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Tenant Interview VORT高田馬場Ⅰ

答えではなく「考え方」を教えるプログラミング
日常を解決する論理的思考を、子どもたちへ贈りたい

近藤 隆 様

株式会社エス・エー・アイ

代表取締役

森本 潤 様代表取締役

Tenant Interview VORT東陽町ビル

親にも子どもにも支持される鍵は
「大切なもの」を見極める視点
リックキッズ株式会社

経営者様のためのボルテックスセミナーSeminor

Rent information



［所在地］
  東京都江東区東陽3-23-24 

［最寄駅］
  東京メトロ東西線「東陽町」駅徒歩4分

［規　模］地上9階建
［総戸数］15戸 
［築年月］1992年3月

01 02

リックキッズ株式会社

リックキッズ株式会社 
代表取締役

〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-24 VORT東陽町ビル6F

tel.03-5667-1446
URL.https://www.lickids.jp/
［事業内容］

森本  潤 様

子どもたちが「ここに来るの
が楽しい」「毎日来たい」と言
う「リックキッズ」の代表を
務める森本様。コンサルティ
ング業に従事されていただ
けあり、教育という分野で
も、どうしたらサービスをよ
くできるかを考えていらっし
ゃいます。趣味はランニング
とトライアスロンで、ご友人
と隅田川沿いや皇居の周り
で走るのみならず、大会にも
出場するほど。

品川区・豊島区・足立区・江東区・江戸川区・墨田区・台東区・中央区・
文京区・港区対応の民間学童小学生を対象にした最大22時までお
預かりの送迎付きアフタースクール

保護者の「あったらいいのに」を
叶えるフレキシブルな姿勢

心躍る体験を通して楽しみながら学んでいく

子どもの夢を支えるために
ともに成長できるスタッフが不可欠

　設立の地でもある東京の江東区を拠点に、10年ほどで
23校まで教室数を増やしている「リックキッズ」。教育の
あり方が問われる機会が多い現在、多くの保護者や子ど
もたちに選ばれる理由を森本様に伺うと、控えめながら
こんなお答えがかえってきました。
　「教室の質もありますが、保護者には利用のしやすさも
評価していただいていると思います。例えば、無料の送迎
サービス。登下校を心配される保護者は多いので、学校
や自宅はもちろん習い事への送迎まで、私たちが責任を
もって行う。お子様をお預かりしていても、習い事の時間
がくれば教室から送っていくなど、柔軟な姿勢が選ばれ
ている理由かもしれませんね」
　私立やインターナショナルスクールの子どもでも、送迎
対象区域内であれば送迎車を走らせるなど、顧客のニー
ズに対応しているそう。一目で「リックキッズ」と分かる可
愛らしい車が、子どもたちを迎えてくれます。

　「さらに私たちの教
室では、利用日や時間
帯もフレキシブルです。
毎日利用するだけでな
く、週2日や土曜日だ
け、または夏休みだけ、
といったスポットでの
参加方法も可能。保護者のお仕事などのご都合にあわせて、
気軽に使っていただけるようにしています。また基本は19時
までですが、最長22時までお預かりすることもできます。
WEB予約や当日でもキャンセルできるシステムもあります。
教室をより身近に感じていただけるよう、スタッフたちと努め
ています」

親にも子どもにも支持される鍵は
「大切なもの」を見極める視点

interview #01

保育園不足が大きな社会問題となっているなか、仕事と育児の両立について頭を悩ませている保護者の方も
多いはず。そんな方々の救世主となっているのが、送迎サービスや最大22時までの預かりサービスに定評が
ある、小学生専門の民間学童「リックキッズ」です。VORT東陽町ビルに本部を構えるこちらのアフタースクー
ルでは、子どもの好奇心や探求心を刺激する、多彩なイベントやカリキュラムをラインアップ。多くの方に選ば
れ校舎数を順調に伸ばしている秘訣を、代表取締役の森本潤様に伺いました。

VORT東陽町ビル

Jun Morimoto

　「毎日30分の勉強時間は必須ですが、ほかに「リック
カレッジ」と称する英会話や理科実験室、ピアノや絵画
などの特別カリキュラムも受講料別で利用できます。さ
らに、専門機関との提携も。こども英会話の「ミネルヴ
ァ」、化学やプログラミングが学べる「サイエンスアカ
デミア」などと組んでいるので、興味にあわせて活用し
ていただきたいですね」
　ほかにも夏休みに行われるサマーイベントには、1
泊2日で行われるキャンプやガイド付きの富士山登
山、特殊メイク講座に職業体験など、大人でも思わず
参加したくなるプログラムが揃います。森本様のおす
すめは、「職人シリーズ」の藍染めや飴細工そしてお
寿司作りなど。
　「築地や豊洲市場にも実際に足を運ぶので、現場の
迫力も感じることができます」

