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人々の健康とともに歩んで100年
医薬品から医療機器、化粧品まで

原澤 政純 様

原沢製薬工業 株式会社

代表取締役社長

木幡 義幸 様代表取締役

Tenant Interview YKBエンサインビル

いつでも、どこでも、無理なく。
エニタイムフィットネス新宿御苑前店
株式会社 タカ・コーポレーション

経営者様のためのボルテックスセミナーSeminor

Rent information



#01

interview 人々の健康とともに歩んで100年
医薬品から医療機器、化粧品まで
「原沢製薬工業株式会社」（高輪）
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グレイス高輪ビル
［所在地］東京都港区高輪2-14-17
［最寄駅］都営浅草線・京急線「泉岳寺」駅徒歩4分
［規　模］地下1階地上11階建
［総戸数］67戸 ［築年月］1985年10月

原沢製薬工業株式会社 代表取締役社長 原澤 政純様

江戸時代より東海道の要衝として栄えた宿場町、品川。
現在も品川駅周辺はビジネスや観光、ショッピングなどに訪れる人で賑わい、近隣
に誕生する新駅の開発事業が進められるなど、活気にあふれています。
1916（大正５）年の創業から100年に渡って、この品川に拠点を置く製薬会社があ
ります。原澤福康氏が東海薬局を開業し、３年後には医療用水銀製剤の研究を行
う「原澤水銀研究所」を創設。これらを母体とし、1944年に設立されたのが「原沢
製薬工業株式会社」です。同社で三代目として事業を引き継ぐ代表取締役社長
原澤政純様に、同社のこれまでの歩みと事業内容の変遷について伺いました。

〒108-0074 東京都港区高輪2-14-17 グレイス高輪ビル10F

［オフィシャルサイト］ https://www.harasawa.co.jp/

原沢製薬工業株式会社

学生時代は「薬の研究以外に他の学術分野も学びたい。思考力を鍛え、視野を広げるこ
とができれば、将来プラスになるはず」と薬学部卒業後は、他大学で法学の学位も取得。
大手製薬会社へ就職して数年後、原沢製薬へ入社した。趣味はマリンスポーツ全般。「ウ
ィンドサーフィンにヨットなど、あらゆる海のスポーツが好きです。最近は自分の時間が
持てないのが悩み」と話す。

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

まだ借りてるの？新時代のオフィス活用術！
～オフィスは「借りる」から「買う」時代 そのメリットと活用術～

急騰する賃料コストの圧縮がポイント！
企業のコスト削減とキャッシュフローの改善

7月11日（水）17：00～18：30（16：30開場）
［開催時間］ 7月25日（水）17：00～18：30（16：30開場）［開催時間］

赤チン、ジェネリック、化粧品
時代のニーズとともに

品質の良さに自信と定評
40年以上のロングセラーも

創業の地にこだわった品川エリア
40年ぶりの新駅誕生に活気づく

創業者　原澤福康の書

「私の祖父で創業者の原澤福康は、群馬
県高崎市の出身です。原澤家は松平藩
の御殿医を代々務めてきた家系だった
こともあり、祖父は東京で薬学を学び、
東京帝国大学附属病院で経験を重ね、
1916（大正5）年に東京・品川で『東海薬
局』を創業したのが弊社のルーツです。
東海道筋にあるのでこの名前にしたそう
です」

　「グレイス高輪ビルは、本社ビルの建
て替え中の仮社屋を探していたときに、
仲介業者の紹介で知りました。駅からそ
れほど遠くなく、第一京浜道路沿いであ
ったことが大きいでしょうか。建設中の
新社屋から数十メートルという近距離
で物件が見つかって助かっています」
　品川が創業の地であったことから、ほ
かのエリアは考えられなかったと言いま

　1975（昭和50）年になると、現在も発
売されている人気商品「プラズマホルモ
ン」シリーズが発売されます。「年齢とと
もに実感する活力の衰えだけでなく、気
分の落ち込みや不眠症などの症状は、男
性ホルモンの低下が原因になっているこ
とも多い。それを補うために錠剤やドリン
ク剤などをシリーズ化して人気を博しま
した。世の中に強壮・男性ホルモン製剤
はいろいろありますが、長く売れ続けて
いるのは、これまで培った品質への信頼
感が大きいと思います。安全で確かな効
果を感じられるものを地道に作り続けて
いれば、それを評価してくださる声もあり
ます。本当にありがたいですね」
　平成以降はジェネリック医薬品メーカ
ーとしての一翼を担います。
　「それまでも病院向けの医薬品製造
は手がけていましたが、新薬の開発は巨

