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Tenant Interview VORT四谷坂町

システムを生み、守り、育てる
最新の技術を武器に、挑戦を続ける

佐藤 孝幸 様
株式会社 タイムインターメディア

代表取締役社長
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Tenant Interview VORT池袋Ⅰ

一人でも多くの障害のある方に、
成長と活躍の場を創出するために
ウェルビー株式会社 池袋センター
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interview システムを生み、守り、育てる
最新の技術を武器に、挑戦を続ける
「株式会社タイムインターメディア」（四谷）
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VORT四谷坂町
［所在地］東京都新宿区四谷坂町12-22
［最寄駅］都営新宿線「曙橋」駅徒歩5分
［規　模］地上8階建
［総戸数］8戸 ［築年月］1987年3月

靖国通りに面したVORT四谷坂町は、曙橋駅から徒歩5分、四ツ谷駅、市ケ谷駅からも

10分ほどの距離にあります。山手線内の中心部近くに位置しているため、どの街へも

アクセスしやすい立地の良さがポイントです。

タイムインターメディア社がこのビルに入居したのは、創業の翌年にあたる1999年。

当初は１フロアだった事業所が、事業の拡大と人員増大に伴い、現在は４フロアに拡大

しています。佐藤孝幸社長に、事業内容と今後の展望についてお話を伺いました。

先端のオープンソース技術で
ウェブシステムを開発

教育現場で活用される
クラウドと多様化するサービス

曙橋で創業して20年
今後もこの街の一員でいたい

　1970年代のコンピュータ黎明期から20
年以上にわたって、東芝でエンジニア畑を
歩んできた佐藤孝幸社長。
「90年代中頃までは、企業内の限られた技
術者が操作するシステム開発が中心でし
た。しかし、『これからは当たり前のように、
インターネットの技術がビジネスの世界に
浸透し、人々の生活の一部となるだろう。近
所の商店で買い物をしていた人が、バーチ
ャル店舗で買い物をするようになる。幅広
いニーズに対応できるシステムを作りた
い。』と考えたのが独立のきっかけでした」
　時代は、ウィンドウズ98がヒットして「IT
革命」という言葉があちこちで聞かれていた
頃。他のエンジニアと４人でタイムインターメ
ディア社を立ち上げました。

　この10年ほどは、クラウドや新しいAI技
術を利用したサービスが増えてきました。こ
れらの技術とは、どのように関わっているの
でしょうか。
　「AI技術を使って脳活性化ゲームやナ
ンプレなどの数字パズルの問題を作成で
きるソフトを作っています。多数の問題が
重なった合体ナンプレを作ってギネス記
録にも挑戦する予定です。
　近年は、大学や高専などの教育機関を
支えるパブリックシステムソリューション
にも力を注いでいます。例えば、ある大
学ではそれまで、学部ごと、校舎ごとに
100近くのサーバーを置いて、学校運営

　「インターネット時代の幕開けとともに、
既存の企業のネットビジネスやネットベン
チャーなど、多くの企業のウェブシステム

株式会社タイムインターメディア 代表取締役社長 佐藤 孝幸様
佐藤様が技術者として大切にしているのは「システムへの思いやり」。システムは漠然とそこに存在して
いるわけではなく、その完成を夢に描いた人、設計者、開発者、利用者など、かかわるすべての人々の思
いや知的価値を投影し、凝縮した成果と考える。忙しい日々の合間をぬって、ゴルフやカラオケなどでリ
フレッシュするのが楽しみ。

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

10月10日　 /24日 ［開催時間］ 各開催日とも
17：00～18：30（16：30開場）

［会社情報］ 株式会社タイムインターメディア

◎サービスや資料請求に関するお問い合わせは

〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町12-22 VORT四谷坂町 2～5階（2階受付）

tel.03-5362-9009（平日10:00～19:00）URL.https://www.timedia.co.jp/

定員（先着順）

参加費 無料
10名水 水

を作ってきました。最先端の技術で、ダイ
ナミックかつスピード感を持って務める。
取引先とは代理店を通さず直接案件を受
けるので、担当者は技術者でありながら、
さまざまな課題やトラブルにも柔軟に対
応できなければなりません。求められるス
キルは高いものの、決して逃げずに挑戦
することで、信頼と実績を積み重ねてきま
した」
　４人で始めた会社は現在、個人契約を
含めて110人が在籍しており、そのうちの
約８割が技術者です。IT業界は人材の流
動が激しく、実力と経験のある技術者ほ
ど多くの企業が欲しがります。だからこ
そ、経営者の考える従業員の満足度は、
ほかの業界よりもシビアかもしれません。
　「優秀な技術者、人材をいかに確保する
かは、企業の土台を支える大切な問題で
す。とくに技術者としてスキルアップするに
は、時間や費用、労力がかかるので、その
ための援助は惜しみません。社外での勉
強会の出席は出勤扱いにするほか、社内