　公園にも駅にも近い、VORT東陽町ビル。その3階に居を
構える「リックキッズ 東陽校」の扉を開けると、子どもたち
が元気にお出迎えしてくれました。歩み寄ってきた一人の男
の子が屈託なく教えてくれたのは、壮大な宇宙の話。彼の楽
しげな姿を見ているだけで、この小学生を対象にしたアフタ
ースクール、いわゆる民間学童教室ののびのびとした雰囲気
が伝わってくるようです。そんな「リックキッズ」の魅力を探
ります。

　「リックキッズ」では、子どもたちと接するスタッフの
ことを「先生」ではなく「サポーター」と呼んでいます。
子どもたちの成長を支えていきたいという想いが、この
呼称に表れているそうです。校舎の内外で、子どもたち
の興味や好奇心を引き出す多種多様なイベントやカリ
キュラムが組まれています。
　「夜ご飯には、みんなで具を包む餃子パーティなども
あります。大勢で取り組むことで、年下の子を気遣って
あげたり、助け合うことができると思います」
　毎日のイベントに加え、「かけっこ部」や「手芸クラ
ブ」など、定期的に開催しているものもあります。また
学習面でも、手厚いサポートがあるといいます。

　子どもたちが将来の仕事へ興味を持つことは、「リック
キッズ」が大切にしていることのひとつ。「好きなことを行
い、関わる人に喜んでもらい、報酬を得るという楽しさや
喜び」を感じてもらうため、自分の将来の夢を発表するイ
ベントを開催しています。その名も「リックタウン」。なん
と東京ビックサイトを毎年貸し切って行うというから驚き
です。子どもたちは5月からサポーターと一緒に準備を重
ね、翌年1月のイベントまで自分の夢と真剣に向き合いま
す。その夢は、車掌からパティシエ、ロボット設計技術者、
イタリア語講師にサッカー選手まで、実にバラエティにと
んでいます。イベント当日は工夫を凝らしたブースを出展
したり、ステージでパフォーマンスを披露したり、また友

達の発表を楽しんだりと、子どもたちも大忙しです。
　そんな子どもたちだからこそ、身近な大人であるサポー
ターに興味を持つのも自然なこと。森本様がスタッフを採
用するときも、その人が「ともに成長していけるかどうか」
を重視しているそうです。
　「民間の学童だからこそ、枠や形式に縛られず出来るこ
とがたくさんあります。保護者やお子様になにが重要な
のか、いろいろ突き詰めていくことができるのです。です
から言われたことをこなすだけでなくどんどんアイディア
を出して、「ステップアップしてきたい」という意欲のある
人と一緒に働きたいですね。そういった私たちの価値観
や仕事観は、お子様にも自然に伝わっていく。今お預かり
するお子様の数も増えていっているので、リスク対策や安
全面もさらに気を抜かず、サポーターを含めたスタッフた
ちと取り組んでいきたいと思っています」

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

5月29日 ［開催時間］ 
17：00～18：30（16：30開場）

定員（先着順）

参加費 無料
10名

水5月15日 /水

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。



［所在地］東京都新宿区高田馬場1-30-15 
［最寄駅］JR山手線・西武新宿線

　　　　「高田馬場」駅徒歩4分
［規　模］地上9階建
［総戸数］9戸 
［築年月］1990年1月

03 04

株式会社エス・エー・アイ
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-15 VORT高田馬場Ⅰ 6階

URL.https://www.sai.co.jp/
［事業内容］
・子ども向けプログラミングスクール
・WEB制作 ・システム開発 ・越境ECサービス
〈越境ECサイトの構築、プロモーション、運用代行〉
・中国EC連動システム