　東海薬局創業の三年後、福康氏が膠
態水銀の製造方法を確立し、特許を取
得したことにより、原沢製薬工業株式
会社の前身となる「原澤水銀研究所」
が設立されます。時代は大正から昭和
へと移り変わり、個人事業として始まっ
た製薬業も法人化し、製剤化された「水
銀軟膏」は、国内だけでなく、中国、韓国、
台湾をはじめとする東南アジア諸国へと輸
出され、事業は成長の一途を辿りました。

1942（ 昭和17年）年
には奈良県に水銀鉱
山を開拓し、資源採
取から精製にいたる
まで、一貫製造を担
います。
 1944（昭 和19）年に、
原澤製薬工業株式
会社を設立（現在の
社名表記は「原沢製
薬工業株式会社」）。
傷の治療薬として知
られる「赤チン（マーキュロクローム液）」
の発売を開始したのも、この頃でした。
「水銀と聞くと、『劇薬』と考える方もいる
かもしれませんが、どんな薬にも副作用
はあります。使い方次第で、毒にも薬に
もなりうるものです。とはいえ、人体や環
境への影響を考えなければならないの
も製造者としての責任です。水銀を使っ
たマーキュロクロームは、50年ほど前に
製造中止になりました」

　当時はほかに美顔剤
の「ユキワリミン」、浄血
剤「コロイゲン」、薬用酒
「プリズマホルモン酒」
などを発売し、医薬品
メーカーとしての基礎
を固めていきました。

大な資本と時間、人材、安全を保障する
データが必要です。そうなると大企業で
はないと難しい。ジェネリックの医薬品
を作り、患者様へ適切な価格で提供する
ことも医薬品メーカーとして生き残る選
択肢の一つと考えました」
　時代に即した医薬品から、除毛クリー
ム、傷跡のケア用のシリコーンシートなど
の医薬部外品、そしてアンチエイジングケ
アの化粧品も手がけるようになったのも、
平成になってから。「重要なのは、これまで
需要があったにもかかわらず、世の中にな
かった商品。時代の空気を読み取ったも
のは、不思議とワクワクしますね。アンチ
エイジングの化粧品は、テレビショッピン
グやドラッグストアに販売員を置くなどし
て、販売実績を高めてきました。とくに美
容関係は、口コミ効果の威力を実感してい
ます。海外から観光に訪れた方が銘柄指
定で購入されるそうなので、率直にうれし
い限りです。ただ、人気が出るとすぐに類
似品が出回りますから、常に市場調査と
開拓精神は欠かせません。また良いもの
を作っても、知っていただけないと意味

がありません。今後は営業と販売だけで
なく、広告宣伝にも力を注いでいきたい
と考えています」

す。しかも、オフィスのある10階の窓か
らは、山手線新駅の工事の様子が見え、
いままさに変わりゆく品川の姿をリアル
タイムで眺めることができます。
　「以前は線路沿いに弊社の看板が掲
げられていました。関西方面へ東海道新
幹線で出張に行く人が、車窓から看板を
見て私のことを思い出して寄ってくれた
こともありました。品川は創業の場所と
いうこともありますが、現在でも新幹線
の発着や羽田空港へつながる重要なタ
ーミナル駅です。地の利は人の縁、ビジ
ネスチャンスにもつながると思います。
今後もこの場所で事業を続け、次の百年
へと受け継いでいきたいですね」

プリズマホルモン錠 リバイシスシリーズ アスタロンα60粒
年齢を重ねた肌に
「ハリ」と「潤い」をし
っかりキープ。触り
たくなるふっくら肌
に導く美容液です。

〈第１類医薬品〉
男性ホルモンの
減少による精力や
体力の衰えをサポ
ートしてくれます。

〈健康食品〉
BIO REAL社が開発した「バイオ
ドーム」による特殊製法で培養生
産されたヘマトコッカス藻体から
抽出したアスタキサンチンにENM
（有用微生物発酵代謝エキス）を
プラスした製品です。

