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interview 流行がつくられる街、南青山で
一枚板の良さを伝えるショールーム
「ATELIER MOKUBA 青山プレミアムギャラリー」（外苑前）
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VORT外苑前Ⅱ
［所在地］東京都港区南青山2-27-20
［最寄駅］東京メトロ銀座線「外苑前」駅徒歩3分
［規　模］地下1階地上8階建
［総戸数］8戸 ［築年月］1990年4月

国内外のハイファッションブランドやインテリアメーカーの店舗が軒を連ねる青山通

りと交差する外苑西通りに「ATELIER MOKUBA 青山プレミアムギャラリー（以下、

アトリエもくば）」はあります。背丈以上もある大きな木の一枚板がずらりと並ぶ店内

に足を踏み入れると、贅沢でありながらも、落ち着いた木のぬくもりが感じられる空間

が広がっています。アトリエもくばは、厳選された木の一枚板に特化したショールーム

であり、販売店です。一枚板の木の魅力について、店長の山田展大様にお話を伺いまし

た。

世界への発信力が違う
青山で勝負したい

現代の暮らしに合った
木のある暮らしを一枚板で提案

長年の準備をかけた夢
買い付けから販売まで一括管理

　東京・青山にある一枚板の専門店「アト
リエもくば」の１階と２階のフロアには、国
内外から集められた一枚板が数多く置か
れています。店内の床にオブジェのように
立てかけられた一枚板もあれば、壁に飾
られているもの、脚を置いてダイニングテ
ーブルや書斎用の机として使われるもの
など、実物を目にして、触れながら一枚板
の魅力を感じることができるショールーム
になっています。
　板の樹種と産地は、馴染みの深い国産
の木材から、アジア、アフリカ、ヨーロッ
パ、北米、オーストラリアまで、世界各国か
ら選りすぐりの一枚板が集まり、その質感
から色合い、木目の出具合に至るまで、見
ているだけで多様な木の個性と表情が伝
わります。
　今年６月から同店の店長を務める山田
様は、平成25年の同店立ち上げにも関わ
った一人。新宿店へ配属後、再度この青山
店へ店長として戻ってきました。

　「これらの製品は原料の買い付けから
輸入、加工までをすべて弊社が一括して
行っています。海外から運ぶために税関
を通すのに半年から１年はかかり、切っ
た木は、乾燥させるのに３年から長いも
ので10年かかります。木材は切ってみな
いとわからない部分もありますし、長期
間の在庫を抱える費用やリスクを軽減
させるためにさまざまな準備が必要な
ので、通常はすべての工程を1社でやる
ことはありません」
　一枚板の天板は、自然の造形を生かした
高い加工技術によって支えられています。

透明のポリエステル
樹脂は、気泡を入れ
ずに薄く何層にも重
ねて塗っていき、樹脂
のなかに木の板が埋
まっているように加工
するには、木材を加
工する職人の、長年
の経験と高い技術力
を要します。
　家具の産地として

　「青山店は、アトリエもくばのなかで
も唯一『プレミアムギャラリー』と名前
がつく通り、他店舗よりも高品質、高価
格帯の商品が揃っています。デザイン
やインテリアへ関心が高く、一流の品
質を求める顧客層のニーズに一枚板の
魅力が認められるようになりました。
青山は建築やデザイン関係の事務所
も多く、海外へ輸出するケースもあり
ます。日本産のトチノキなどは、北欧の
家具との相性もよく、今、1階のエント

　青山店がオープンしたのは、平成25
年。経営母体は、福岡県の大川市に拠点
を置く創業50年の家具メーカー「関家
具」です。もともと家具販売店へ卸売す
るメーカーとして始まり、新宿にあった
店舗を同社の小売店として活用していま
したが、同店を一枚板に特化した店舗に
リニューアルしたところ、大きな反響を
得て、2店舗目の進出を考えたときに候
補地として挙がったのが青山でした。
　「ファッションやアート、インテリアな
ど、人と情報が集まる青山で勝負をかけ
たい。そのためには、商品の品揃えによ
り高級感を出し、一枚板の魅力を発信
できる場所になればと思いました。
　この物件は、店舗設計者の紹介で知っ
たのですが、大きい通りの路面店では賑や
かすぎて、お客様がゆったりと過ごしづら