ビジネスの先にある未来を見据えて
社会貢献が究極のゴール

海外から得るヒントも教室にいかす
「三位一体の知幹力」とは？

「プログラミング=理系」の概念は捨てて
伝えたいのは発想を形にする喜び

　「顧客創造の部分だと、ウェブコンテンツの制作などは前
提としてクライアントさんありきの仕事。事業について社会
へ効果的に伝えるという面で、私たちをパートナーのように
考えてくれれば嬉しいです。また雇用については、しっかり
と経営理念に明記しました。企業である以上利益を出さな
くてはいけませんが、活動が社会に還元されることが理想
です。その最たるものは、やはり雇用だと思っています。賃
金を払うことは従業員個人の生活を支えることはもちろん、
社会の経済活動にもつながりますからね」
　心がけているのは、適材適所を見極め、個人の適正や
能力にあった場を用意すること。各々自由な服装で働く
スタッフの様子からも、そんな近藤様の想いが伝わってき
ます。今後雇用を増やしていくなかで、リモートワークも
積極的に取り入れていく予定で、個人に合う理想の働き
方を最大限叶えていくそう。

　また「ジャパンクオリティを世界へ」という言葉も、会社
のミッションとして強く打ち出しています。2012年には中
国の上海に支店を構え、世界を相手にするビジネスをサポ
ートしてきました。
　「日本企業がもつ高水準の技術や品質はとても魅力的
です。しかし活かしきれていないことが多いのも現状で
す。大手ショッピングモールの出店に頼らない独自の越
境ECサービスや、中国とのビジネスもEC連動システムを
使い、スムーズな運営のお手伝いをしています。物流や在
庫管理まで、言語を気にすることなくビジネスの場を広げ
ていってほしいです」

答えではなく「考え方」を教えるプログラミング
日常を解決する論理的思考を、子どもたちへ贈りたい

interview #02

2020年度から小学校で必修化されるプログラミング。新たな取り組みに関心を寄せている方も多いのでは
ないでしょうか？プログラミング、と聞くとIT事業に従事するエキスパート養成が目的のように考えてしま
いがちですが、株式会社エス・エー・アイ 代表取締役の近藤隆様は「どの仕事にも必要な、論理的に物事
を考えるトレーニング」と語ります。ウェブのコンテンツ制作を軸にしながら小学生向けプログラミング教
室を開く企業理念、また授業が子どもたちに与えてくれる可能性について伺いました。

VORT高田馬場Ⅰ

な労働力ではなく発想力が求められる時代。3つの重要な
要素が教室の柱だと、近藤様は続けます。
　「まずオバマ前米大統領が2016年に提唱した“コンピュータ
ーサイエンス・フォー・オール”という考え方。プログラミングを
通して論理的な考え方を学ぶ機会を、すべての子どもに与え
るという意味です。次は文字通り、楽しく学ぶ“プレイフル・ラー
ニング”。そして最後は“リアル・ワールド・オリエンテッド”で、こ
れら3つの要素には、日 の々生活で起こるさまざまな問題を発
想力を用いて解決に導く、将来的に学力に応用できる力を養
ってほしいという想いが込められています」
　プログラミングに関していうと、日本は他の先進国に比
べて遅れをとっているそうです。例えば英国では、「スイミ
ー」でも使用している「マイクロビット」というプログラミ
ング装置を、4年も前に児童へ無料配布しています。
　「今の子どもたちが大人になる頃には、単純に知識を持
っているだけでは通用しなくなるでしょう。私たちが「3つ
の知幹力」と呼んでいる、能動的な活動意欲、正しく機械
や情報を使う知識力、創造を形にする論理的思考力が、ま
すます求められます。これはどれが欠けても成り立たな
い、まさに「三位一体」の力です。海外の事例を柔軟に取り
入れるため、私たちも日々リサーチをしながら子どもたち
と一緒に成長することを楽しんでいます」

　「IT」や「デジタル」という言葉が持つシャープなイメージ
を覆す、明るい木目調の床に柔らかなフォルムの家具が置
かれたオフィス。駅からもほど近い「VORT高田馬場Ⅰ」内
に、近藤様が代表を務める株式会社エス・エー・アイはあり
ます。会社として掲げる「顧客創造を続け、雇用を生み、社会
に貢献する」という経営理念は、具体的にどのようなことを
目指しているのでしょうか？　