お電話でのご注文・お問い合わせは

tel.03-3441-5191（受付時間9:30～17:00〈土日祝を除く〉）

ハラサワオンラインショップ HARASAWA ONLINE SHOP

こう

た い す い ぎ ん
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interview

「株式会社タカ・コーポレーション」（四谷）
この数年の間に、街のあちこちで見かけるようになった24時間営業のフィットネスジ

ム。その先駆けとなったのが、アメリカから進出した「エニタイムフィットネス」です。日本

第一号の店舗ができたのは2010年。いまでは300店舗以上もの広がりを見せ、2020

年までに500店舗を目指しています。

なかでも人気店として表彰された実績を持つのが新宿御苑前店です。

エニタイムのジムを23店舗経営する株式会社タカ・コーポレーションの代表取締役 

木幡義幸様に、ジム経営の経緯と人材育成、そして店舗を魅力的にする秘訣についてお

話を聞きました。

コストは抑えるが、
品質と安全性は妥協しない

YKBエンサインビル
［所在地］東京都新宿区四谷4-28-4
［最寄駅］東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅・

                 「四谷三丁目」駅徒歩5分
［規　模］地下1階地上12階建
［総戸数］12戸 ［築年月］1991年2月
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いつでも、どこでも、無理なく。
エニタイムフィットネス新宿御苑前店

　新宿御苑前店が位置するのは、地下
鉄丸ノ内線、新宿御苑前駅と四谷三丁
目駅のちょうど中間地点。
　「人通りがやや少ない、どちらの駅か
らも少し歩く距離にもかかわらず繁盛
できたのは、すでに大手ジムがある周
囲の新宿駅や四ツ谷駅周辺に比べて、
ここは無風地帯だったのでしょう。ジム
帰りは、お化粧を落とす女性もいるでし
ょうから、人通りの多い場所よりも目立
たない場所を好むお客様もいます。地
の利は重要ですが、この店舗は逆にこ
の場所だから成功できたと思います」
　店舗を越えた人と人とのつながりを
大切にするのも木幡様流といえます。年

　「2002年にアメリカで誕生、僅か10年で世
界2,000店舗に拡大したエニタイムですが日
本での展開を視野に入れたとき、国内のフィッ
トネス業界の関係者の多くは、ここまでの成
功を予想できなかったようです。
『プールやスタジオがない、マシンだけのジム
なんて』『大浴場がなくてシャワーだけ？』と、
従来の総合型スポーツジムに慣れた人にと
っては物足りないと思われたのでしょう。
　しかし、サービスやマシンの質、安全性
を落とさずに、各々のライフスタイルに合
わせて健康管理ができるエニタイムの合
理性が20代から40代を中心に支持され
ています。そしてその層こそが、大手の総
合型ジムが定着させることができなかっ
た層でもあります」

　エニタイムフィットネスは現在、国内で
300店舗を突破し、2020年の東京五輪

に向けて500店舗の出店を
計画しています。海外では27
ヶ国、3800以上の店舗を展
開し、会員であれば世界中
どこの店舗でも利用できる
のが特徴です。
　スポーツジムといえば、最初
は張り切って通うものの、いつ
の間にか通う回数は徐々に減
り、会費だけを払う日々が続
き、そのうち退会。そんな人も
多いのではないでしょうか。
「忙しくてジムの営業時間が合わず、なかな
か通えないと会費は割高に感じる。そうい
う人にこそ、24時間年中無休のジムに来て
欲しい。いつでもちょっとしたすき間時間に
通うことができます。会費も総合型ジムの
70%程度です。エニタイムはプールやスタ
ジオがない、マシントレーニングだけのジム
ですが、体のコンディションを安全に管理
調整できる点では、マシンジムでのトレーニ

ングが最も安全で効果
が高いんですよ。面積の
大きな筋肉を鍛えること
で代謝も上がり、脂肪燃
焼の効率が高まる。
　とくに新宿御苑前の
店舗は、ダンベルなど筋
トレを行うフリーウエイ
トのスペースが他店に
比べて通常の3～4倍広
いのも大きな特徴です。

