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出所：都市再生機構(2018 年 7 月 12 日)資料 

今回は、2018 年を振り返り、不動産業界で目立った情報を中心にトピックスとしてお伝えいたします。 

 

1111．．．． 不動産不動産不動産不動産のののの大型取引大型取引大型取引大型取引    

次ページ図表 1 は、2018 年 1～9 月に判明した 200 億円以上の大型取引の一覧表です。前年同期と比較す

ると、2017 年の取引件数 22 件、売買価格約 9,600 億円に対し、2018 年は取引件数 26 件、売買価格約 10,400

億円と件数、売買価格ともに増加しています。 

  

うめきた 2 期地区全景（完成予想イメージ） 

 9 月末現在で 2018 年の最高額取引は、JR 大阪駅北側の

「北ヤード」と呼ばれる国鉄貨物駅跡地の一部「うめきた 2 期

地区」の約 1,777 億円でした。買主は、三菱地所を代表とする

9 社（三菱地所、大阪ガス都市開発、オリックス不動産、関電

不動産開発、積水ハウス、竹中工務店、阪急電鉄、三菱地

所レジデンス、うめきた開発特定目的会社）の企業連合で

2024 年夏頃を目指して開発を進めています。「みどりとイノベ

ーションの融合」とのまちづくり方針を踏まえ、南北街区で延

床面積約 52 万㎡に達します。オフィス、ホテル、マンション、

商業施設に加え、国際会議や展示会を行う MICE 施設やベン

チャー育成施設などを整備する予定です。 

 次いでの高額取引は、港区芝公園 2 丁目にある「軍艦ビ

ル」として知られる芝パークビルの約 1,500 億円でした。買主

は、関電不動産開発を中心とする 7 社（関電不動産開発、東

京ガス都市開発、京浜急行電鉄、京阪ホールディングス、竹

中工務店、みずほ信託銀行、みずほ銀行）の企業連合で、売

主は香港等の投資家グループでした。物件はＪＲ浜松町駅な

ど複数路線から徒歩圏内にあり、基準階フロアで約 1,800 坪

を擁する都内でも希少な大規模オフィスビルです。 

 

芝パークビル（物件外観） 



 

物件名称物件名称物件名称物件名称 価格価格価格価格 買主買主買主買主 時期時期時期時期 物件名称物件名称物件名称物件名称 価格価格価格価格 買主買主買主買主 時期時期時期時期

