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interview 子どもたちの
生きぬく力を養う学童教育
「株式会社 伸 芽 会」（伸芽’Sクラブ目黒校）

01 02

目黒Gビル
［所在地］東京都目黒区目黒1-4-16
［最寄駅］JR山手線・東京メトロ南北線・

　　　　都営三田線「目黒」駅徒歩3分
［規　模］地上10階建
［総戸数］11戸 ［築年月］1993年6月

株式会社 伸 芽 会 託児局 次長 利倉 常高様

62年の歴史を誇る名門小学校・幼稚園受験のパイオニア伸芽会が、受験対応型学

童「伸芽’Sクラブ学童」を立ち上げたのは7年前。その3年後に「伸芽’Sクラブ学童」

目黒校は、目黒駅から徒歩3分の目黒Ｇビル3階で開校しました。

女性の社会進出とともに待機児童問題が話題になる昨今、学童教育の必要性、そし

て老舗の幼児教室である伸芽会が、学童教育に乗り出した意義を、伸芽会託児局次

長の利倉常高様にお伺いしました。

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-22
　　　　　  リソー教育グループ城北本部池袋ビル4F

〒153-0063 東京都目黒区目黒1-4-16 目黒Gビル3F

［フリーダイヤル］ 0120-003-715

［オフィシャルサイト］ 

http://www.shingakai.co.jp

［オフィシャルサイト］ 

https://www.shinga-s-club.jp/afterschool/
school/meguro/

株式会社 伸 芽 会

伸芽’Sクラブ 学童目黒校

「伸芽’Sクラブ託児」「伸芽’Sクラブ
学童」の立ち上げに携わりました。利
倉様は「2年前までは趣味はランニン
グといえたのですが、いまは何もして
いません」と苦笑いされました。
　各校舎を回り、お子様を指導するだ
けでなく、新事業の立ち上げや広告
戦略、人事採用なども担当する忙しい
毎日を送っています。「唯一安らげる
のが、家族と過ごす時間ですね」。

株式会社ボルテックス 実需部 実需課 前川 明久 10名（先着順）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中央・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お申込み先

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。

経営者様のためのボルテックスセミナー 企業基盤を強化する経営戦略セミナー

数年後東京の景色が劇的に変わる
その時に役立つ長寿企業の経営術

対策できてる？
不安定な海外情勢を生き抜く経営のコツ

6月13日（水）17：00～18：30（16：30開場）［開催時間］ 6月27日（水）17：00～18：30（16：30開場）［開催時間］

「伸芽’Sクラブ学童」目黒校に、小学１
年生から生徒たちが集まってきていま
す。おやつの時間まではあと20分ほ
ど。教室には子どもたちの元気な笑い
声が響きます。
　最寄りの目黒駅から「伸芽’Sクラブ学
童」目黒校が入る目黒Ｇビルまでは、オ
フィスビルやカフェなどが並び、活気が
ありながらも上品な通りの坂を少し下っ
たところ。そんな立地や環境も、大切な
お子様を目黒校に安心してお任せでき
る大きな要因と言えるでしょう。
「伸芽’Sクラブでは情操教育と、中学受
験のベース作りとなる学習習慣を付ける
ために、小学1年生からのお子様をお預
かりする『伸芽’Sクラブ学童』を7年前に
立ち上げました。学校の宿題だけでな
く、算数や漢字、英語などの基礎学力養
成プログラムを取り入れた教育を行って

います」そう語る
の は、「伸 芽’Sク
ラブ学童」の立ち
上げに携わった
伸芽会託児局次
長の利倉様です。
　そして目黒Ｇビ
ルに入居した理
由を立地のほか
に「ボルテックス
さんのアフターサ
ービスの良さ」と
挙げてくださいました。
　伸芽会のスタートは1956年。62年
の歴史で送り出した卒業生は15万人を
超えています。政財界人やスポーツ選
手のご子弟たちも伸芽会を利用なさっ
てきました。
　詰め込みやマニュアルが通用しない幼
児教育の世界において、伸芽会は小学校
受験・幼稚園受験のパイオニアとして、圧
倒的な合格実績をあげてきました。