では別部署で働く人と
の交流を図るパーティ
ーを開催したり、技術書
や技術ブログの執筆活
動、技術者が集まるオフ
会なども盛んに行って
います。技術者の半数
近くが何らかのコミュニ
ティに属し、常に新しい
情報に触れ、研鑽してい
ます。会社は、従業員で

ある技術者にとって、単に仕事を通して収
入を得るだけでなく、技術者としての成長
を実感できる場でありたい。それは会社に
とって財産であるばかりでなく、顧客の皆
様へも、製品やサービスを通して還元でき
ると思います」
　同社がこれまで取引した企業の数は
300社ほど。取引先の中には、この20年
で大きく成長し、上場を果たした企業も
20社以上あります。
　インターネットをベースにしたシステム
やサービスは、旅行のチケット手配や動
画配信サービス、日用品を注文するショッ
ピングサイトなど日常生活のあらゆる場
面で見られますが、タイムインターメディ
ア社が関わった事例としては、どういうも
のがあるのでしょうか。
　「2003年に作った、業務用通信カラオ
ケのリモコンがあります。それまでは、電
話帳のように分厚い曲目リストで探し、入
力していたのが、曲検索機能のついたタッ
チパネル式のリモコン一つになりました」

も、この街で物件を探したいと思いま
す。
　技術者は、家＝システムを作る大工と
考えられますが、作ったらそれでおしま
い、ではありません。時代やニーズに合わ
せて常に臨機応変に対応しながらシステ
ムを育て、ハッキングなどの危険からシ
ステムと企業を守り、時には増築もする
し、改築、保守点検もできる大工でなけ
ればならない。タイムインターメディア社
はそのための良きITパートナーでありた
いですね」

　前職で曙橋に勤務していたことから、
独立後もこの街で物件を探していた佐
藤社長。
　「常にビルのメンテナンスに気を配って
くれて、オフィス内のレイアウト変更にも
協力的。何より立地がいい。新宿や渋谷、
銀座にもすぐに行ける距離にあるので、
これからもこの街で、仕事を続けたい。も
し、事業をさらに拡大することがあって

を行ってきました。し
かし、それらをクラウ
ド上で一元管理するこ
とで、ランニングコス
トを削減し、学内イン
フラを整備しました。
eラーニングや就職支
援、図書館システムの
ほかに、学内にある情
報を学生や教職員、保
護者が可視化するな
ど、あらゆる局面で役
立っています」

［事業内容］ ● eビジネス事業開発及びデジタルマーケティング戦略に関するコンサルティ
ング ●デジタルメディアにおけるクリエイティブ及びコンテンツ企画・制作 ● IT システム
の企画・設計、構築、運用保守サービス全般 ● 自社製品及びクラウドサービスの開発と提
供 ● パズル自動生成エンジンの開発及びパズル問題の提供
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interview

「ウェルビー株式会社　池袋センター」（池袋）
JR東日本、東京メトロ、東武鉄道、西武鉄道が乗り入れる、日本屈指の巨大ターミナル
駅「池袋」。その西口から徒歩3分、1階に郵便局が入るビルの7階に、ウェルビー株式
会社の池袋センターがあります。同社は、2011年12月に、障害のある方の就労支援を
目的に設立された福祉施設。現在は北海道から鹿児島まで、全国63の就労移行支援
センターを開設しています。VORT池袋Ⅰにテナントとして入る池袋センターも、その
ひとつ。同センターでは、7名の支援員が就労を目指す障害のある方々と障がい者雇用
に積極的に取り組まれている企業のサポートを行っています。
本社就労移行支援部 支援開発係 支援開発チームの、チームリーダー・髙橋亜矢子様
に、同社の事業の特色、事業への思いを伺いました。

5つの事業で、障害のある方の
ライフサイクルを一体的に支援

就労定着支援制度ができる以前から
就労後の支援を継続的に実施

福祉施設に求められる厳しい
基準をクリアしたVORT池袋Ⅰ

VORT池袋Ⅰ
［所在地］東京都豊島区池袋2-40-13
［最寄駅］東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・

