
○賃料、共益費等には別途消費税等がかかります。

○専用部分清掃及び水道光熱費については、別途ご負担いただきます。

【新規掲載物件】

https://www.t-build.com/ お問合せ： t-build@tkk.tokyu.co.jp

○敷金は無利子にてお預かりし、解約時に返還させていただきます。(一部除く）

ホームページ:

東急㈱オフィスリーシングセンター ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 2023年 3月号

＜お問合せ＞

東急㈱オフィスリーシングセンター

亀田 TEL：070-4087-8206

1992年9月（新耐震） Idemitsu Ikejiri Bldg.

渋谷から１駅の池尻大橋駅 徒歩１分。玉川通り(国道 246号)に面し、近隣には飲食店、銀行(ATM)、コンビニがあり好立地なビルです。

【アクセス】

東急田園都市線 池尻大橋駅徒歩１分 (東口前)

【平面図】

住 所 東京都目黒区東山3丁目15-1 基 準 階 208.63㎡（63.11坪）

竣 工 1992年9月（新耐震） 天 井 高 2,440mm

敷 地 面 積 375.07㎡ 床 荷 重 300kg/㎡

構 造 鉄骨 鉄筋 コンクリート造 (３階以上鉄骨＋ＡＬＣ外壁) 床 仕 様 OA床 50mm

規 模 地上8階建 ト イ レ 男女1箇所づつ/フロア

延 床 面 積 1,563.49㎡ 給 湯 室 1箇所/フロア

設 計 監 理 株式会社奥村組 通 信 イ ン フ ラ 光ケーブル敷設済

施 工 株式会社奥村組 空 調 設 備 個別空調

開 閉 館 時 間 8:00～19:00（24時間入退館可） セ キ ュ リ テ ィ 非接触式ICカード

管 理 形 態 巡回警備 駐 車 場 なし

エ レ ベ ー タ ー 1基

貸 主 東急株式会社

■物件概要 ■設備特徴

新規 6階 事務所 定借※ 即入居可

                                                  ※定借満了：2026年6月末まで

208.63㎡（63.11坪）

■募集概要

変更 階数 用途
契約

形態
面積（㎡/坪） 入居時期

共 益 費 賃料に含む

敷                           金 賃料の12ヶ月
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○賃料、共益費等には別途消費税等がかかります。

○専用部分清掃及び水道光熱費については、別途ご負担いただきます。https://www.t-build.com/ お問合せ： t-build@tkk.tokyu.co.jp

○敷金は無利子にてお預かりし、解約時に返還させていただきます。(一部除く）

ホームページ:

東急㈱オフィスリーシングセンター ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 2023年 3月号

【募集物件】

＜お問合せ＞

東急㈱オフィスリーシングセンター

福島 TEL：080-2587-3937

1988年8月（新耐震） Gotoh Educational Corporation Bldg.

オフィスビルの多いエリアで、渋谷駅から徒歩５分。

銀行や郵便局も至近距離にあり、コンビニや飲食店も多く、大変便利な立地環境です。

【アクセス】

・東急東横線、田園都市線、ＪＲ山手線、埼京線、

東京メトロ銀座線、半蔵門線、副都心線 渋谷駅徒歩５分

・京王井の頭線 渋谷駅徒歩2分

【平面図】

※路面に面した区画です

360度VR画像

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目10-7 空調設備 個別設定可能空調（セントラル方式） 変更 階数 用途 契約形態 入居時期

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 床荷重 400Kg/㎡ B2階 事務所・店舗 定期 即入居可

規模 地上8階、地下3階   開閉時間 8:00～18:00（平日・土曜日） 【備考】

敷地 740.09㎡（223.87坪） エレベーター 3基

延床面積 8,828.98㎡（2,670.77坪） 駐車場 あり（機械式38台）※現在空きなし

竣工年  1988年8月（新耐震）

施工 東急建設株式会社

貸主（転貸人） 学校法人五島育英会

賃料に含む

69.78㎡（21.10坪）

賃        　 　　   　　         料

敷　　　　　　　　　　  金 賃料の12ヵ月

　　　　※B2階の賃貸区画は路面に面しています。

応相談

<B2階> 天井高：2,470㎜、OA床：95㎜、電気容量：45VA/㎡

■建物概要 ■設備詳細

面積（㎡/坪）

共 益 費

■募集概要

設計監理
株式会社東急設計コンサルタント

東急建設株式会社
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○賃料、共益費等には別途消費税等がかかります。