小学校受験・幼稚園受験の
パイオニアとして

「創造力」「体験力」「自助力」の
3つの柱

働く親御様からの
託児所、学童開設の
要望
　伸芽会が、学童運
営に乗り出した経緯
について利倉様は次
のように説明します。
「きっかけは保護者
様からの託児所を
開設してほしいとい

う要望でした。毎日、お忙しく働き、教育
に対して高い意識を持たれている方々に
とって、切実な思いだったのです」
　特にお仕事をお持ちのお母様は、小学
校受験、幼稚園受験をお考えの場合、長
時間預けられ、伸芽会も利用できる受験
対応型の託児所をお望みでした。
　伸芽’Sクラブの幼児にはそのようなご
要望に応えてきました。しかし、小学校
に合格されると、放課後をどこでどのよ
うに過ごすか。仕事も持つ親御様にとっ
ては、大きな問題の一つなのです。
「小学校に入学して直面するのが『小一
の壁』。保育園と比べても、小学校は早く
終わります。小学校に併設されている学
童も18時ころに閉園するケースが多い。
しかも人手不足で、少人数のスタッフで
大勢のお子様を見なければならず、宿題
を見てあげられない学童も少なくありま
せん。そんな状況で民間の学童が求めら
れていたのです」

　伸芽会が「伸芽’Sクラブ学童」を開校
したのは2011年。当初７校で160人のお
子様をお預かりしていましたが、今年2
月の時点で13校に、利用するお子様は
750人に増えました。

「伸芽’Sクラブ学童ほど勉強する学童は
ないと思いますよ」と利倉様は語ります。
　放課後、伸芽’Sクラブ学童に集まっ
たお子様たちはまずおやつをいただき
ます。次は30分間の集中力タイム。全
員で合唱をしたり、縄跳びをしたりし

て、１つのことに集中して取り組む時間
を設け、学習タイムへの集中力を高め
ます。
　そして16時から45分間が宿題の時
間。お子様をお預かりする担任が1人ひ
とりの個性や学力を把握して指導いた
します。
　さらに17時からの45分が「伸芽’S
クラブ学童」オリジナルの算数検定や
漢字検定に合わせたテキストを使った
Ｇタイム。学習習慣をつけて、中学受験
の基礎力養成、内部進学対策の発展
学習に取り組みます。
　伸芽会は創業以来、「創造力」「体
験力」「自助力」を3つの柱に幼児教
育を行ってきました。利倉様はこう指
摘します。
「かつてはよい中学に入り、よい高校に
進み、よい大学を卒業できれば、人生
が安泰だと信じられた時代がありまし
た。でも、そのような学歴社会から、実
力社会、グローバル社会と呼べるよう
な時代に変わりました。さらに言えば、
生きる力が求められる時代です」

「伸芽’Sクラブは間違いを成長の一歩
と考えています。簡単に答えを出さず
にヒントを出しながら間違えた原因を
考えるきっかけを与える教育を行って
います」利倉様は続けます。
「小学校高学年まで、様々な体験を通
して、自ら生きる力を身につけ、応用力
を養う必要があります。それが、3つの
柱として伸芽会が一貫して取り組んで
きた教育なのです。生きる力が求めら
れているからこそ、いまの時代に私た
ちが長年続けてきた指導やサービスに
共感いただけていると感じるのです」

生徒がIDカードかざすとWebカメラが読み取りご登録者（親御様）に
生徒到着のお知らせメールが届くシステム
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interview

Ito Style with beachwalkers（六本木）
六本木ヒルズから徒歩3分ほど。「Ito Style with beachwalkers」は日本屈指の繁

