
全国区の不動産ソリューション ―投資・事業用不動産特集―

https://livable.co.jp/solution/
全国の投資用・事業用不動産専門サイト国土交通大臣（11）第2611号　（一社）不動産協会会員　（一社）不動産流通経営協会会員　（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

〒100-7033 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー 33階　TEL.03-5293-1110（代表）

TEL.03-5293-1124　FAX.03-5219-1827　営業時間:9:00〜17:30　定休日:土日祝日

●広告有効期限/平成31年2月28日
【備考】 ●（税込）は、「物件価格」に消費税等額が含まれています。●「想定年収」は現在契約中、募集中の賃料または周辺の家賃相場より算出した満室想定時の1ヶ月の賃料収入×12 ヶ月で算出。将来の家賃収入を保証するものではなく、公租公課その他必要経費控除前のものです。●「想定利回り」は、「想定年収」÷「物件価格」で算出したも
ので、それを保証するものではありません。●「稼働状況」は、「賃貸中建物面積」÷「賃貸可能建物面積」で算出したもので、それを保証するものではありません。●略字凡例・・・ 「構造・規模」について、RC/鉄筋コンクリート、SRC/鉄骨鉄筋コンクリート、S/鉄骨、「間取り」について、K/キッチン、1R/ワンルーム、S/サービスルーム、N/納戸、
WIC/ウォークインクロゼット、SIC/シューズインクローゼット ●掲載の写真については、お客様のプライバシ―を保護するため、看板の表示内容などを削除している場合があります。●物件情報と現況が相違する場合は現況を優先させていただきます。予めご了承ください。●稼働中物件については、オーナーチェンジにつき現賃貸借契約引継
ぎが条件です。●成約に際し仲介手数料（消費税等額を含む）を別途申し受けます。●平成31年1月23日現在の物件情報のため成約済みの場合もございます。●お問い合わせにつきましては、各表下の連絡先までお願い致します。

事業用不動産コスト診断サービス
無 料 受 付 中

詳細は▶https://livable.co.jp/solution/cost

不動産の売却をお考えなら
東急リバブルの「企業不動産一括引取りサービス」をご検討ください。
東急リバブル自ら買主となり、対象不動産をまとめて購入することが可能です。詳しくは03-5293-1124まで

【所在地】東京都世田谷区
　　　　池尻4丁目

【交通】東急田園都市線
　　　池尻大橋駅
　　　徒歩9分
　　　京王井の頭線
　　　駒場東大前駅
　　　徒歩10分

【敷地面積】205.28㎡
【建物面積】403.14㎡
【建築年月】昭和60年12月
【構造・規模】RC造 陸屋根
　　　　　地下1階付 3階建

【間取り】事務所×2、2LDK×1、1LDK×2、1R×2　【稼働状況】稼働率100%　
【特記事項】想定年収に駐車場代等を含む　 　【取引態様】媒介

39

1,600万円 5.00%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 世田谷区池尻

3億2,000万円（税込）

投資営業第一部（A）　TEL.03-5293-1128

平成30年
6月撮影

【所在地】東京都文京区湯島2丁目
【交通】JR総武・中央緩行線
　　　御茶ノ水駅 徒歩6分

【敷地面積】106.97㎡
【建物面積】570.15㎡
【建築年月】平成30年3月
【構造・規模】S造 陸屋根 9階建
【間取り】事務所×1、1K×14
【稼働状況】空き
【取引態様】媒介

24

2,620万円 4.26%
想定利回り想定年収

新築1棟売マンション物件
番号 文京区湯島

6億1,500万円（税込）

法人営業第三部（B）　TEL.03-5293-1880

平成30年
5月撮影

【所在地】東京都千代田区
　　　　飯田橋4丁目

【交通】東京メトロ東西線
　　　飯田橋駅 徒歩3分
　　　JR総武・中央緩行線
　　　飯田橋駅 徒歩5分

【敷地面積】110.17㎡
【建物面積】259.51㎡
【建築年月】平成30年7月
【構造・規模】S造 合金メッキ鋼板ぶき
　　　　　3階建

【間取り】店舗×5、事務所×1
【稼働状況】稼働率64.75%
【取引態様】媒介

35

1,784万円 4.17%
想定利回り想定年収

新築1棟売ビル物件
番号 千代田区飯田橋

4億2,682万円（税込）

投資営業第二部（A）　TEL.03-5293-1870

平成30年
7月撮影

【所在地】東京都三鷹市新川3丁目
【交通】JR中央本線 三鷹駅よりバス乗車12分、南新川停 下車徒歩4分
【敷地面積】632.45㎡　　　　　　　　【地目】宅地
【用途地域】第1種中高層住居専用地域　【建ぺい率】60%
【容積率】200%　　　　　　　　　　【取引態様】媒介