い。ここは一本道を入
っただけで静かだ
し、場所もわかりや
すい。明るくて静か
な店内も理想的でし
た」
　青山店オープン当
初の店内写真では、
大きな一枚板がワイ
ヤーで床と平行に吊
るされ、宙に浮いて
いるように見えます。

株式会社 関家具工房 木馬

［運営会社］クックマンブラザーズ株式会社

青山プレミアムギャラリー 店長 山田 展大様
大学で建築学を学んだ後に住宅メーカーへ就職。その後、キッチンメーカーを経て、関家具工房へ転職。一貫し
て住まいへの関心が高く、アトリエもくば南青山店で一枚板の魅力を伝える接客を心がけている。趣味はテニ
スとガーデニング。「桃やグレープフルーツなど、果樹類を育てるのは難しいけれど楽しい。土いじりをしてから
仕事へ出かけるのが日課です」

株式会社ボルテックス 実需部 実需課 前川 明久登壇者

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

9月5日　 /12日　 /19日　 /26日
［開催時間］ 各開催日とも 17：00～18：30（16：30開場）

〒163-1306 東京都新宿区西新宿 6-5-1 アイランドタワー 6F

［店舗情報］ 一枚板家具専門店 アトリエもくば 青山プレミアムギャラリー

株式会社 関家具工房 木馬

〒107-0062 東京都港区南青山2-27-20 VORT外苑前Ⅱ 1F・2F

［本社所在地］〒831-0026　福岡県大川市三丸1839-1

tel.03-6721-1396 URL.https://mokuba.co.jp/［営業時間］11:00～19:00

まるでアートギャラリーのような洗練さ
れた雰囲気で、従来の家具店のイメージ
とは違っていたようです。「アトリエもく
ば」の一枚板に特化した販売店のアイデ
アは評判を呼び、青山店がオープンして
から現在に至るまで、本店、工房を除い
て福岡、関西、関東、東北まで15店舗に
広がりました。

ランス付近にある一枚板は、これから
デンマークに運ばれるものなんです
よ。海外との距離が近いのも、青山な
らではではないでしょうか」
　従来の一枚板のイメージは、寿司店
のカウンターや住宅の和室にある重厚
感溢れる座卓など、「和」の印象が強い
ものでした。
　しかし、「アトリエもくば」は、現代の
暮らしにマッチした一枚板へと大胆に
シフトチェンジしました。
　まずは従来の国産の樹種に加え、海外
の樹種をそろえました。そしてテーブルの
脚となる部分を鉄や透明アクリルなど使
うことで、洋室にも合うモダンで洗練され
たテーブルに生まれ変わったのです。

歴史のある大川の職人たちの技術を、柔
軟で自由なアイデアで生かす-これは同社
の創業者で代表取締役社長でもある関文
彦氏の方針でもあります。
「社長自身が買い付けに世界の果てまでも
足を伸ばし、社員のアイデアに耳を傾け、
具現化し、商品化する。『商品が売れたら
気軽に電話してくれ』と、現場とのコミュニ
ケーションもかかさない。若い社員たちが
のびのびと活躍できる企業風土は、お客
様に喜んでもらいたいと願う社員一人一人
のモチベーションにもつながるのではない
でしょうか」

定員（先着順）

参加費 無料
10名水 水 水 水
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「株式会社 アージング」（神田小川町）
アージング社のショールームのあるビルは、神保町駅から徒歩3分。それ以外にも竹

橋や新御茶ノ水、小川町、淡路町、JR御茶ノ水などの各駅から徒歩10分以内でアクセ

スできる立地の良さです。

２面から光の入る店内に色とりどりのメニューブックの見本が飾られている店内で、代

表取締役の小林豊様と、関連会社セレクトの営業部部長小林学様のご兄弟に、アージ

ング社が手がけるオーダーメイドのメニューブック事業についてお話を伺いました。

ピンチをチャンスに変えた
メニューブック事業

企画から生産まで一貫生産
迅速、高品質のオーダーメイド

地の利から生まれる縁
人と人を結ぶ神田小川町

VORT神保町
［所在地］東京都千代田区神田小川町3-7-5
［最寄駅］都営新宿線・三田線、東京メトロ半蔵門線

　　　    「神保町」駅徒歩3分
［規　模］地上９階建
［総戸数］9戸 ［築年月］2008年10月

リモコンケース＆メモパッド メニューブック
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明るく、開放的なショールームで
オーダーメイドのメニューブックを