華街にありながら、落ち着いた雰囲気で高級食材をふんだんに使った料理とお酒を楽

しめるバーレストランです。

　オープンは2018年4月3日。30歳で「Ito Style with beachwalkers」の運営をし

ているマネージャーの吉原竜之介様とシェフの高橋亮様は、18歳のときに「いつか一緒

にお店をやってみたい」と語り合ったそうです。当時の夢が実現した「Ito Style with 

beachwalkers」に賭ける思いをおふたりにお伺いしました。

六本木で和の技法を活かした
フレンチを

ぜいたくな空間で味わう
ワインと料理のマリアージュ

二人三脚でまた来たいと
思えるお店に

VORT六本木
［所在地］東京都港区六本木7-19-9
［最寄駅］東京メトロ日比谷線「六本木」駅徒歩4分
［規　模］地上7階建
［総戸数］4戸 ［築年月］2007年5月
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ワインと和食の技法を活かした
フレンチを楽しむ「大人のファミレス」

Ito Style with beachwalkers

Manager / Sommelier 吉原 竜之介様
1988年4月26日、東京生まれ。趣味は筋トレ。「1階から2階
へ料理を運ぶ階段の上り下りで体重が3キロも減りました」
と苦笑いする吉原様はこう続けました。「ぜひやる気のある
若い人と一緒に働きたいです」

tel.03-6271-4710 営業時間.18:00～27:00（L.O26:00）〈日・祝定休〉

［所在地］ 〒106-0032　東京都港区六本木7-19-9　VORT六本木1F・2F

※サービス料10%別途頂戴いたします。金額には消費税は含まれておりません。

　六本木通りを１本入ると、通りに面した
壁がガラス張りの瀟洒なビルが建ってい
ます。店内に入ると吹き抜けの階段が開
放感ある雰囲気を演出しています。
　ＶＯＲＴ六本木１、２階に入居する「Ito 
Style with beachwalkers」は、大人のフ
ァミレスをコンセプトにしたレストランで
す。マネージャーでバーテンダーの吉原様
はオープンしたばかりの「Ito Style with 
beachwalkers」とＶＯＲＴ六本木につい
てこう語ります。
「30歳を機に六本木で勝負したいと思い
ました。このビルは大通りから少し離れて
はいますが、外観が格好いいと感じてい
ます。お客様にも開放感があっていいとご
好評をいただいています。落ち着いた隠れ
家的な雰囲気のなか、本格的な洋食とお
酒を楽しんでいただければ」

「Ito Style with beachwalkers」を
プロデュースするのは『和の技
法が生きるエルルカンのフレン
チ』（講談社）などの著書を持
つ有名シェフ伊東淳一様。
「Ito Style with beachwalkers」
で調理を担当するのは、伊東
シェフがオーナーを務める神
奈川県湯河原町の名店「エル
ルカン・ビス」で腕を磨いたシ
ェフの高橋様です。
「コンセプトが大人のファミレスですの
で、日付が変わる時間が過ぎてもおい
しい料理を召し上がっていただけま
す。もちろん、お酒と一緒におつまみと
しても食べていただくことができます。
基本的にお出しするのは、フレンチを
ベースに和の要素を取り入れた料理。
でも、お客様のご要望があれば、臨機
応変に対応します。メニューにはない
ピラフやパスタ、お寿司……。食材さえ

あれば、なんでも作り
ます。高いクオリティ
を保ち、毎日同じ料理
を出し続けるのが料
理人の仕事だと感じ
ています。さらにメニ
ューを充実させて、お
いしい料理を作って
いきたいですね」

　最高級のロマネコンティからグラス900
円で飲める手頃なワインまで、常時20から
30種類も取りそろえたワインリストも
「Ito Style with beachwalkers」の
特徴の１つです。ワインはソムリエでも
ある吉原様が厳選。一般的にはワイン
グラス１杯に約120ｃｃが普通ですが
「Ito Style with beachwalkers」で
は、たくさんのワインを味わってほしい
という吉原様の意向でハーフサイズで
の注文もできます。
「お酒によって料理の楽しみ方はどんど
ん広がっていきます。お客様の好みや雰
囲気を肌感覚で掴んで、料理がさらに
活きるお酒をお出ししたいと考えていま
す。私がセレクトするワインとシェフの
料理とのマリアージュを楽しんでいただ
きたいですね」