46

事業用地

売土地物件
番号 三鷹市新川

2億4,000万円

広域営業グループ　TEL.03-5293-1862

平成30年
4月撮影

【所在地】東京都大田区
　　　　鵜の木1丁目

【交通】東急多摩川線
　　　鵜の木駅 徒歩3分
　　　下丸子駅 徒歩6分

【敷地面積】508.84㎡
【建物面積】1,162.86㎡
【建築年月】平成26年5月
【構造・規模】RC造 陸屋根
　　　　　5階建

【間取り】2LDK×2
　　　　1K×33

【稼働状況】稼働率97.30%
【特記事項】敷地面積にセットバック部分（12.93㎡）を含む、想定年収に駐
車場代等を含む　　　　　　　　　　　　　　【取引態様】媒介

11

3,940万円 4.36%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 大田区鵜の木

9億286万円（税込）

投資営業第二部　TEL.03-5293-1870

平成29年
5月撮影

【所在地】福岡県福岡市
　　　　南区那の川2丁目

【交通】西鉄天神大牟田線
　　　西鉄平尾駅 徒歩6分

【敷地面積】468.57㎡
【建物面積】1,661.32㎡
【建築年月】平成6年12月
【構造・規模】RC造 スレート葺 10階建
【間取り】3LDK×1、2LDK×1、1DK×40
【稼働状況】稼働率97.76%
【特記事項】想定年収に駐車場代を含む
【取引態様】媒介

21

3,501万円 5.37%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 福岡市南区

6億5,102万円（税込）

投資営業第二部（B）　TEL.03-6895-0942

平成30年
3月撮影

【所在地】東京都大田区
　　　　南馬込1丁目

【交通】都営浅草線
　　　西馬込駅 徒歩8分

【敷地面積】608.11㎡
【建物面積】888.73㎡
【建築年月】平成30年5月
【構造・規模】RC造 3階建
【間取り】1K×29
【稼働状況】空き
【取引態様】媒介