使っているマシンもメーカーを厳選して
評価の高いものを揃えている。スタッフ
には総合格闘技の経験者やフィジーク
（ボディビルよりもバランスのとれた肉
体美を評価する競技）のチャンピオンな
どがいますから、経験者はもちろん、初
心者でも安心して相談してください」
　ジム経営のきっかけについて木幡様
はこう語ります。元々は、川崎市で祖父の
代から続く事業に関わっていたという木幡
様。知人からエニタイムのフランチャイズ募
集の話を聞いて、ジム経営に意欲を燃やし
たと言います。
　「それまでフィットネス業界には関わ
ったことがなかった。しかも24時間ジム
という新しい業態。普通に考えたらリス
クは高いでしょう。しかし、イチからもの
ごとを創っていく魅力に惹かれてしまっ
た。情熱と愛情を持って育てていけば、
スタッフも成長しますし、何よりも『どう
すれば利用者が楽しく、安心してジムを

利用してもらえるのか』を考えたら、コミ
ュニケーションの取り方や清潔感のある
店内の維持の仕方など、自ら考え、行動
できるようになります。会員数を増やす
だけでなく、退会者を増やさないことも
重要です。新宿御苑前の店舗は、退会率
の低さで本部から表彰されるほどの優
良店舗なんですよ」
　株式会社タカ・コーポレーション様が
運営する店舗は、13年の文京区・本郷を
皮切りに、新宿御苑前の店舗が５軒目。
現在は東京、千葉、埼玉、神奈川を中心
に23店舗に拡大されています。
　「私たちが目指すのは、多くの人々がより
健康的になれる場所や機会を提供するこ
と。エニタイムの世界共通スローガンでも
ある『Get to a healthier place』という理
念です。健康的な肉体を目指し、ジムに
通える人だけでなく、通えない人達にこ
そ必要なものではないかという考えか
ら、チャリティ、災害支援、ボランティア
など社会的な働きかけも行なっていま
す。ダウン症の人たちと一緒に歩くイベ

ント「バディウォーク」にも、当社が経
営する東京、神奈川のエニタイムのスタ
ッフ約40人が、ボランティアとして参加
しました」

ジムが必要とされる地の利と
育まれるコミュニケーション力

2回のバーベキューや旅行などで「お互
いを知り、助け合って仕事をするには、
交流は欠かせません。仕事を楽しみ、質
の高い仕事を提供し、それが給与に反映
されたらやる気も出る。それは店舗の雰
囲気にもつながり、お客様にも伝わるの
ではないでしょうか」

株式会社タカ・コーポレーション 代表取締役 木幡 義幸様

小学校から高校までは軟式野球、社会人になってからは草野球でピッチャーを務めるな
ど、もともと体を動かすことが好きだった木幡様。
趣味は全国の酒蔵巡り。居酒屋を経営していることもあり、逸品の日本酒や焼酎を模索す
るうちに生産者との付き合いも多い。「妥協しないものづくり」の姿勢に感銘を受け、学ぶこ
とが多いという。

エニタイムフィットネス 新宿御苑前店 ［所在地］〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 YKBエンサインビル1F

tel.03-5369-4805 受付時間.11:00～20:00（日曜日除く）

24時間年中無休

［月会費］
セキュリティキー発行手数料5,140円（税込）
7,992円（税込）

ナットクの低価格
OPEN 24 HOURS! ALWAYS OPEN! GREAT VALUE FOR MONEY!

MACHINE-FOCUSED GYM! USE ANY GYM YOU WANT!
マシンジム特化型 世界全店利用可能

エニタイムフィットネス 検索



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6月19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7月31日