　飲食店に入って、どんなお客様も手に
取り、目を通すもの。それがメニューです。
メニューが綴じられているメニューブック
を、オーダーメイドで製作している株式会
社アージングは、今年で設立５年目。企業
向けの文具用品を企画、製作していた株
式会社セレクトから誕生しました。

　そこに目をつけ、ビジネスチャンスを見
出したのがセレクトです。「企画から納品

　アージングの小林豊社長は、設立の経
緯について「兄の会社（セレクト）ではも
ともと、さまざまな企業の文具用品の企
画製造を請け負っていました。社内で使
うバインダーやファイルなどを受注して
作っていましたが、この10年ほどは飲食
店のメニューブックのオーダーメイド製作
を事業の中心に据えています。このメニュ
ーブックの販売に特化し、見本を手にとっ
て見てもらう場所が欲しかった。そこでシ

　「セレクトが池袋にあり、お客様は銀座
や新橋が多かったので、その中間にいい
物件があれば、と探し始めた最初のころに
気になった物件でした。しかし当時は別会

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-7-5 VORT神保町1F

URL.http://www.aurzing.co.jp/
tel.03-5577-3147 ［営業時間］10:30～18:30（土・日・祝を除く）

「ギャラリー」株式会社 アージング

　セレクトから独立したアージングを任さ
れたのは、弟の豊様。兄の学様はスポーツが
趣味。これまでも野球や水泳などに夢中に
なってきたが、現在はもっぱらゴルフ。仕事
の付き合いを兼ねることも多い。一方、豊様
は家族や友人と旅行に出かけたり、美術館
で現代アートに触れる時間を大切にしてい
るという。

「株式会社アージング」代表取締役 小林 豊様 「株式会社セレクト」 営業部 部長小林 学様

ョールームを作り、商談できる環境を整
えることにしました。その場所がアージン
グです」
　メニューブックの製作に移行した背景に
は、2008年のリーマンショックの影響が
大きかったといいます。「セレクトでは大手
文具メーカーの下請け事業もやっていま
したが、ほんの一部。主に一般企業のオリ
ジナル文具の製作を行っていました。それ
が時代の波の影響を大きく受けて、このま
ま売り上げも縮小していけば、会社もいず
れ整理しなければならない。しかし、これ
までの経験やノウハウを活かせる道があ
るはず。そうして生まれたのが飲食店のメ
ニューブックをオーダーメイドで作ること
だったのです」（学氏）
　メニューブックは既製品が主流です
が、チェーン展開している飲食店や、店内
の什器全般にこだわりを見せる店などで
は、オリジナルのメニューブックを製作し
ます。しかし、オーダーメイドで作ろうと
思うと、従来は飲食店から代理店を通じ
てデザイン会社、製作会社（分業化され
て３社くらい）といくつもの会社を経由し
て作られるので、要望が伝言ゲームのよ
うに伝わりにくく、納期も1ヶ月近くかか
っていました。

まで一貫して請けることで、中間コストを
カットできる上、東京・池袋にある自社工
場で原料調達から完成までを従来の1ヶ
月から1週間ほどに短縮できました。細か
い要望に応えられる自由度の高さも受け
入れられたようです」（豊氏）
　しかし、すでにある市場に新規参入する
のは容易ではありません。
　「地道な努力の積み重ね、の一言に尽きま
す。ホテルのレストランや飲食店に1日100件
くらい営業をかけて自社製品のアピールをし
ました。断られてもあきらめずに何度も足を
運ぶ。泥臭いようですが、やはり人と人との結
びつきは、時代に関係なく商いの基本なので
はないかと思います。会っていただければこ
っちのもの。これまでの知識、経験、ノウハウ
すべてを生かしたメニューブックの品質はど
こにも負けません。実際の商品を手にとって
もらえば、確かな品質と、お店にマッチしたメ
ニューブックを作ることができることをご理
解いただけました」（学氏）