○専用部分清掃及び水道光熱費については、別途ご負担いただきます。https://www.t-build.com/ お問合せ： t-build@tkk.tokyu.co.jp

○敷金は無利子にてお預かりし、解約時に返還させていただきます。(一部除く）

ホームページ:

東急㈱オフィスリーシングセンター ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 2023年 3月号

【募集物件】

＜お問合せ＞

東急㈱オフィスリーシングセンター

西山 TEL：080-2587-4730

1993年6月竣工（新耐震）

全面ガラス張りによる視認性に優れるビル。東急目黒線「不動前駅」徒歩3分。

山手通り沿いで目黒駅・五反田駅も徒歩圏内です。

NISHIGOTANDA PLACE

【平面図】

＜アクセス＞東急目黒線「不動前駅」徒歩3分

360度VR画像

条件キャンペーン改定！ ※詳細は担当宛まで

所在地（住居表示） 東京都品川区西五反田３丁目12ｰ14 空調設備 個別空調 変更 階数 用途 契約形態 入居時期

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 天井高 2階 2,550㎜　 2階 事務所 定期 即入居可

規模 地下2階地上8階建 床仕様 2階 OA床50㎜

敷地 361.00㎡ 床荷重 300kg/㎡

延床面積 1,967.42㎡ 電気容量 57VA/㎡（コンセント） 応相談

竣工年 1993 年6月（新耐震） 平日・土曜　8:00～20:00

設計監理 株式会社横河建築設計事務所 （従業員24時間入退館可）

施工 株式会社フジタ エレベーター 乗用1基（機械警備不停止機能）

貸主（転貸人） 東急株式会社 駐車場 なし

【備考】　LED照明・OA床設置済

賃      　　　　 　　         料

正面入口開閉時間
敷 金 賃料の10ヵ月

共 益 費 賃料に含む

■建物概要 ■設備詳細 ■募集概要

面積（㎡/坪）

207.53㎡（62.77坪）
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○賃料、共益費等には別途消費税等がかかります。

○専用部分清掃及び水道光熱費については、別途ご負担いただきます。https://www.t-build.com/ お問合せ： t-build@tkk.tokyu.co.jp

○敷金は無利子にてお預かりし、解約時に返還させていただきます。(一部除く）

ホームページ:

東急㈱オフィスリーシングセンター ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 2023年 3月号

【募集物件】

2階(北区画) 定借 416.62㎡ (126.03坪)

賃　　　　　　料 応相談

入　　 居　　 時　　 期 即入居可

事務所

敷　　　　　　金 賃料の１０ヵ月

共　　　益　　　費 賃料に含む

■募集概要

変更 階数 用途 契約形態
面積

（㎡/坪）

＜お問合せ＞

東急㈱オフィスリーシングセンター

岩井 TEL：080-2587-4299

2002年3月竣工 JR Tokyu Meguro Building1990年竣工（新耐震） Tokyu Togoshi Bldg.

【アクセス】

・都営浅草線 戸越駅より 徒歩３分

・東急池上線 戸越銀座駅より 徒歩５分

都営浅草線「五反田駅」から１駅２分の「戸越駅」徒歩３分。

東急池上線「戸越銀座」駅から徒歩５分。戸越銀座商店街は庶民的で人気です。

【平面図】

360度VR画像

所在地（住居表示） 東京都品川区戸越一丁目７番１号

構造 鉄骨鉄筋コンクリート（ＳＲＣ）

規模 地上8階　地下1階

延床面積 8891.16㎡

竣工年 1990年（新耐震）

  開閉館時間 （平日）8:00～19:00

エレベーター 乗用2基　人荷用1基

設計監理 鹿島建設株式会社

施工 鹿島建設株式会社

貸主 東急株式会社

■建物概要

空調設備 セントラル空調方式

天井高 2,550㎜

床仕様 OA床 50㎜

電気容量 45VA/㎡（コンセント）

セキュリティー キープールシステム

駐車場 空き台数７台 ※要相談

  照明   LED照明

■設備詳細
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○賃料、共益費等には別途消費税等がかかります。