※諸条件はお問い合わせください。

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 入居日

8

面　積 築年月 入居日

9

面　積 築年月 入居日

10

面　積 築年月 入居日

13

面　積 築年月 入居日

17

面　積 築年月 入居日

16

事務所/205号室
パレ・エテルネル

新宿区四谷4-28-20

194.08㎡（58.70坪） 1983年
12月

2018年
10月上旬

2018年
12月上旬

ベルバン赤坂
港区赤坂7-5-33 店舗/地下101号室

38.20㎡（11.55坪） 1984年
6月

2018年
7月中旬

事務所/301号室
藤和シティコープ高円寺南・春木屋ビル
杉並区高円寺南4-7-1

63.84㎡（19.31坪） 1990年
3月

2018年
12月上旬

中央線

「高円寺」駅　4分徒
歩

面　積 築年月 入居日

18

事務所/6階CD
VORT東陽町

江東区東陽3-23-24

145.82㎡（44.11坪） 1992年
3月

即日

面　積 築年月 入居日

12

面　積 築年月 入居日

11

ATELIER YOURS 小川町
千代田区神田小川町1-10-2 事務所/702号室

25.16㎡（7.61坪） 2015年
2月

2018年
9月上旬

一番町フェニックスビル
千代田区一番町15-20 事務所/303号室

25.75㎡（7.78坪） 1980年
3月 即日即日

VORT平河町
千代田区平河町1-5-15 事務所/204号室

29.45㎡（8.90坪） 2009年
1月

VORT神保町
千代田区神田小川町3-7-5 事務所/5階

99.34㎡（30.05坪） 2008年
10月

即日 2018年
11月下旬

春日タワービル
文京区本郷4-24-8

106.35㎡（32.17坪） 1990年
7月

事務所/4階

面　積 築年月 入居日

21

店舗/102号室
ストークプラザ上野松が谷

台東区松が谷2-19-10

38.73㎡（11.71坪） 2000年
3月

即日

日比谷線

「入谷」駅　9分徒
歩

銀座線

「稲荷町」駅　8分徒
歩

面　積 築年月 入居日

22

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㎡

山手線

「御徒町」駅　5分徒
歩

日比谷線

「仲御徒町」駅　4分徒
歩

銀座線

「上野広小路」駅　7分徒
歩

大江戸線

「新御徒町」駅　5分徒
歩

面　積 築年月 入居日

24

面　積 築年月 入居日

23

事務所/9階A
VORT横浜関内Ⅲ

横浜市中区万代町1-2-12

268.33㎡（81.16坪） 1989年
8月

即日2018年
7月下旬

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渋谷桜丘
渋谷区桜丘町4-14 事務所/5階

52.25㎡（15.80坪） 2007年
1月

2018年
10月下旬

面　積 築年月 入居日

14 S:vort渋谷神南
渋谷区宇田川町3-12 事務所/6階

41.97㎡（12.69坪） 2006年
11月

2018年
8月上旬

面　積 築年月 入居日

15 VORT幡ヶ谷
渋谷区幡ヶ谷1-8-3 事務所/6階

190.79㎡（57.71坪） 1993年
11月

2018年
10月下旬

即日

VORT AOYAMA
渋谷区渋谷2-7-14

38.52㎡（11.65坪） 1990年
7月

事務所/401号室

2018年
7月下旬

VORT西早稲田

99.92㎡（30.22坪） 2009年
3月

店舗/1階新宿区西早稲田2-18-20事務所/403号室
サンカテリーナ

新宿区新宿1-36-12

90.89㎡（27.49坪） 1985年
2月

2018年
9月上旬

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

即日

大江戸線

「牛込神楽坂」駅　7分徒
歩

東西線

「神楽坂」駅　3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

中央線・総武線

「飯田橋」駅　9分徒
歩

VORT芝公園Ⅱ
港区芝2-3-9 事務所/2階

126.96㎡（38.40坪） 1993年
3月

VORT芝大門Ⅱ
港区芝大門1-3-8 事務所/5階

192.28㎡（58.16坪） 1990年
10月

2018年
7月上旬

有楽町線

「麹町」駅　4分徒
歩

半蔵門線

「半蔵門」駅　3分徒
歩

25.75㎡

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

三田線・新宿線・半蔵門線

「神保町」駅　3分徒
歩

新宿線

「小川町」駅　5分徒
歩

中央・総武線

「御茶ノ水」駅　10分徒
歩

千代田線

「新御茶ノ水」駅　5分徒
歩

東西線

「竹橋」駅　6分徒
歩

丸ノ内線

「淡路町」駅　7分徒
歩

99.34㎡

千代田線

「乃木坂」駅　7分徒
歩

銀座線・半蔵門線・大江戸線

「青山一丁目」駅　9分徒
歩

千代田線

「赤坂」駅　10分徒
歩

38.20㎡

192.28㎡

浅草線・大江戸線

「大門」駅　3分徒
歩

JR各線・東京モノレール

「浜松町」駅　7分徒
歩

三田線

「御成門」駅　5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