　「社員はグループ全体で50数名。全員
が一丸となって会社の新しい挑戦を支え
てくれました。家族のような親密さと、も
のづくりにかける情熱がセレクト、アージ
ングともに最大の魅力であり、個性だと思
います。他社ではやれないことは何か。自
分たちにできることをすべてやろう、とい
う熱意を感じます。ものづくりが好きな人
達が集まっているので、現場の士気も高い
ですよ」（豊氏）
　東京はいま、２年後の五輪開催に向け
てホテルの建設ラッシュが続いています。
飲食業ともに増加傾向にあるため、メニュ
ーブックの製作事業も順調な伸びを続け、
販売部門としてのアージングの法人化とシ
ョールームの設立も、成長の鍵となりまし
た。レストランからホテルとの縁ができた
ことから、客室内に置かれる、インフォメ
ーションブック、メモパッド、ハイグレード
な部屋に設置してあるテレビのリモコンケ
ースなどもオリジナルで製作するようにな
りました。

　「アージングは、
セレクト社のオリジ
ナル文具ブランドと
しての名称でした。
Amazing Stationary
―驚きのあるステ
ーショナリー。思わ
ず手に取りたくな
る、使うことが楽し
くなる。そんな思い
を込めて生まれた
造語です。この原点
に立ち返り、近いう
ちにオリジナルの文具事業も展開してい
く予定です」（豊氏）

社がすでに入っていて、他をあたること
に。私たちの条件は1階の路面店で、明る
い採光。1年後、その物件が動くことを聞
き、すぐに決めました。近くには紙の商社
として有名な「竹尾」のショールームもあ
り、メニューの紙を選びに来たデザイナー
がうちのショールームを見つけて、商談に
発展することもある。こんな出合いに恵ま
れた立地でありがたいですね」（豊氏）

※オーダーは、製造ロット10部（お選びいただいた商品により変動）から、お電話もしくは店頭にてお受けいたします。
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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8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9月30日

※諸条件はお問い合わせください。

0120-953-482
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神保町101ビル
千代田区神田神保町1-101 事務所/9階

260.19㎡（78.70坪） 2002年
1月

2019年
2月上旬

三田線・新宿線・半蔵門線

「神保町」駅　2分徒
歩

中央・総武線

「御茶ノ水」駅　11分徒
歩

千代田線

「新御茶ノ水」駅　8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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VORT平河町
千代田区平河町1-5-15 事務所/604号室

29.45㎡（8.90坪） 2009年
1月

2019年
1月下旬

2019年
1月下旬

京浜東北線

「川口」駅　7分徒
歩

クレールマルシェ川口
川口市幸町2-2-16

126.94㎡（38.39坪） 1989年
9月

事務所/303-B

VORT渋谷桜丘
渋谷区桜丘町4-14 事務所/7階

52.25㎡（15.80坪） 2007年
1月

2019年
1月下旬

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

面　積 築年月 入居日
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面　積 築年月 入居日
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事務所/702号室
VORT東新宿