うめきた2期地区民間宅地 1777億7448万5625円 三菱地所など9社 7月 松下IMPビル 270億円 ローンスター 8月

芝パークビル 1500億円程度(推定) 関電不動産開発など7社 3月 SII幕張ビル 265億円(鑑定) Mapletree North Asia

Commercial Trust

3月

ヒルトン東京お台場 600億円程度(推定) ヒューリック、

芙蓉総合リース

1月 ミーナ天神など3物件 計260億円 福岡スタンダード石油 6月

新日石ビルヂング(70％) 約500億円 日本生命保険 2月 虎ノ門ヒルズ森タワー(5％) 260億7000万円 森ヒルズリート投資法人 7月

OCEAN GATE MINATO MIRAI 400億円台半ば(推定) ラ サールイ ンベストメント

マネージメント

1月 新宿イ ーストサイ ドスクエア(13％) 254億6000万円 ジャパンリアルエステイ ト

投資法人

3月

GLP大阪 360億円 GLP投資法人 8月 新宿フロントタワー(27％) 250億2500万円 ジャパンリアルエステイ ト

投資法人

4月

日本アムウェ イ 本社ビル 約350億円(推定) ブラ ックストーン・グループ 1月 GINZA SIX(8Ｆ部分) 約250億円(推定) 合同会社TWS ―

西新宿木村屋ビルディング 約350億円(推定) イ ンベスコ 1月 横浜アイ ラ ンドタワー(95％) 221億円 興銀リース 3月

西新宿プラ イ ムスクエア 348億3500万円 イ ンベスコ・オフィス・

ジェ イ リート投資法人

4月 横浜アイ ラ ンドタワー(95％) 221億円 MCUBS MidCity投資法人 9月

ホテルユニバーサルポート 340億円 オリックス不動産投資法人 2月 西濃運輸旧東京支店跡地 約220億円(推定) 非公表 6月

日立ソリューショ ンズ

タワーＢ

約310億円 ハンファ 投資証券、

ハナ金融グループ

6月 プロロジスパーク吉見 213億円 日本プロロジスリート

投資法人

3月

碑文谷ショ ッピングセンター 275億円 イ オンリテール 5月 CROSS PLACE 浜松町 207億円 ケネディクス・オフィス

投資法人

5月

東芝病院 約275億円 医療法人社団緑野会 3月 ホテルマイ ステイ ズプレミア赤坂 206億9100万円 イ ンヴィンシブル投資法人 8月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図図図図表表表表 1111．．．．2012012012018888 年年年年 1111～～～～9999 月月月月にににに判明判明判明判明したしたしたした主主主主なななな大型売買大型売買大型売買大型売買（（（（200200200200 億億億億円円円円以上以上以上以上））））    

2222．．．．    オフィスオフィスオフィスオフィスマーケットマーケットマーケットマーケット：：：：コワーキングスペースコワーキングスペースコワーキングスペースコワーキングスペースのののの拡大拡大拡大拡大    

 足元、オフィス市場でコワーキングスペースが注目を集めています。コワーキングスペースとは、従来の個室形式のサービスオフ

ィスと異なり、机や会議室を他の利用者とシェアし、イベント開催やビジネスマッチングなど利用者間の交流を促進する仕組みを有

する共用オフィスです。当初はベンチャー企業や個人事業者がオフィスコストを抑える目的で利用するケースが中心であったとこ

ろ、足元は働き方改革の一環で大企業も含めた利用が増えている模様です。外出時の空き時間や在宅勤務者の利用に加え、異

業種との交流を通じた新規ビジネス創出を狙う動きなどが見られます。米コワーキングスペース運営大手のWeWorkの日本進出が

話題となりましたが、図表 2 にある通り、国内不動産大手やサービスオフィス大手も、従来のサービスオフィスへの併設や新たな拠

点開設等コワーキングスペース事業を展開しており、大規模な施設も登場しています。東京の賃貸オフィスストックに占める割合は

1％程度とその規模はまだ限定的ですが、シービーアールイー株式会社によると、「東京 23 区の賃貸オフィスビル成約面積に対す

るコワーキングオフィス開設面積の割合は、2017 年通年で 2.3％、2018 年上半期で 7.9％」と拡大しています。働き方改革に伴う利

用者の動向やシェアリングサービス普及のオフィス市場に与える影響等コワーキングスペースを巡る今後の動向が注目されます。 

 

（注）SPC が買主の場合はスポンサーや組成元企業を示した。物件名称欄のカッコ内パーセンテージは持分割合 

出所：日経不動産マーケット情報（2018 年 5 月号、8 月号、11 月号）、各社 HP、記事を基に当社作成 

 

図表2 各社のコワーキングスペースの事業展開状況

事業者 概　要 拠　点

WeWork Japan
2010年米国にて設立、2018年2月日本進出。コワーキングスペース大手

世界32ヶ国96都市に500以上の拠点を展開

11拠点（さらに3拠点開設準備中）

東京、横浜、大阪、福岡

三井不動産
2017年4月より「ワークスタイリング」で展開

コワーキングスペース、サービスオフィス、宿泊可能なオフィスを提供

33拠点   首都圏、札幌、仙台、名古

屋、大阪、広島、福岡

東急不動産
2013年3月より「ビジネスエアポート」で展開

コワーキングスペース、サービスオフィスを提供

7拠点

東京

NTT都市開発
2018年4月より「リフォーク」で展開

2拠点で保育所併設

3拠点

東京

森ビル 2017年11月に六本木ヒルズに「PARK 6」を開設 1拠点　　東京

リージャスグループ
1989年ベルギーにて設立、1998年日本進出、サービスオフィス大手

2012年よりコワーキングスペース「SPACES」を展開し、2016年日本へ導入

サービスオフィス中心に世界120ヶ国約900都市に約3,000拠点を展開

3拠点　東京、名古屋、福岡

（既存105拠点にもコワーキングス

ペースを併設）

サーブコープ
1978年オーストラリアにて設立、1994年日本進出、サービスオフィス大手

世界22ヶ国53都市に約160拠点を展開、サービスオフィスに併設

25拠点（サービスオフィスに併設）

東京、横浜、大阪、名古屋、福岡

出所：各社HP、ニュースリリース、記事を基に当社作成



     

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                            

                            

 

 

 

 

(UDS 運営) 