　高橋シェフは吉原様をこう評します。
「マネージャーは、お客様を引き込むの
がとてもうまい。ワインの知識も抜群に
あるけれど、お客様に安心感を与え、肩
が凝らない親しみやすい雰囲気を上手
に作ることもできるんです」
　年配の男性客や若い女性の１人客、大勢で
お酒と料理を楽しみたいという団体客…。
高橋シェフが手がける本格料理と吉原様
が選んだワイン。おふたりが作り出す店内
の雰囲気に誘われて様々なお客様が
「Ito St y le  w i th beachwalkers」
の扉を叩きます。

　バーテンダーとして、そしてソムリエと
して、お客様に接してきた吉原様は飲食
業の魅力について、こう続けました。
「この仕事にはすばらしい出会いがあり
ます。私はバーテンダーやソムリエとし
て、5軒の飲食店で働いてきました。お店
で知り合ったお客様たちのすすめで、ス
イスで働いたり、１年半ニュージーランド
でワイン造りの勉強もしてきました。
「Ito Sty le wi th beachwalkers」
には前に働いていたお店の常連のお
客様もたくさん来てくださいます。こ
の十数年、自分がやってきたことは間
違いではなかったな、と自信になりま
した」
　吉原様と高橋シェフはともに1988
年生まれの30歳。出会いは12年前に
遡ります。おふたりはアルバイト先の

居酒屋チェーンで知り合いました。当
時から高橋シェフは厨房担当、吉原様
はホール担当だったそうです。飲食業
界で生きていきたいと考えていたおふ
たりは意気投合。吉原様は次のように
振り返ります。
「18歳のときから『いつか一緒にやって
みたいな』と話していました。その夢が
実現した。ふたりとも居酒屋育ちなの
で、くつろいだ雰囲気の店にしていきた
いですね。お客様に満足していただき
『また来たい』と思っていただける店に
していければ、と」

牡蠣のポッシェ
2,000円

ウニのブラマンジェ
2,000円

トマトのシュープリーズ
2,500円

フレンチトーストと
フォアグラのテリーヌ
3,000円

秀麗豚のカツレツ
3,500円

短角牛のハンバーグ
3,500円

ブラジルプリン
500円

Chef 高橋 亮様
1988年4月4日生まれ。横浜生まれ。休日には吉原様とふた
りで、勉強もかねてレストランに食事に行くといいます。趣味
は料理の本を読むこと。高橋様は「自分のイメージした通り
の料理が作れたときが一番の喜びです」と語りました。
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東海道本線･横須賀線
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東京メトロ
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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30年5月7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30年6月30日

※諸条件はお問い合わせください。

0120-953-482
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事務所/5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
10月下旬

52.25㎡

JR各線

「渋谷」駅　7分徒
歩

井の頭線

「渋谷」駅　10分徒
歩

銀座線・半蔵門線・田園都市線・副都心線・東横線

「渋谷」駅　8分徒
歩

三上ビル
新宿区神楽坂6-66-2 事務所/8階

70.85㎡（21.43坪） 1994年
5月

2018年
6月中旬

70.85㎡

東西線

「神楽坂」駅　3分徒
歩

中央線・総武線

「飯田橋」駅　9分徒
歩

東西線・有楽町線・南北線・大江戸線

「飯田橋」駅　3分徒
歩

大江戸線

「牛込神楽坂」駅　7分徒
歩

事務所/301号室
明和センチュリー21

台東区台東4-29-13

68.15㎡（20.61坪） 1983年
2月

2018年
10月上旬

68.15㎡

大江戸線・つくばエクスプレス

「新御徒町」駅　6分徒
歩

銀座線

「田原町」駅　10分徒
歩

銀座線

「稲荷町」駅　7分徒
歩

面　積 築年月 入居日
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面　積 築年月 入居日
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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
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