新宿区大久保2-2-12

147.62㎡（44.65坪） 2009年
3月

2019年
1月上旬

副都心線

「東新宿」駅　5分徒
歩

副都心線

「西早稲田」駅　5分徒
歩

大江戸線

「東新宿」駅　8分徒
歩

山手線

「新大久保」駅　12分徒
歩

2018年
9月上旬

VORT平河町
千代田区平河町1-5-15 事務所/803号室

34.42㎡（10.41坪） 2009年
1月

34.42㎡

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

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

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

2018年
9月上旬

VORT平河町
千代田区平河町1-5-15 事務所/1001号室

39.25㎡（11.87坪） 2009年
1月

VORT神保町
千代田区神田小川町3-7-5 事務所/8階

99.34㎡（30.05坪）
2008年
10月

2018年
9月上旬

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㎡

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

即日

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㎡

VORT芝大門Ⅱ
港区芝大門1-3-8 事務所/2階

156.84㎡（47.44坪） 1990年
10月

2019年
3月上旬

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

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

2018年
12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各線・東京モノレール

「浜松町」駅　7分徒
歩

126.96㎡

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

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㎡

事務所/602号室
オフィス・スクエアビル新宿

新宿区西新宿3-11-20

75.60㎡（22.86坪） 1993年
12月

2018年
9月上旬

75.60㎡

京王新線

「初台」駅　9分徒
歩

大江戸線

「都庁前」駅　9分徒
歩

事務所/地下1階C
VORT西新宿

新宿区西新宿7-18-5

56.93㎡（17.22坪） 1985年
4月

2018年
12月上旬

JR各線

「新宿」駅　8分徒
歩

大江戸線

「新宿西口」駅　5分徒
歩

丸ノ内線

「新宿」駅　7分徒
歩

56.93㎡

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

63.84㎡

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

「新御徒町」駅　5分徒
歩

山手線

「御徒町」駅　5分徒
歩

銀座線

「上野広小路」駅　7分徒
歩

日比谷線

「仲御徒町」駅　4分徒
歩

店舗/1階
洋光台ビューパレー

横浜市磯子区洋光台4-19-34

462.00㎡（139.75坪） 1974年
3月 即日

根岸線

「洋光台」駅　6分徒
歩

29.45㎡

39.25㎡

260.19㎡

156.84㎡

147.62㎡

済

52.25㎡

462.00㎡

126.94㎡

東西線・新宿線・半蔵門線

「九段下」駅　9分徒
歩
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1 VORT錦糸町今月のオススメ物件

408.88㎡（123.68坪）

408.88㎡

墨田区江東橋1-15-1

総武線

［所在地］

1994年2月
［築年月］

［面積］

「錦糸町」駅 徒歩5分
半蔵門線

「錦糸町」駅 徒歩6分

即日
［入居日］

今なら複数フロアも可能！

301号室・401号室・501号室

内覧ご希望の方は、お電話にて
お問い合わせください

［事務所］

405.68㎡（122.71坪）
［面積］

701号室［事務所］

281.85㎡（85.25坪）
［面積］

801号室［事務所］

※図面は301、401、501です。



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8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9月19日

ハイセンスな青山界隈に新築ビルを持つ愉悦

VORT外苑前Ⅲ（仮称） 東京都渋谷区神宮前三丁目

■名称/VORT外苑前Ⅲ（仮称）●所在地/東京都渋谷区神宮前三丁目
●構造/鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き7階建●用途地域
/①近隣商業地域②第二種住居地域③第一種住居地域●敷地面積
/415.97㎡（125.83坪）●延床面積/1,559.06㎡（471.61坪）●総戸数/8戸
（事務所6戸、店舗2戸）●販売戸数/6戸●専有面積/147.29㎡（44.55
坪）～241.07㎡（72.92坪）●土地権利/所有権●築年月/2018年2月（平
成30年）新耐震基準適合●施工/坪井工業（株）●管理/［全部委託］
［巡回］（株）ハリマビステムから変更予定●管理費（月額）/70,405円～
115,232円●修繕積立金（月額）/62,599円～98,350円●ルーフバルコニ
ー使用料（月額）/2階：1,404円、3階：3,240円●現況/空室※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

6億1,350万円（3階）

147.29㎡（44.55坪）
［専有面積］

［販売価格］
（税込） 11億1,100万円（地下1階）

241.07㎡（72.92坪）
（税込）

「表参道」駅徒歩 8分
銀座線、半蔵門線、千代田線

「外苑前」駅徒歩5分
銀座線

EV

専有面積
147.29㎡（44.55坪）
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※掲載図面は4～7階になります。他フロアについては弊社担当営業までお問い合わせください。

※本物件は投資用としてのご購入も可能です。

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
不動産特定共同事業 東京都知事 第99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

〈東京本社〉
〈仙台支店〉
〈新潟支店〉
〈金沢支店〉
〈名古屋支店〉
〈大阪支店〉
〈広島支店〉
〈福岡支店〉

〒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
〒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
〒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
〒920-0031 石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル8F
〒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
〒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
〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町4-1 広島稲荷町NKビル９F
〒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.03-6893-5550（代） FAX.03-6893-5470
TEL.022-209-5110 FAX.022-209-5066
TEL.025-365-1750 FAX.025-365-1751
TEL.076-293-3311 FAX.076-293-3312
TEL.052-533-5506 FAX.052-533-5509
TEL.06-6341-3721 FAX.06-6341-3720
TEL.082-535-8811 FAX.082-535-8812
TEL.092-738-0830 FAX.092-738-0865