(マリオット・インターナショナル運営) 

出所：日経不動産マーケット情報(2018 年 11 月号)を基に当社作成 

3333．．．．東京都心東京都心東京都心東京都心のののの開発動向開発動向開発動向開発動向    

【【【【①①①①    オフィスオフィスオフィスオフィス】】】】    

東洋プロパティニュース 9 月号でお知らせした通り、東京ビ

ジネス地区における 2018 年の供給面積は、直近で最も多か

った 2003年に次ぐ高水準でした。図表 3は 2018 年に竣工し

た延床面積 4 万坪超の大型ビル 5棟の足元のテナント契約

状況です。本社機能集約や業容拡大を見据えた本社移転も

あり、ほぼ 100％稼働と新築ビルのリーシングは順調に推移

しています。さらに、新築ビルの移転に伴う既存ビルの二次

空室も顕在化していない状況です。 

 2020 年に向けて過去最大規模の新規供給が見込まれ、大

型物件の竣工が続きます。 

【【【【②②②②    商業商業商業商業】】】】    

図表 4 は銀座エリアで進行中の主な開発計画です。中央

通りや晴海通りなどの中心部で海外高級ブランドや国内ブラ

ンドの旗艦店出店ニーズが堅調です。7 月にアシックスがビ

ジネスラインで同社初の旗艦店を銀座 8 丁目にオープン。12

月にはイタリア高級ブランドのボッテガ・ヴェネタが GINZA 

SIX に移転したディオール跡地の銀座 5 丁目晴海通り沿い

にアジア最大の店舗を開業しました。2019 年 4 月には良品

計画が銀座 3丁目並木通りに有楽町にあった世界旗艦店を

開店する予定です。銀座の国際的なブランド力を背景に商

業店舗の新設が続いています。 

一方、不動産投資マーケットでは、11 月号「第 39 回不動

産投資家調査について」にてお伝えした通り、銀座の商業店

舗の期待利回りが 3.4％と過去最低を更新し、丸の内・大手

町オフィスを初めて下回る結果となりました。 

 
【【【【③③③③    ホテルホテルホテルホテル】】】】    

 訪日外国人客数の増加を背景に、東京都だけでも 20 棟

以上のホテルが 2018 年に開業し、今後も多くの新設が計画

されています。銀座エリアに絞っても、銀座 1 丁目～8 丁目

で 2020 年までに計画されているホテルは外資の新ブランド

や国内初となる（仮称）MUJI HOTELを含め 10棟あり、それ

らの総客室数は 1,600 室強に上ります。中央区は銀座の地

区計画を変更し、一定規模以上の客室設置 

等を条件に容積率の緩和を計画しており、良 

質なホテルを誘導する方針です。2018 年訪日 

外国人数は初の 30百万人超えとなり、通年で 

は 31百万人を上回る見込みです。東京オリン 

ピックも見据え、今後もホテル客室数は増加 

が見込まれます。 

図表 3 2018 年竣工 延床面積 4 万坪超の大規模新築ビルの稼働率 

図表 4 銀座エリアで進行中の主な開発計画 

(注)延べ床面積 500 ㎡以上の開発が対象。緑地はホテルの開発計画、事業主欄の()内はホテル運営会社の名称、用途欄の数字はホテル客室数を示す。 

出所：森トラストプレスリリース(2017 年 7 月 2 日) 出所：ニュースリリース(2017 年 10 月 4 日) 

東京エディション銀座 イメージパース  AC ホテル・バイ・マリオット東京銀座 イメージパース  

出所：ニュースリリース(2018 年 10 月 3 日) 

(仮称)MUJI HOTEL イメージパース 

(東武ホテルマネジメント運営) 

№ 主な用途 開発名（仮称含む） 事業主（運営会社） 所在地 竣工時期

1 事務所、集会場、店舗 ｺﾅﾐｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ銀座 ｺﾅﾐﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ 銀座1-11-2 2019.11

2 店舗 銀座2丁目計画 安田不動産 銀座2-8-2 2019.9

3 店舗 ワカホ銀座2丁目計画 ワカ ホ 銀座2-7-10 2019.12

4 ホテル(約80室)、店舗 東京エティショ ン銀座

森トラ スト

(マリオット・イ ンターナショ ナル)

銀座2-8-15 2020

5 店舗、事務所 銀座2丁目複合ビル計画 SRC東京 銀座2-10-11 2019.1

6 店舗、ホテル

マロニエ×並木　読売銀座プロ

ジェ クト

読売新聞東京本社

(UDS)