　　　　副都心線「池袋」駅徒歩3分
［規　模］地下1階地上10階建
［総戸数］11戸 ［築年月］1989年12月

［写真右］管理本部 事業企画部 マーケティング課 課長 渡邊 隼人様
［写真左］ウェルビー池袋センター 管理者兼サービス管理責任者 船山 明彦様

就労移行支援部 支援開発係 支援開発チーム チームリーダー 髙橋 亜矢子様
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一人でも多くの障害のある方に、
成長と活躍の場を創出するために

　障害のある方の就労移行支援事業を
手掛けるウェルビー株式会社の原点は、
代表取締役社長の大田誠様が会社員や
経営者として働く中で感じた、「仕事を通
じて人は成長できる、生きがいを感じ
る。仕事をすることは生きること」という
思いでした。2012年4月に千葉県船橋
市に第1号の就労移行支援事業所を開
設後、関東圏から全国に事業を広げてい
き、2017年10月に、東証マザーズに株
式上場を果たしました。

　同社は、障害のある方が通いやすい駅前に
各センターを設けています。池袋は埼玉方面
からも交通の便がよいことから、センターの開
設を決められました。物件の選定において、福
祉施設は建築基準法や消防法の厳しい基
準があるため、どの物件でもいいというわけに
はいきません。最終的に同社は、基準と合致
し、駅の近くで障害のある方が通いやすい
VORT池袋Ⅰを選ばれました。今後の事業展
開、センター開設について、髙橋様は次のよう
に語ってくれました。
　「毎月、400～500件のお問い合わせがあ
ります。それだけ、就労したい障害のある方が
たくさんいらっしゃいます。一方で、採用に苦労
されている企業様もあります。今後も新たな
センターを開設していくことで、サービスを全
国に浸透させ、一人でも多くの障害のある方の
就労希望を達成したいと考えています。就労
移行支援事業所がない地域にセンターを立
ち上げることで、地域全体の障害者雇用に寄
与し、地域の雇用の活性化、企業様が障害の
ある方を雇用する機会を創出できればと思
います」

　「障害者総合支援法」の改正により、
2018年4月に、就労定着支援制度ができ
ました。それに伴って、ウェルビー株式会
社でも就労定着支援事業を開始。しかし
同社は、制度ができる以前から職場定着
を重点とし、就労後の支援を継続的に実
施していました。
　「期限を設けずに企業様への訪問、就労
後の障害のある方への支援を継続してい
ました。企業の人事担当者様、配属現場の
管理職の皆様からの相談も随時承ってい
ましたし、ご本人の健康状態に不安があ
れば、医療機関を一緒に訪れ、医師と相談
のうえで支援を行っていました」と、髙橋
様は制度の先を見越した同社の支援を語
ります。
　精神障害のある方が就労しても1年後に
は半数が離職するというデータがありま
す。しかし、｢ウェルビー｣を利用された精神
障害のある方は、半年後の就労定着率が
87％。この数字は、同社が持つ就労移行支
援や就労定着支援に対する、多くの知見や
確かなノウハウの表れにほかなりません。

　ウェルビー株式会社は、①就労移行
支援事業②就労定着支援事業｢ウェル
ビー｣③自立訓練（生活訓練）事業「ウェ
ルビーチャレンジ」④児童発達支援事業
「ハビー」⑤放課後等デイサービス事業
「ハビープラス」という、5つの事業を展
開し、「一人でも多くの障害のある方に
成長の機会、活躍の機会を創出する」と
いう理念の下、全国にセンターを開設し
ています。
　就労移行支援事業は、18歳以上で就
労を目指す方が対象。就労定着支援事業
は、すでに働いている障害のある方の就
労定着をサポートするものです。自立訓
練（生活訓練）事業は、長期入院などで地
域生活が送りづらくなった方などに、地
域で生活していくための訓練を行うも
の。児童発達支援事業は、6歳未満の未