　では実際に「スイミー」の教室では、どんな授業が繰り広げら
れているのでしょうか？
　「子どもたち全員がパソコンに向かって作業する、とイメージ
されることが多いのですが全く違いますよ（笑）。無料体験教室
でも核になるのが、「これをこうすれば、こう動く」というプログラ
ミング的思考。前述の「マイクロビット」やソニー社の「メッシュ」
を使って、バスケットボールのカウントができるゲームや近づく
とセンサーが反応し、ご両親へのメッセージが表示されるカー
ドなど、おもちゃ感覚で様々なものを作ります。子どもの数だ
け、生まれるものがある。私たちは作りたいものにあわせ方法を
手助けする感覚です。今までで特に嬉しかったのは、ある生徒
が自宅で「これはあのプログラミングを使えば解決するんじゃ
ない？」と親御さんに言ったこと。目指している「応用する力」が
実践されていたようで、やっていてよかったと心から思いました。
VORTの他のテナントさんへ出張ワークショップもできますの
で、気軽にプログラミングに触れてもらいたいですね」

　そんな事業展開に、新しい一面が去年加わりました。小
学生向けのプログラミング教室「スイミー」の開校です。名
前の由来は、誰もが知るあの名作絵本。「みんなでアイデ
アを出し大きな課題を解決していく」というメッセージが
込められています。開校へ向け、約1年をかけてワークショ
ップを何度も行い準備をしていったと言います。
　「コンピューターサイエンスは自ら勉強した分野とはい
え、教育に関しては初心者でした。大学の教授や講師と一
緒に、ゼロから作り上げスタートしました。自信もついてき
た去年、教室のスペースを確保するため、渋谷を離れ、以前
拠点にしていた高田馬場に帰ってきました」
　AIの台頭により生活が快適になる一方で、人には単純

［お問い合わせ］

［受付時間］

TEL.03-6457-6893

URL.https://www.sai.co.jp/swimmy/ex/
平日10:00～18:00 土曜日10:00～15:00

無料体験実施中！

株式会社エス・エー・アイ
（SAI Co.,Ltd.） 
代表取締役

近藤  隆 様

慎重に言葉を選びながら話
す姿勢が、近藤様の誠実な
人柄を物語っています。
2006年に会社を設立し、
「IT×海外×教育」を3本柱に
WEBサイトの制作からプロ
グラミング教室まで事業を
展開。プライベートでは3姉
妹のお父さん。休日はテニス
の強化選手である一番上の
お嬢様の「マネージャー」役
を率先して引き受けるうち、
ご自身もラケットを手にする
ように。

Takashi Kondo



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。

※上記の不動産物件情報は、写真や図面と現況が異なる場合には現況を優先とします。※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2019年4月10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。万一ご成約の際は、ご容赦ください。※広告有効期限/2019年5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