○専用部分清掃及び水道光熱費については、別途ご負担いただきます。https://www.t-build.com/ お問合せ： t-build@tkk.tokyu.co.jp

○敷金は無利子にてお預かりし、解約時に返還させていただきます。(一部除く）

ホームページ:

東急㈱オフィスリーシングセンター ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 2023年 3月号

【募集物件】

　　虎ノ門駅から徒歩3分。2022年7月、増築によりスケールアップしました。

＜お問合せ＞

東急㈱オフィスリーシングセンター

小笠原 TEL：080-1008-9993・長谷 TEL：080-2332-4120

2002年3月竣工 JR Tokyu Meguro Building2010年竣工 【2022年 増築竣工】

【アクセス】

日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅から徒歩1分 銀座線「虎ノ門」駅から徒歩3分

千代田線「霞ヶ関」駅から徒歩6分 丸ノ内線「霞ヶ関」駅から徒歩9分

三田線「内幸町」駅から徒歩8分

【備考】※分割応相談

Tokyu Toranomon Bldg. 

360度VR画像

所在地（住居表示） 東京都港区虎ノ門１－２１－１９ 空調設備 個別空調

構造 鉄骨造 天井高 2,800㎜

規模 地上10階 床仕様・床荷重 OA床100㎜・床荷重300kg/㎡ 

敷地 2,021.89㎡ 電気容量 60VA/㎡（コンセント）

延床面積 14,640.55㎡ セキュリティ 非接触ICカード式

竣工年 2010年4月（2022年増築） エレベーター 乗用4基、乗用兼人荷用1基

設計監理 株式会社東急設計コンサルタント 駐車場 あり（機械式36台）　※要確認

施工 東急建設株式会社

貸主 東急リアル・エステート投資法人

■建物概要 ■設備詳細

変更 階数 用途 賃料 敷金 共益費 契約形態 面積 入居可能日

申込 9階Ⓐ 事務所 応相談 12 賃料に含む 定借 694.82㎡（210.18坪） 2023年4月1日(予定)

9階Ⓑ 事務所 応相談 12 賃料に含む 定借 492.36㎡（148.93坪） 2023年4月1日(予定)

8階Ⓐ 事務所 応相談 12 賃料に含む 定借 694.82㎡（210.18坪） 即入居可

2階Ⓐ 事務所 応相談 12 賃料に含む 定借 694.82㎡（210.18坪） 即入居可

■募集概要
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○賃料、共益費等には別途消費税等がかかります。

○専用部分清掃及び水道光熱費については、別途ご負担いただきます。https://www.t-build.com/ お問合せ： t-build@tkk.tokyu.co.jp

○敷金は無利子にてお預かりし、解約時に返還させていただきます。(一部除く）

ホームページ:

東急㈱オフィスリーシングセンター ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 2023年 3月号

【募集物件】

＜お問合せ＞

東急㈱オフィスリーシングセンター

亀田 TEL：070-4087-8206

2002年3月竣工 JR Tokyu Meguro Building1995年竣工 Meguro Higashiyama Bldg.