銀座3-3-18 2019.2

7 店舗、事務所 The Ginza ウメザワ 銀座3-2-11 2018.10

8 店舗 銀座阪急ビル 阪急阪神不動産 銀座3-3-13 2020.4

9 店舗、事務所 玉屋ビル 玉屋 銀座3-5-8 2020.5

10 店舗、事務所 芝浦グループ銀座ビル 芝浦産業 銀座3-5-8 2020.5

11 店舗、事務所 中央区銀座三丁目系アック 三菱地所、松屋 銀座3-7-6 2019.11

12 住宅、店舗 銀座3丁目ビル 和エステート 銀座3-14-7 2019.3

13 店舗、事務所 中央区銀座4丁目新築工事 エーシーエヌ 銀座4-10-14 2019.11

14 ホテル(130室超) 銀座四丁目計画 京阪電鉄不動産(非開示) 銀座4-11-4 2019.1

15 店舗 銀座五丁目計画 三井不動産 銀座5-6-10 2020.3

16 店舗 銀座5丁目計画 中埜産業 銀座5-7-6 2019.4

17 ホテル(338室)、店舗 銀座5丁目ホテル計画

三井不動産

(三井不動産ホテルマネジメント)

銀座5-13-7 2019秋※

18 ホテル(98室) アゴーラ ホテル銀座

アゴーラ ・ホスピタリティ－グループ

(アゴーラ ・ホスピタリティーズ)

銀座5-14-6 2020春※

19 ホテル(167室)、店舗 銀座6丁目ホテル計画

オエノンホールディングス

(ロイ ヤルパークホテルアンドリゾーツ)

銀座6-2-10 2022秋※

20 店舗 銀座六丁目計画 NREG東芝不動産 銀座6-4-4 2019.11

21 店舗 銀座6丁目開発計画 ヒューリック 銀座6-6-9 2021

22 店舗、事務所 宗家源　吉兆庵　銀座新本店 宗家源　吉兆庵 銀座6-9-8 2019.1

23 ホテル(約200室) 銀座プロジェ クト サンケイ ビル(非開示) 銀座6-14-5 2020.2

24 ホテル(296室)

ＡＣホテル・バイ ・マリオット

東京銀座

東武鉄道

(東武ホテルマネジメント)

銀座6-14-6 2020夏※

25 ホテル(144室)

アーバンリゾートドーミーイ ン

PREMIUM銀座

ビルネット

(共立メンテナンス)

銀座6-16-9 2019.10

26 店舗 銀座七丁目計画 東急不動産 銀座7-102-27(地) 2019.3

27 店舗 銀座7丁目並木通り計画 ジャパンエステートのSPC 銀座7-5-8 2020.5

28 店舗、事務所 N  PROJECT ルイ ・ヴィトン・ジャパン 銀座7-6-1 2020.4

29 店舗 FUNDES銀座8丁目計画 東京建物 銀座8-2-16 2019.10

30 ホテル(121室)、店舗

ザロイ ヤルパークキャンパス

銀座8

ケネディクスのSPC

(ロイ ヤルパークホテルアンドリゾーツ)

銀座8-9-4 2019.3※

31 店舗、事務所、住宅 IS銀座計画 伊勢半本店 銀座8-11-13 2020.1

32 店舗、事務所 銀座8丁目計画 天國 銀座8-5-22(地) 2020.1

33 ホテル(238室)、店舗 レムプラ ス銀座

レオパレス21などのSPC

(阪急阪神ホテルズ)

