線・浅草線

「三田」駅　1分徒
歩

JR山手線・京浜東北線

「田町」駅　6分徒
歩

175.57㎡

即日78.73㎡（23.81坪） 2001年
12月

ＶＯＲＴ青山一丁目Ｄｕａｌ’ｓ
港区北青山1-4-5 住居（SOHO可）/302号室

銀座線・半蔵門線・大江戸線

「青山一丁目」駅　3分徒
歩

銀座線

「外苑前」駅　4分徒
歩

事務所/10階
VORT渋谷桜丘

渋谷区桜丘町4-14

52.25㎡（15.80坪） 2007年
1月

2018年
4月上旬

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

2018年
1月下旬

事務所/11階
VORT本郷

文京区本郷5-1-16

130.20㎡（39.38坪） 1988年
1月

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

2018年
1月上旬

事務所/102号室

JR総武線

「錦糸町」駅　5分徒
歩

半蔵門線

「錦糸町」駅　6分徒
歩

VORT錦糸町
墨田区江東橋1-15-1

97.59㎡（29.52坪） 1994年
2月

事務所/6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

2018年
1月下旬

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

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
47.64㎡
14.41坪事務所 即日801・802

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

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

グランドメゾン戸山 副都心線・大江戸線「東新宿」駅徒歩1分
JR 山手線「新大久保」駅徒歩 9 分新宿区新宿7-26-37 1983年

7月
101.21㎡
30.61坪事務所 即日1階D

神宮外苑ビル JR山手線・中央線・総武線・大江戸線「代々木」駅徒歩 5分
副都心線「北参道」駅徒歩 3分渋谷区千駄ヶ谷4-27-1 1984年

6月
83.46㎡
25.24坪事務所 2018年

5/中5階

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

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 相談308

即日ルミエールビル JR 総武線「亀戸」駅徒歩 4分江東区亀戸6-55-19 1989年
9月

78.23㎡
23.66坪事務所 8階

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

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

196.59㎡
59.46坪事務所 202

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 即日5階B

30.34㎡

25.28㎡

195.58㎡

126.96㎡

78.73㎡

130.20㎡

93.60㎡

97.59㎡

179.06㎡

05 06

副都心線

「西早稲田」駅　7分徒
歩

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

83.93㎡

115.99㎡

JR山手線・西武新宿線

「高田馬場」駅　4分徒
歩

東西線

「高田馬場」駅　6分徒
歩