4

面　積 築年月 入居日

6

面　積 築年月 入居日

10

ATELIER YOURS小川町
千代田区神田小川町1-10-2 事務所/403号室

9.95㎡（3.00坪） 2015年
2月即日

VORT平河町
千代田区平河町1-5-15 事務所/802号室

30.34㎡（9.17坪） 2009年
1月

VORT日本橋Ⅰ
中央区日本橋2-9-4 事務所/5階

109.59㎡（33.15坪） 1987年
1月

2019年
10月上旬

JR各線

「関内」駅　5分徒
歩

面　積 築年月 入居日

21

事務所/8階BC
VORT横浜関内

横浜市中区羽衣町3-55-1

334.22㎡（101.10坪） 1986年
3月 即日

市営地下鉄線ブルーライン

「伊勢佐木長者町」駅　4分徒
歩

面　積 築年月 入居日

18 VORT渋谷神泉
渋谷区神泉町10-10 事務所/3階A

94.85㎡（28.69坪） 1991年
5月

2019年
8月上旬

2019年
5月下旬

面　積 築年月 入居日

20

事務所/3階
VORT浅草橋駅前

台東区柳橋1-23-3

120.63㎡（36.49坪） 1990年
10月

浅草線

「浅草橋」駅　1分徒
歩

JR各線

「浅草橋」駅　2分徒
歩

面　積 築年月 入居日

7
事務所/9階

神保町一丁目ビル
千代田区神田神保町1-12

91.83㎡（27.77坪） 1995年
8月

2019年
6月中旬

面　積 築年月 入居日

128.92㎡（38.99坪） 1982年
5月

2019年
5月上旬

面　積 築年月 入居日

19

2019年
6月中旬

事務所/104号室
ロイヤルコート目黒

品川区西五反田3-13-14

93.60㎡（28.31坪） 1989年
2月

目黒線

「不動前」駅　4分徒
歩

JR山手線・目黒線

「目黒」駅　12分徒
歩

JR山手線

「五反田」駅　13分徒
歩

334.22㎡

9
事務所/7階

外神田ストークビル
千代田区外神田6-15-14

東西線

「日本橋」駅　1分徒
歩

銀座線

「日本橋」駅　1分徒
歩

JR各線

「東京」駅　10分徒
歩

半蔵門線・三田線・新宿線

「神保町」駅　1分徒
歩

2019年
8月下旬

2019年
6月下旬

面　積 築年月 入居日

83.46㎡（25.24坪） 2007年
3月

2019年
8月中旬

8
事務所/5階

VORT神田
千代田区鍛冶町1-3-1

銀座線

「神田」駅　5分徒
歩

銀座線

「三越前」駅　6分徒
歩

半蔵門線

「三越前」駅　7分徒
歩

東西線

「大手町」駅　9分徒
歩

JR各線

「東京」駅　13分徒
歩

J R各線

「神田」駅　2分徒
歩

総武線

「新日本橋」駅　4分徒
歩

93.60㎡

面　積 築年月 入居日

13 赤坂Qビル
港区赤坂7-9-5 事務所/601号室

114.65㎡（34.68坪） 1972年
7月

2019年
9月中旬

千代田線

「赤坂」駅　3分徒
歩

千代田線

「乃木坂」駅　7分徒
歩

大江戸線

「六本木」駅　10分徒
歩

面　積 築年月 入居日

16 神宮外苑ビル
渋谷区千駄ヶ谷4-27-1 事務所/9階

83.46㎡（25.24坪） 1984年
6月

2019年
8月上旬

JR各線

「代々木」駅　5分徒
歩

JR中央・総武線

「千駄ヶ谷」駅　9分徒
歩

副都心線

「北参道」駅　3分徒
歩

大江戸線

「代々木」駅　5分徒
歩

面　積 築年月 入居日

11 VORT水天宮Ⅰ
中央区日本橋蛎殻町2-10-11 事務所/6階

191.78㎡（58.01坪） 1992年
4月

2019年
8月下旬

半蔵門線

「水天宮前」駅　4分徒
歩

日比谷線・浅草線

「人形町」駅　6分徒
歩

新宿線

「浜町」駅　9分徒
歩

面　積 築年月 入居日

12 大門アーバニスト
港区芝大門2-3-6 事務所/203号室

82.19㎡（24.86坪） 1993年
12月

2019年
8月上旬

浅草橋・大江戸線

「大門」駅　1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　5分徒
歩

面　積 築年月 入居日

14 新宿アイランドアネックス
新宿区西新宿6-2-3 事務所/306号室

18.27㎡（5.52坪） 1995年
1月

2019年
6月下旬

面　積 築年月 入居日

5 VORT永田町
千代田区平河町2-7-2 事務所/9階

188.77㎡（57.10坪） 2003年
9月

188.77㎡

面　積 築年月 入居日

17

2019年
5月中旬

事務所/602号室
スタープラザ青山

渋谷区渋谷1-10-3

63.39㎡（19.17坪） 1987年
1月

JR各線・東横線

「渋谷」駅　6分徒
歩

銀座線

「渋谷」駅　6分徒
歩

半蔵門線・副都心線・田園都市線

「渋谷」駅　4分徒
歩

井の頭線

「渋谷」駅　8分徒
歩

63.39㎡

面　積 築年月 入居日

15

事務所/3階
VORT西早稲田

新宿区西早稲田2-18-20

110.23㎡（33.34坪） 2009年
3月

2019年
9月中旬

副都心線

「西早稲田」駅　4分徒
歩

東西線

「高田馬場」駅　6分徒
歩

JR山手線・西武新宿線

「高田馬場」駅　9分徒
歩

110.23㎡

94.85㎡

井の頭線

「神泉」駅　4分徒
歩

井の頭線

「渋谷」駅　7分徒
歩

田園都市線・東横線

「渋谷」駅　10分徒
歩

半蔵門線・副都心線

「渋谷」駅　10分徒
歩

銀座線・南北線

「溜池山王」駅　9分徒