一番町フェニックスビル 半蔵門線「半蔵門」駅徒歩 3分
有楽町線「麹町」駅徒歩 4分千代田区一番町15-20 1980年

3月
25.75㎡
7.78坪事務所 即日303

VORT神保町 三田線・新宿線・半蔵門線「神保町」駅徒歩 3分
新宿線「小川町」駅徒歩 5分千代田区神田小川町3-7-5 2008年

10月
99.34㎡
30.05坪事務所 2018年

5/下7階

ベルバン赤坂 千代田線「乃木坂」駅 徒歩7分
銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目」駅 徒歩 9 分港区赤坂7-5-33 1984年

6月
38.20㎡
11.55坪店舗 2018年

7/下地下101

1987年
1月

109.91㎡
33.24坪事務所 2018年

8/中8階VORT日本橋Ⅰ 銀座線・東西線・浅草線「日本橋」駅徒歩1分
ＪＲ各線・丸ノ内線「東京」駅徒歩10 分中央区日本橋2-9-4

VORT芝大門Ⅱ 浅草線・大江戸線「大門」駅 徒歩 3分
三田線「御成門」駅 徒歩 5分港区芝大門1-3-8 1990年

10月
192.28㎡
58.16坪事務所 2018年

7/上5階

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401事務所 即日

VORT麻布十番 大江戸線・南北線 「麻布十番」駅 徒歩 2分
大江戸線 「赤羽橋」駅 徒歩 9 分港区東麻布3-4-18 1989年

5月
64.05㎡
19.37坪事務所 2018年

8/上5階

VORT外苑前Ⅰ 銀座線「外苑前」駅徒歩1分
銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目」駅徒歩 9 分港区南青山2-26-37 1991年

9月
93.04㎡
28.14坪事務所 2018年

10/上902

VORT西新宿 丸ノ内線「新宿」駅徒歩7分
J R 各線「新宿」駅徒歩 8分新宿区西新宿7-18-5 1985年

4月
125.57㎡
37.98坪事務所 2018年

10/中304

2018年
8/上VORT西早稲田 副都心線「西早稲田」駅徒歩 4分

東西線「高田馬場」駅徒歩 6分新宿区西早稲田2-18-20 2009年
3月

110.23㎡
33.34坪事務所 4階

VORT平河町
千代田区平河町1-5-15 事務所/803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