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㎡

70.85㎡
194.08㎡

丸ノ内線

「新宿御苑前」駅　4分徒
歩

丸ノ内線

「四谷三丁目」駅　5分徒
歩

丸ノ内線

「新宿御苑前」駅　4分徒
歩

副都心線・新宿線

「新宿三丁目」駅　5分徒
歩

JR各線

「新宿」駅　11分徒
歩

90.89㎡

東西線

「高田馬場」駅　6分徒
歩

副都心線

「西早稲田」駅　4分徒
歩

山手線・西武新宿線

「高田馬場」駅　9分徒
歩

99.92㎡

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

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

半蔵門線・田園都市線・副都心線・東横線

「渋谷」駅　6分徒
歩

JR各線・銀座線・井の頭線

「渋谷」駅　8分徒
歩

41.97㎡

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㎡

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

106.35㎡

ルーフバルコニー

外
廊
下

63.84㎡

145.82㎡

東西線

「東陽町」駅　4分徒
歩

東西線

「木場」駅　7分徒
歩

面　積 築年月 入居日

20

即日

VORT錦糸町
墨田区江東橋1-15-1

408.88㎡（123.68坪） 1994年
2月

事務所/401号室
総武線

「錦糸町」駅　5分徒
歩

半蔵門線

「錦糸町」駅　6分徒
歩

408.88㎡

面　積 築年月 入居日

19

即日

VORT錦糸町
墨田区江東橋1-15-1

408.88㎡（123.68坪） 1994年
2月

事務所/301号室
総武線

「錦糸町」駅　5分徒
歩

半蔵門線

「錦糸町」駅　6分徒
歩

408.88㎡
38.73㎡

市営地下鉄ブルーライン

「関内」駅　4分徒
歩

京浜東北線・根岸線・横浜線

「関内」駅　3分徒
歩

268.33㎡
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203号室
会議室

201号室
専有面積

39.23㎡（11.86坪）

202号室
専有面積

30.34㎡（9.17坪）
E
P
S
E
P
S

29.45㎡

3F 4F

05 06

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

中央線・総武線

「御茶ノ水」駅　6分徒
歩

25.16㎡



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6月19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7月19日

JR山手線「日暮里」駅近く。都内主要エリアから成田までアクセス良好

ステーションプラザタワー 502号室 東京都荒川区西日暮里二丁目

■名称/ステーションプラザタワー ●所在地/東京都荒川区西日暮里
二丁目●構造/鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付36階建●用
途地域/商業地域●敷地面積/2,842.60㎡（859.88坪）●延床面積
/39,435.56㎡（11,929.25坪）●総戸数/314戸（事務所18戸、店舗11戸、
住居285戸）●販売戸数/1戸●専有面積/237.73㎡（71.91坪）●土地
権利/所有権●土地持分：17,364/1,000,000●築年月/2009年10月
（平成21年）新耐震基準適合●施工/西松・三芳建設共同企業体●管
理/［全部委託］［巡回］三井不動産レジデンシャルサービス（株）●全体
管理費（月額）/53,770円●施設管理費（月額）/108,180円●全体修繕
積立金（月額）/17,490円●施設修繕積立金（月額）/28,740円●空調保
守点検費（月額）/8,362円●現況/入居中（平成30年9月30日退去予定）
※次のテナントが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

3億2,500万円237.73㎡（71.91坪）
［専有面積］ ［販売価格］

（税込）

「西日暮里」駅徒歩7分
JR各線、千代田線、日暮里・舎人ライナー

「日暮里」駅徒歩 2分
JR各線、京成本線、日暮里・舎人ライナー

EV EV EV EV

EVホール

機械式駐車場附室

B棟

PS

倉庫

PS PS

PS

PS

PS PS

E
P
S

E
P
S

505号室 504号室

501号室

設備機器置場

設備機器置場

503号室
専有面積
103.01㎡
（31.16坪）

502号室
専有面積

237.73㎡（71.91坪）

〈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
〈新潟支店〉　〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通1-7-10 新潟セントラルビル4F TEL.025-365-1750 FAX.025-365-1751
〈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