就学のお子様が対象。
放課後等デイサービス
事業は、小学生から高
校生までが対象です。
　「5つの事業をとおし
て、未就学児、小学生か
ら高校生、18歳から65
歳の方まで、障害のあ
る方のライフサイクル
に応じた一体的な支援
を実現しています」と、
髙橋様は説明します。
　同社の基幹事業は、
就労移行支援事業「ウェ
ルビー」です。就労を目指す障害のある方
は、通勤のリズムを意識してセンターに通
い、オフィスが再現された環境で、就労の
ための訓練を受けます。そして、規則正し
い生活リズムや就活習慣の習得、働くた
めの自己管理能力、実際の現場で求めら
れるビジネスマナーやパソコンのスキル、
コミュニケーション方法を身につけて就
職されます。「ウェルビー」を利用された
方の就労は毎年増え続けており、2018
年7月時点で1,890名に達しています。
　各就労移行支援事業所には、5～7名の
支援員がいます。その半数は福祉業界出
身で、福祉的視点で障害のある方の行動
の変化や体調面をサポート。あとの半数
は一般企業の経験者で、企業で障害のあ
る方がどのように活躍していけるかとい
う視点で支援を行っています。福祉業界

出身者の目線と企業出身者の目線。この
2つの目線を合わせることで、障害のある
方にとって有益な支援内容を作り出して
いるのも特長のひとつと言えます。
　「障害者総合支援法による制度では、2
年間の支援期限があります。期間内にご
自身のことについて理解し、障害を持った
まま働くためには、どのようなことが必要
かを自覚していただいています。また、そ
の方に合うお仕事をセンターで整理し、
企業様にも情報提供しています」
　センターの支援員はほぼ毎日本人と接
しており、強みも課題点も具体的に企業
と共有します。そのためかえって前向きに
採用を検討してもらえるケースが多いと
のことです。

　企業が、障害のある方を
雇用する場合の採用経路
は、ハローワークやインター
ネットの有料紹介事業が一
般的です。しかし、就労移行
の活用も選択肢に入れてほ
しいと、髙橋様は言います。
　「必ずしも就労の準備、働
く力が整っている方が応募
されるとは限りません。当社
のような就労移行支援事業
所にご相談をいただくこと
で、就労の意欲が高く、準備
がしっかり整い、セルフマネジメントの視点
がある方の採用ができることを、企業様には
ぜひ知っていただきたいと思います。障害の
ある方と企業様が、安心してWin-Winの関
係を築くことができる、そういう支援を心が
けています」
　髙橋様は、就労移行支援事業所で3年
間の支援員の経験があります。当時の思
い出に残っているエピソードを語ってくれ
ました。
　「約2年間の就労移行支援を受けて就
職され、就労定着された方がいました。働
いたことがプラスに作用したと思います

が、健康的になられ、
表情にハリが出て、す
ごく堂々とされ、お洒
落を楽しまれるよう
になり、ずいぶんと印
象が変わりました。社
会で自然に役割を得
てがんばる姿を見る
と、支援をしてきて本
当によかったと思い
ました」

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-40-13 VORT池袋Ⅰ 7階

障害者就職支援

URL.https://www.welbe.co.jp

tel.:03-5956-2011
［利用可能時間］

10:00～16:00（開所時間/9:00~18:00）

ウェルビー株式会社 池袋センター

［本社］ 〒104-0061 東京都中央区銀座2-3-6 銀座並木通りビル 7階

｢採用に苦労られている企業様と、採用後の定着
に苦労されている企業様、当社はどちらもサポー
トすることができます。
 当社のような支援機関を経由して、実習などイ
ンターンを経ての採用は、雇用管理方法が定まり
やすいため定着率が高くおすすめいたします。す
でに雇用されている障害のある方の就労定着に
関しても個別にサポートを実施したり、配属現場
の従業員様向けの研修などのサービスがありま
す。お気軽にお問い合わせください｣



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9月14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10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