34.42㎡（10.41坪） 2009年
1月

2018年
9月上旬

2018年
9月中旬

VORT九段
千代田区九段南3-7-14 事務所/8階

196.56㎡（59.45坪） 1992年
11月

有楽町線・南北線・新宿線

「市ヶ谷」駅　7分徒
歩

東西線・半蔵門線・新宿線

「九段下」駅　9分徒
歩

JR線

「市ヶ谷」駅　10分徒
歩

半蔵門線

「半蔵門」駅　9分徒
歩

196.56㎡

2018年
6月中旬

グランメール六本木
港区六本木5-18-19 事務所/210号室

日比谷線・大江戸線

「六本木」駅　8分徒
歩

南北線

「六本木一丁目」駅　8分徒
歩

18.52㎡（5.60坪） 1981年
1月

18.52㎡

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

126.96㎡

2018年
7月下旬

JR総武線

「浅草橋」駅　2分徒
歩

浅草線

「浅草橋」駅　1分徒
歩

VORT浅草橋駅前
台東区柳橋1-23-3

120.63㎡（36.49坪） 1990年
10月

120.63㎡

事務所/3階
VORT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事務所 即日

34.42㎡

VORT東陽町
江東区東陽3-23-24 事務所/6階CD

145.82㎡（44.11坪） 1992年
3月

2018年
5月下旬

145.82㎡

東西線

「東陽町」駅　4分徒
歩

東西線

「木場」駅　7分徒
歩

即日

田園都市線

「桜新町」駅　4分徒
歩

藤和桜新町ホームズ
世田谷区桜新町2-15-7

146.96㎡（44.45坪） 1997年
1月

146.96㎡

事務所/地下1階2

2018年
11月下旬

三田線・大江戸線

「春日」駅　1分徒
歩

丸ノ内線・南北線

「後楽園」駅　4分徒
歩

春日タワービル

106.35㎡（32.17坪） 1990年
7月

106.35㎡

事務所/4階文京区本郷4-24-8事務所/6階
VORT幡ヶ谷

渋谷区幡ヶ谷1-8-3

190.79㎡（57.71坪） 1993年
11月

2018年
10月下旬

京王新線

「幡ヶ谷」駅　5分徒
歩

京王線・京王新線

「笹塚」駅　6分徒
歩

190.79㎡

VORT AOYAMA
渋谷区渋谷2-7-14 事務所/401号室

38.52㎡（11.65坪） 1990年
7月 即日

38.52㎡

半蔵門線・田園都市線・副都心線・東横線

「渋谷」駅　7分徒
歩

銀座線・半蔵門線・千代田線

「表参道」駅　7分徒
歩

JR各線・銀座線

「渋谷」駅　9分徒
歩

新宿アイランドアネックス
新宿区西新宿6-2-3 事務所/407号室

54.81㎡（16.58坪） 1995年
1月

2018年
7月下旬

丸ノ内線

「西新宿」駅　1分徒
歩

JR各線・私鉄・地下鉄各線

「新宿」駅　5分徒
歩

大江戸線

「都庁前」駅　5分徒
歩

54.81㎡

パレ・エテルネル
新宿区四谷4-28-20 事務所/205号室

194.08㎡（58.70坪） 1983年
12月

2018年
10月上旬

194.08㎡

丸ノ内線

「四谷三丁目」駅　5分徒
歩

丸ノ内線

「新宿御苑」駅　4分徒
歩
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1 VORT錦糸町今月のオススメ物件

196.59㎡（59.46坪） 408.88㎡（123.68坪）

196.59㎡

408.88㎡

墨田区江東橋1-15-1

JR総武線

［所在地］

1994年2月
［築年月］

［面積］ ［面積］

「錦糸町」駅 徒歩5分
半蔵門線

「錦糸町」駅 徒歩6分

2018年5月上旬
［入居日］

今なら複数フロアも可能！

〈事務所/202号室〉 〈事務所/301号室、401号室、501号室〉

京葉道路から1本入った場所にある立地の落ち着いた環境。



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

実需販売物件のお問い合わせは 0120-530-700

※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

※詳細情報はお手数ではございますが弊社担当営業までお問合せください。※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。
※掲載の情報は平成30年5月18日現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合があります。また万一成約済みの際は、ご容赦ください。※広告有効期限/平成30年6月18日

人気の恵比寿に
ハイグレードオフィスを所有する贅沢

VORT恵比寿Ⅲ 2階 東京都渋谷区恵比寿一丁目

■名称/VORT恵比寿Ⅲ ●所在地/東京都渋谷区恵比寿一丁目●交
通/JR各線「恵比寿」駅徒歩5分、日比谷線「恵比寿」駅徒歩7分●構造
/鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付9階建●用途地域/商業地
域●敷地面積/387.60㎡（117.24坪）●延床面積/2,165.04㎡（654.92
坪）●総戸数/9戸（事務所9戸）●販売戸数/1戸●専有面積/188.20㎡
（56.93坪）●土地権利/所有権●土地持分：18,820/155,223●築年月
/1993年9月（平成5年）新耐震基準適合●施工/（株）錢高組●管理/
［巡回］［全部委託］SFビルメンテナンス(株)から変更予定●管理費（月
額）/109,533円●修繕積立金（月額）/15,433円●現況/入居中（平成30
年8月19日退去予定）※テナントリーシング中のため、期間内に入居した場
合は価格変更の可能性がございます。●引渡し/相談●取引態様/売主

5億5,040万円188.20㎡（56.93坪）
［専有面積］ ［販売価格］

（税込）

「恵比寿」駅徒歩7分
日比谷線

「恵比寿」駅徒歩5分
JR各線

専有面積
188.20㎡（56.93坪）

EVホール

EV
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E
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給湯室

男子
トイレ
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倉庫PS

バルコニー
PS

〈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
〈仙台支店〉　〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-9-16 朝日生命仙台中央ビル6F TEL.022-209-5110 FAX.022-209-5066
〈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