【アクセス】

東京メトロ日比谷線、

東急東横線「中目黒」駅より徒歩6分

【平面図】

中目黒駅から徒歩６分。山手通りに面した、重厚感溢れるデザインのビルです。

所在地 　東京都目黒区東山1丁目4番4号

構造 　鉄骨鉄筋コンクリート造

規模 　地上8階・塔屋1階

敷地 　1,572.38㎡

延床面積 　8,540.29㎡

竣工年 　1995/3/1

設計監理 　株式会社梓設計

施工 　三井建設株式会社

貸主 　東急リアル・エステート投資法人

■建物概要

360度VR画像

空調設備 個別空調

天井高 2,515㎜

床仕様 OA床70㎜

床荷重 300Kg/㎡

電気容量 25KVA

正面入口開閉時間 6:00～21:00（平日・土曜日・日曜日）

エレベーター 3基

駐車場 あり（機械式68台）

■設備詳細

※画像は募集区画とは異なります。

変更 階数 用途 契約形態 入居時期

申込 6階(分割) 事務所 定借 2023年4月1日(予定)457.43㎡（138.37坪）

            共　　　益　  　費

【備考】居抜き相談可

面積（㎡/坪）

■募集概要

            賃 　　　　　　 料

            敷　        　　    金

応相談

賃料の12ヵ月

賃料に含む

mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
http://www.t-build.com/
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
http://www.t-build.com/
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp
http://www.t-build.com/
mailto:t-build@tkk.tokyu.co.jp


○賃料、共益費等には別途消費税等がかかります。

○専用部分清掃及び水道光熱費については、別途ご負担いただきます。https://www.t-build.com/ お問合せ： t-build@tkk.tokyu.co.jp

○敷金は無利子にてお預かりし、解約時に返還させていただきます。(一部除く）

ホームページ:

東急㈱オフィスリーシングセンター ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 2023年 3月号

【募集物件】

所在地（住居表示） 東京都町田市南町田五丁目２－1 空調設備 個別空調

構造 鉄骨構造 天井高 2,600㎜

規模 地上７階塔屋１階建 床仕様 OA床 100㎜

敷地 8129.37㎡ 床荷重 300kg/㎡

延床面積 17379.2㎡ 電気容量 45VA/㎡（コンセント）

竣工年 1991年（新耐震） セキュリティー 非接触式ICカード

エレベーター 乗用3基・人荷用1基 駐車場 空き台数４台※要相談

設計監理 松田平田設計

施工 佐藤工業株式会社

貸主 東急株式会社

■建物概要 ■設備詳細

＜お問合せ＞

東急㈱オフィスリーシングセンター

福島 TEL：080-2587-3937

2002年3月竣工 JR Tokyu Meguro Building1991年竣工（新耐震） Minamimachida 5chome Bldg.

【アクセス】

東急線田園都市線

南町田グランベリーパーク駅 徒歩６分

幹線道路沿いでカーアクセスも良好。郊外エリアでは希少な600坪超のビッグプレートの物件です。

2019年グランベリーパーク開業に伴って急行停車駅に！

【平面図】

360度VR画像

★ 310坪でのお申込みについて、キャンペーン実施中！

※分割時

2階(西区画) 定借 1027.88㎡(310.93坪)

パターン②

(北側)

２階Ⓐ区画

２階Ⓑ区画

490.44㎡（148.36坪）

516.22㎡（156.16坪）

※分割パターン

パターン①

(南側)

入　　居　　時　　期

共 益 費 賃料に含む

2023年4月1日(予定)

分割の場合：応相談※

事務所

賃                           料 応相談

敷                           金 賃料の10ヵ月

■募集概要

変更 階数 用途 契約形態
面積

（㎡/坪）

※ご契約を頂いた後の分割工事発注となるため、引渡時期は協議のなかでご相談となります
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○賃料、共益費等には別途消費税等がかかります。

○専用部分清掃及び水道光熱費については、別途ご負担いただきます。https://www.t-build.com/ お問合せ： t-build@tkk.tokyu.co.jp

○敷金は無利子にてお預かりし、解約時に返還させていただきます。(一部除く）

ホームページ:

東急㈱オフィスリーシングセンター ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 2023年 3月号

【募集物件】

＜お問合せ＞

東急㈱オフィスリーシングセンター

小笠原 TEL：080-1008-9993

1975年7月竣工 Shibuya Serumo Bldg.