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

11

面　積 築年月 入居日

18

面　積 築年月 入居日

17

VORT茅場町イースト
中央区新川1-16-4 事務所/6階

181.59㎡（54.93坪） 1986年
11月

2019年
2月上旬

日比谷線・東西線

「茅場町」駅　6分徒
歩

半蔵門線

「水天宮前」駅　9分徒
歩

日比谷線・京葉線

「八丁堀」駅　7分徒
歩

面　積 築年月 入居日

13

面　積 築年月 入居日

15

一番町フェニックスビル
千代田区一番町15-20［所在地］墨田区江東橋1-15-1 ［築年月］1994年2月 ［入居日］即日 事務所/601号室

74.69㎡（22.59坪） 1980年
3月

2019年
2月下旬

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

16

面　積 築年月 入居日

20

事務所/1001号室
グレイス高輪

港区高輪2-14-17

214.43㎡（64.86坪） 1985年
10月

2019年
3月上旬

2019年
3月中旬

浅草線・京急線

「泉岳寺」駅　4分徒
歩

JR各線・京急線

「品川」駅　10分徒
歩

2019年
1月下旬

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

新宿線

「岩本町」駅　5分徒
歩

日比谷線

「小伝馬町」駅　5分徒
歩

日比谷線

「小伝馬町」駅　1分徒
歩

総武快速線

「新日本橋」駅　4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　3分徒
歩

有楽町線

「麹町」駅　4分徒
歩

2018年
11月上旬

岩本町手塚ビル
千代田区岩本町2-10-9 事務所/3階

125.29㎡（37.90坪） 1987年
3月

VORT日本橋本町
中央区日本橋小伝馬町4-2 事務所/5階

184.06㎡（55.67坪） 1986年
8月

2019年
2月下旬

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

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

VORT浜松町Ⅰ
港区浜松町1-6-15 事務所/7階

219.62㎡（66.43坪） 2008年
8月

2019年
1月上旬

浅草線・大江戸線

「大門」駅　4分徒
歩

JR各線・東京モノレール

「浜松町」駅　4分徒
歩

三田線

「御成門」駅　8分徒
歩

大江戸線・ゆりかもめ

「汐留」駅　8分徒
歩

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

事務所/3階
VORT芝公園

港区芝2-27-8

174.73㎡（52.85坪） 1988年
3月

2019年
3月上旬

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 即日

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/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
11月上旬

面　積 築年月 入居日

14

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

面　積 築年月 入居日

12

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

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

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

2018年
11月下旬

中央線

「高円寺」駅　4分徒
歩

63.84㎡

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

2019年
2月中旬

事務所/7階
三上ビル

新宿区神楽坂6-66-2

70.85㎡（21.43坪） 1994年
5月

52.25㎡

面　積 築年月 入居日

21

事務所/4階
VORT東陽町

江東区東陽3-23-24

281.74㎡（85.22坪） 1992年
3月

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

19

事務所/4階
春日タワービル

文京区本郷4-24-8

106.35㎡（32.17坪） 1990年
7月

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

22

23

24

25

26

27

28

春日タワービル 三田線・大江戸線「春日」駅徒歩1分
丸ノ内線・南北線「後楽園」駅徒歩4分文京区本郷4-24-8 1990年

7月
106.35㎡
32.17坪事務所 2019年

3/上11階

藤和シティコープ小岩 総武線「小岩」駅徒歩9分江戸川区北小岩1-4-6 1985年
10月

148.90㎡
45.04坪事務所 2018年

10/下201

VORT横浜関内 根岸線「関内」駅徒歩5分
市営地下鉄線「伊勢佐木長者町」駅徒歩4分横浜市中区羽衣町3-55-1 1986年

3月
334.22㎡
101.10坪事務所 2019年

2/中8階BC

1974年
3月

462.00㎡
139.75坪店舗 相談1階洋光台ビューパレー 根岸線「洋光台」駅徒歩6分横浜市磯子区洋光台4-19-34

クレールマルシェ川口 京浜東北線「川口」駅徒歩7分川口市幸町2-2-16 1989年
9月

126.94㎡
38.39坪事務所 2019年

1/下303-B

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
34.42㎡
10.41坪803事務所 即日

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9階事務所 2019年

2/下

29.45㎡

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

三田線・浅草線

「三田」駅　7分徒
歩

大江戸線・浅草線

「大門」駅　9分徒
歩

JR各線・東京モノレール

「浜松町」駅　9分徒
歩

三田線

「芝公園」駅　7分徒
歩

156.84㎡

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㎡

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㎡

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

147.62㎡

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㎡

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・総武線

「飯田橋」駅　9分徒
歩

70.85㎡

125.29㎡

184.06㎡

181.59㎡

219.62㎡

174.73㎡

214.43㎡

トイレ用排水管位置

38.20㎡

05 06

408.88㎡（123.68坪）

408.88㎡

総武線

［面積］
「錦糸町」駅 徒歩5分

半蔵門線

「錦糸町」駅 徒歩6分 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。

1 VORT錦糸町今月のオススメ物件 今なら複数フロアも可能！

74.69㎡
194.08㎡

281.74㎡



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9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10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 東京都渋谷区神宮前三丁目

■名称/VORT外苑前Ⅲ●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/5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●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

6億1,370万円（4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）

P
S

UPDN

バ
ル
コ
ニ
ー

男子
トイレ

女子
トイレ　

給
湯
室

奇数階

偶数階

PS

PS

～

～

※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