銀座8-11-11 2019冬※

ビル名 竣工月 稼働率

住友不動産大崎ガーデンタワー 1月 53,889坪 (36,942坪) 100%

東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー 2月 約57,172坪 100%

msb Tamachi 田町ステーションタワーS 5月 45,405坪 (23,410坪) 100%

日本橋髙島屋三井ビルディング 6月 44,789坪 ほぼ100%

大手町プレイスイーストタワー 8月 約45,980坪 96%

出所：各社HP、記事、当社賃貸オフィスサイトを基に作成　（注）延床面積の括弧内はオフィス賃貸面積

延床面積

区計画を変更し、一定規模以上の客室設置等

を条件に容積率の緩和を計画しており、良質な

ホテルを誘導する方針です。2018 年訪日外国

人数は初の 30 百万人超えとなり、通年では 31

百万人を上回る見込みです。東京オリンピックも

見据え、今後もホテル客室数は増加が見込ま

れます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仲介事業   

事業⽤不動産業界で最⼤規模。 

信頼の仲介コンサルティングを⾏います。 

不動産鑑定   

豊富な実績と専門知識、ネットワークを

駆使した適正な不動産鑑定。 

デューデリジェンス 

お客様が保有する不動産の資産価値

を正しく評価します。 

不動産ファンド/有効活⽤   

不動産戦略を進めるお客様に、具体的

な実践・運⽤をアドバイス。 

不動産投資   

不動産・不動産ファンドへの投資によ

る、ポートフォリオ積み上げを⾏っていま

す。建物はもちろん、管理・運営⾯につ

いてもお任せいただけます。 

東洋プロパティはオフィスビルや収益⽤不動産、店舗、倉庫などを総合的に扱う事業⽤不動産会社として 50 年以上の経験と

実績を積み重ねてきました。多様化するニーズに対応したさまざまな情報サービスを提供し、お客様の経営課題解決に向け最

大限のサポートをお約束します。 

http://toyopro.co.jp/  

■本社 
〒105-0001 東京都港区⻁ノ門 1-1-28 

東洋プロパティ⻁ノ門ビル 

℡  03-3504-2246 
 

■⼤阪本社 
〒541-0044 ⼤阪府⼤阪市中央区伏⾒町 4-4-9 

淀屋橋東洋ビル 

℡  06-6228-6685   
 

■京都営業部     

〒600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東⼊ 

⻑⼑鉾町 10  京都ダイヤビル 

℡  075-222-2471 
 

■神⼾営業部   

〒650-0037 兵庫県神⼾市中央区明⽯町 48 

 神⼾ダイヤモンドビル 

℡  078-393-8530 
 

■九州営業部   

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-12-7 

福岡ダイヤモンドビル 

℡  092-735-1040 

４４４４．．．．    当社当社当社当社トピックストピックストピックストピックス    

    当社は、東京・大阪の都心部中心に賃貸不動産を所有し

ています。本年度は 4 件の不動産を取得しました。今回、そ

のなかから仙台市と福岡市で取得した物件についてご紹介

いたします。 

（１） 7 月に当社と同じ三菱 UFJ 銀行緊密会社である千歳 

興産と共同で「宮城第一信用金庫本店ビル」等を取得

しました。東北地方最大のターミナル駅である JR 仙台

駅から徒歩 5 分に立地しています。仙台市のオフィス

市場は、11 月の空室率が 4.55％と前回ボトム比▲

3.79％と大幅に改善しています。立地のポテンシャルを

最大限に活かす新たなオフィスビルの開発を計画して

います（図表 5）。 

（２） 12 月には福岡市内に新築マンション「六本松ビューア 

パートメント」を取得しました。地下鉄六本松駅より徒歩

3 分、九州大学キャンパス跡地を再開発した六本松

421 に近く、バルコニーから大濠公園が眺望できる立

地です。2017 年 10 月の九州営業部開設以来、九州で

初めての不動産取得となっています（図表 6）。 

 

図表 5．取得物件 宮城第一信用金庫本店ビル他 2 棟 

物件写真 

 【物件概要】                              【計画概要(予定)】 

名     称 宮城第一信用金庫本店ビル他 2 棟       構造・規模 鉄骨 8～10Ｆ 

住     所 仙台市青葉区中央三丁目 5 番 17 号、20 号 延床面積  約 9,000 ㎡～10,000 ㎡ 

交     通 「JR 仙台」駅 徒歩 5 分         竣工予定  2021 年夏 

土 地 面 積 1,233.24 ㎡ 

  【物件概要】 

名     称  六本松ビューアパートメント 

住     所  福岡市中央区六本松 2-4-19 

交     通  「地下鉄六本松」駅 徒歩 3 分 

土 地 面 積  499.04 ㎡ 

延 床 面 積  2,577.42 ㎡ 

竣 工 年 月  2018 年 11 月 

構 造・規 模  鉄筋コンクリート造 地上 14 階建 

戸     数  専有面積 50 ㎡強の 39 戸 

物件写真 図表 6．取得物件 六本松新築マンション 

本物件 

仙台三菱ビル 物件位置図物件位置図物件位置図物件位置図    