【アクセス】

東急東横線、田園都市線、ＪＲ山手線、埼京線、東京メトロ銀座線、

半蔵門線、副都心線 「渋谷駅」徒歩約４分

渋谷駅徒歩４分。明治通り沿い、宮下公園至近の店舗区画です。
【平面図】1階内観（耐震補強工事前※）

B1階内観（耐震補強工事前）

住 所 東京都渋谷区渋谷一丁目15-22 天 井 高 備考欄参照 変更 階数 用途 契約形態 入居時期（予定）

竣 工 1975年7月（耐震工事予定） 床 荷 重 290kg/㎡（想定）

敷 地 面 積 76.00㎡ Ｏ Ａ フ ロ ア なし

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根 通 信 イ ン フ ラ 光引込回線あり

規 模 地上5階　地下1階 空 調 設 備 個別空調

延 床 面 積 371.63㎡ セ キ ュ リ テ ィ シリンダ錠

設 計 監 理 （株）環境計画研究所（新築時）、京王建設（株）（耐震補強工事） 駐 車 場 なし

施 工 （新築時不明）、京王建設（株）（耐震補強工事予定）

管 理 形 態 巡回

エ レ ベ ー タ ー 使用不可

貸 主 東急株式会社

【備考】

※耐震補強ブレース設置により出入口サッシライン及び賃貸面積について減となる可能性があります。

※耐震補強工事完了後の引渡予定。耐震補強ブレースにより、出入口間口が約１ｍ幅となります。

天井高：（1階）2,700㎜（B1階）2,480㎜(一部2,580㎜、2,330㎜)

引渡し：現状有姿　定借期限：2026年6月末日（予定）

B1階：トイレ（男女供用）、水道使用可（ガスなし）

応相談

賃料に含む

賃料の10ヶ月分敷 金

共 益 費

賃 料

■物件概要 ■設備特徴 ■募集概要

2023年8月(予定) ※
1階・B1階

セット
店舗 定期 89.32㎡（27.02坪) ※

面積（㎡/坪）
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○賃料、共益費等には別途消費税等がかかります。

○専用部分清掃及び水道光熱費については、別途ご負担いただきます。https://www.t-build.com/ お問合せ： t-build@tkk.tokyu.co.jp

○敷金は無利子にてお預かりし、解約時に返還させていただきます。(一部除く）

ホームページ:

東急㈱オフィスリーシングセンター ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 2023年 3月号

【募集物件】

地区 物　件　名 竣工 階数 変更 募集面積 敷金 月額賃料 共益費 時間内 入居日 備  考
坪 月数 円／坪 円／坪 空調費 （予定）

有
渋谷区 CONZE恵比寿 東京都渋谷区恵比寿南二丁目 3 番 14 号 2004/3 8F/B1F 申込 7・8F 100.15 店 定 12 応相談 4,000 実費 即入居可 無 東急プロパティマネジメント(株)

     東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩約 2 分 ※メゾネット ※居抜きの場合 REIT PMグループ

  JR 山手線・JR 埼京線 恵比寿駅 徒歩約 3 分 芹澤

070-4064-3337

※（貸主）東急リアル・エステート投資法人

横浜市 新横浜SRビル 神奈川県横浜市港北区新横浜３－６－１ 1989/3 9F/B1F 9FA・B 77.50 事 普 10 13,500 3,600 実費 即入居可 無 東急プロパティマネジメント(株)

　　JR横浜線・東海道新幹線・横浜市営地下鉄 総合PMグループ

 　新横浜駅 徒歩１分 中村

080-6620-9673

※（貸主）有限会社石川リアルエステート

Jプロポートサイドビル 神奈川県横浜市神奈川区栄町10番35 2001/1 5F/B1F 新規 １F103区画 69.92 事・店 定 12 応相談 賃料に含む 実費 即入居可 有 天井高：2,700㎜　OA床：50㎜ 東急プロパティマネジメント(株)

    京急　神奈川駅 徒歩7分 床荷重： 500kg/㎡　コンセント容量：50VA/㎡ 総合PMグループ

JR東海道線､JR京浜東北線､東急東横線､京浜急行線 ※窓口・医療系は不可　※倉庫あり(4.68坪/倉庫番号４) 小林

横浜駅 徒歩10分 ※定借２年　※事務所仕様に現状回復 070-4064-4431

相鉄・市営地下鉄   横浜駅 徒歩12分

★3月28日(火) 10～18時 内覧会実施！ ※（貸主）JR西日本プロパティーズ株式会社

品川区 目黒西口駅前ビル 東京都品川区上大崎二丁目631番15 1967 3F/B1F 2F 20.17 店 定 6 応相談 2,500 実費 即入居可 無 東急プロパティマネジメント(株)