歩

有楽町線・半蔵門線・南北線

「永田町」駅　1分徒
歩

銀座線・丸ノ内線

「赤坂見附」駅　4分徒
歩

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

銀座線

「末広町」駅　1分徒
歩

千代田線

「湯島」駅　5分徒
歩

JR各線・日比谷線

「秋葉原」駅　9分徒
歩

JR各線

「御徒町」駅　8分徒
歩

日比谷線

「仲御徒町」駅　8分徒
歩

銀座線

「上野広小路」駅　6分徒
歩

大江戸線

「上野御徒町」駅　6分徒
歩

128.92㎡

109.59㎡

83.46㎡

91.83㎡

83.46㎡

191.78㎡

82.19㎡

114.65㎡

今月のオススメ 飲食店舗可能物件特集！

面　積 築年月 入居日

2019年
5月上旬

2019年
6月上旬125.58㎡（37.98坪） 2008年

3月

面　積 築年月 入居日

相談139.36㎡（42.15坪） 1981年
6月

面　積 築年月 入居日

90.72㎡（27.44坪） 2009年
3月

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

18.27㎡

UPDN

EV EVP
S

PS

倉庫

EPS

バルコニー
バ
ル
コ
ニ
ー

EVホール

バルコニー

バ
ル
コ
ニ
ー

バ
ル
コ
ニ
ー

9.95㎡

05 06

120.63㎡

1 VORT銀座maxim

浅草線・日比谷線

「東銀座」駅　2分徒
歩

JR各線

「有楽町」駅　8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

グッドデザイン賞受賞の
ハイセンスな外観！
希少な１階路面店舗です

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

丸ノ内線、銀座線

「赤坂見附」駅　8分徒
歩

30.34㎡

中央区銀座3-9-6　｜　店舗/1階

2 マンションヴィップ東日本橋

JR総武線

「浅草橋」駅　4分徒
歩

新宿線

「馬喰横山」駅　4分徒
歩

JR総武快速線

「馬喰町」駅　2分徒
歩

浅草線

「東日本橋」駅　2分徒
歩

徒歩５分圏内に
４駅４路線利用可能！
靖国通りに面した
好アクセスな立地です

中央区東日本橋2-16-10　｜　店舗/201号室

3 イーグルコート京都六角雅心庵

東西線

「京都市役所前」駅　6分徒
歩

東西線・烏丸線

「烏丸御池」駅　7分徒
歩

阪急京都線

「烏丸」駅「河原町」駅　共に6分徒
歩

烏丸線

「四条」駅　6分徒
歩

京都に相応しい
「和」の意匠が魅力的！
ハイグレードマンションの２階、
個性あふれる立地です

京都市中京区六角通柳馬場東入大黒町71番地 ｜ 店舗/2階F

125.58㎡

139.36㎡
90.72㎡
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都市機能と好アクセスがポイント
ホテルやビル建設で注目の水道橋エリア

VORT水道橋Ⅱ 7階 東京都千代田区神田三崎町三丁目

■名称/VORT水道橋Ⅱ●所在地/東京都千代田区神田三崎町三丁目3番20号●構
造/鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建●用途地域/商業地域●敷地面積/155.73㎡
（47.10坪）●延床面積/962.01㎡（291.00坪）●土地権利/所有権●総戸数/8戸（事務
所：7戸、店舗：1戸）●販売戸数/1戸●専有面積/108.40㎡（32.79坪）●築年月/1989年5
月（平成元年）新耐震基準適合●施工/（株）千代田建設●管理/〔全部委託〕〔巡回〕
（株）JNコミュニティ●管理費（月額）/69,051円●修繕積立金（月額）/37,832円●設備/
エレベーター1基●駐車場/1台●現況/空室
※次テナントの入居が決定した場合、価格変更の可能性があります●引渡し/相談●取
引態様/売主

※「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。※本誌は弊社の著作物であり、著作権法により保護されております。お客様が弊社取扱商品をご検討になる際に内部的に利用される場合を除き、弊社の事前の承諾なく、本誌
掲載情報の全部もしくは一部を引用または複製、転送等により使用することを禁じます。※掲載の物件情報は2019年4月10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。

専有面積

「水道橋」駅徒歩 6分
都営三田線

「水道橋」駅徒歩 2分
JR中央/総武線

「九段下」駅徒歩9分
東西線／都営新宿線／半蔵門線

「神保町」駅徒歩 8分
都営新宿線／都営三田線／半蔵門線

2018年11月撮影

実需販売物件のお問い合わせは 0120-530-700

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

108.40㎡（32.79坪）
販売価格（税込）

1億5,810万円専有面積
108.40㎡（32.79坪）

給湯
コーナー

オフィシャルサイト「V-Link」に関するお問い合わせは

0120-692-130
宅地建物取引業 国土交通大臣（2）第8509号
マンション管理業 国土交通大臣（2）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

〈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