　東急目黒線、都営三田線、東京メトロ南北線、ＪＲ山手線 総合PMグループ

 　目黒駅 徒歩１分　 原

070-8833-2460

※（貸主）東急株式会社

【募集委託物件】

地区 物　件　名 竣工 階数 変更 募集面積 敷金 月額賃料 共益費 時間内 入居日 備  考

坪 月数 円／坪 円／坪 空調費 （予定）

渋谷区 青山オーバルビル 東京都渋谷区神宮前 5-52-2 1988/10 16F/B2F 1F 105 30.44 店 定 12 応相談 賃料に含む 実費 即入居可 有 ■既設概要　電気：あり　水道：あり　ガス：あり 株式会社セイビ・プロパティ・ マネジメント 

　東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線 ■引渡し：一部店舗造作あり（引渡し条件は応相談） 　担当：武田

　表参道駅 徒歩4分 ■業種応相談 03-6231-0136

※（貸主）東急株式会社

藤和宮益坂ビル 東京都渋谷区渋谷1丁目14番9号 1988/2 10F/B1F ５F 31.28 事 定 12 応相談 賃料に含む 実費 即入居可 無 株式会社エム・エス・ビルサポート

　東京メトロ半蔵門線・銀座線、東急東横線・ 担当：太田

　田園都市線　渋谷駅B3出口 徒歩1分 03-3564-5615

　ＪＲ山手線・埼京線　

渋谷駅宮益坂口 徒歩2分 ※（貸主）東急株式会社

SKロイヤルビル 東京都渋谷区道玄坂二丁目29番6号 1989/12 9F/B1F 1,2F 26.02 事・店 定 10 応相談 賃料に含む 実費 即入居可 無 株式会社

ＪＲ山手線 スペーストラスト
渋谷駅徒歩3分 渋谷営業課

京王井の頭線 渡邊
渋谷駅徒歩1分 03-3496-3331

※（貸主）東急株式会社

横浜市 クイーンズタワーＢ棟・Ｃ棟 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３－５ 1997/6 Ｂ棟 B-8F 279.57 事 普 12 応相談 7,000 込 2023年4月 有 天井高 2,730㎜  、フリーアクセス 70㎜ 住商ビルマネージメント㈱

横浜高速鉄道みなとみらい線 28F/B5F C-12F 54.87 事 普 12 応相談 7,000 込 2023年5月1日 電気容量 70VA/㎡(ｺﾝｾﾝﾄ＋照明)、ｾﾝﾄﾗﾙ空調 吉田・石川・井上

みなとみらい駅直結 C棟 新規 C-12F 54.87 事 普 12 応相談 7,000 込 2023年9月1日 045-682-4981

JR根岸線、市営地下鉄線　桜木町駅 徒歩10分 21F/B5F

※（貸主）合同会社TRY90 

お問合せ先・担当

※（貸主）

お問合せ先・担当
※（貸主）

※9階（A･B）分割応相談、面積指定（42.64坪、34.86坪）

・用途：事務所、クリニック・窓口事務所使用可

・手数料：賃料の1ヵ月

・償却：１年以内で解約した場合１０％有

居抜き応相談

スケルトン時天井高さ：7F3,900mm、8F3,530mm

※対象外業種

物販・医療系・学習塾（子供向け）、 現入居テナント同業種等

※詳細は担当へお問い合わせください

※内装監理費あり

駐

車

場

所  在  地

最  寄  駅

募集条件

募集

ﾌﾛｱ

用

途

契

約

所  在  地
最  寄  駅

募集条件

募集
ﾌﾛｱ

※定借3年

※電気・水道料金別途

※EV：有　AC：無　WC：無

※スケルトン渡し、居抜き相談可

※サービス店舗相談可

　　→詳細は担当へお問合せください

■天井高：2,575㎜　■空調：個別空調

■配線方法：2WAYフロアダクト

■通信：光ケーブルMDFまで引込済

■セキュリティ：機械警備・EV不停止機能有

※契約期間：2024年9月末まで

用
途

※居抜き不可

※飲食店不可

※OA床なし

※HP(t-build)未掲載の為、詳細は担当へお問い合せください。

契
約

駐
車
場
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