18

3,616万円 5.05%
想定利回り想定年収

新築1棟売マンション物件
番号 大田区南馬込

7億1,500万円（税込）

法人営業第三部（B）　TEL.03-5293-1880

平成30年
12月撮影

【所在地】東京都世田谷区
　　　　上北沢4丁目

【交通】京王線
　　　上北沢駅 徒歩5分
　　　桜上水駅 徒歩7分

【敷地面積】763.44㎡
【建物面積】1,200.39㎡ 
【建築年月】平成4年1月
【構造・規模】RC造 陸屋根
　　　　　5階建

【間取り】2LDK×1
　　　　1LDK×8、1R×27

【稼働状況】稼働率93.63%
【特記事項】敷地面積にセットバック部分

（約3.9㎡）を含む、想定年収に駐車場代等を含む、都市計画道路あり（事業決定）　【取引態様】媒介

20

3,905万円 5.60%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 世田谷区上北沢

6億9,698万円（税込）

投資営業第二部（B）　TEL.03-6895-0942

平成30年
7月撮影

【所在地】東京都渋谷区
　　　　神宮前3丁目

【交通】東京メトロ銀座線
　　　外苑前駅 徒歩9分
　　　東京メトロ千代田線
　　　明治神宮前駅 徒歩10分

【敷地面積】343.99㎡
【建物面積】802.26㎡
【建築年月】平成15年10月
【構造・規模】RC造 陸屋根
　　　　　地下1階付 3階建

【間取り】メゾネットタイプ×7
【稼働状況】稼働率100%
【特記事項】想定年収に駐車場代を含む
【取引態様】媒介

02

4,200万円 3.36%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 渋谷区神宮前

12億5,000万円

投資営業第二部（A）　TEL.03-5293-1870

平成30年
8月撮影

【所在地】東京都港区赤坂2丁目
【交通】東京メトロ千代田線
　　　赤坂駅 徒歩3分
　　　東京メトロ銀座線
　　　溜池山王駅 徒歩4分

【敷地面積】122.43㎡
【建物面積】593.37㎡
【建築年月】昭和43年2月
【構造・規模】RC造 陸屋根
　　　　　地下1階付 5階建

【間取り】店舗×4、3DK×3
　　　　1DK×2

【稼働状況】稼働率22.22%
【取引態様】媒介

12

事業用物件

1棟売ビル物件
番号 港区赤坂

8億8,000万円（税込）

法人営業第二部（A）　TEL.03-5293-1963

平成30年
11月撮影

【所在地】東京都渋谷区神泉町
【交通】京王井の頭線
　　　神泉駅 徒歩2分
　　　東京メトロ半蔵門線
　　　渋谷駅 徒歩10分

【敷地面積】182.75㎡
【建物面積】259.3㎡
【建築年月】平成30年10月
【構造・規模】RC造 陸屋根 4階建
【間取り】1LDK×2、1K×4、1R×6
【稼働状況】空き
【特記事項】敷地面積のほかに私道
負担（約21㎡）を含む、想定年収に
駐輪場代等を含む

【取引態様】媒介

32

1,886万円 3.69%
想定利回り想定年収

新築1棟売マンション物件
番号 渋谷区神泉町

5億1,000万円（税込）

東アジア営業グループ　TEL.03-6895-0149

平成30年
11月撮影

【所在地】東京都新宿区河田町
【交通】都営大江戸線
　　　若松河田駅 徒歩5分
　　　都営新宿線
　　　曙橋駅 徒歩9分

【敷地面積】379.6㎡
【建物面積】542.68㎡
【建築年月】平成元年4月
【構造・規模】RC造 陸屋根 4階建
【間取り】1R×27
【稼働状況】空き
【特記事項】敷地面積に
　　　　　セットバック部分
　　　　　（約6.18㎡）を含む

【取引態様】媒介

23

2,830万円 4.57%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 新宿区河田町

6億1,800万円（税込）

プライベート・ウェルス・アドバイザリー　TEL.03-6895-0135

平成31年
1月撮影

【所在地】東京都渋谷区
　　　　神宮前5丁目

【交通】東京メトロ千代田線
　　　明治神宮前駅 徒歩8分
　　　表参道駅 徒歩10分

【敷地面積】193.8㎡
【建物面積】220.39㎡
【建築年月】昭和60年7月
【構造・規模】RC造 陸屋根 3階建
【間取り】３LDK
【稼働状況】空き
【特記事項】敷地面積に私道負担
　　　　　（0.35㎡）を含む

【取引態様】媒介

33

居住用物件

売戸建物件
番号 渋谷区神宮前

4億5,000万円（税込）

法人営業第一部（C）　TEL.03-5293-1108

平成30年
12月撮影

【所在地】東京都渋谷区
　　　　代々木3丁目

【交通】JR山手線
　　　新宿駅 徒歩7分
　　　代々木駅 徒歩10分

【敷地面積】314.63㎡
【建物面積】731.26㎡
【建築年月】平成31年2月
　　　　　竣工予定

【構造・規模】壁式RC造
　　　　　地下1階付 4階建

【間取り】1LDK×7、1R×13
【特記事項】敷地面積に私道負担部分（約11.6㎡）を含む、建築確認番号：第
JE18BA1-13-0173号（平成30年4月17日取得）　【取引態様】媒介

【完成予想図】図面を基に描いたもので実際には多少異なる場合があります。

15

3,654万円 4.50%
想定利回り想定年収

新築1棟売マンション物件
番号 渋谷区代々木

8億1,200万円（税込）

投資営業第一部（B）　TEL.03-6895-0138

【所在地】東京都品川区
　　　　東五反田3丁目

【交通】都営浅草線 高輪台駅 徒歩3分
　　　JR山手線 品川駅 徒歩10分

【敷地面積】172.45㎡
【建物面積】396.22㎡
【建築年月】平成30年4月
【構造・規模】RC造 陸屋根
　　　　　地下1階付 4階建

【間取り】1LDK×9
【稼働状況】稼働率100%
【特記事項】想定年収に駐車場代を含む、
　　　　　敷地面積のほかにセットバッ
　　　　　ク部分(約2.9㎡)あり

【取引態様】媒介

34

1,803万円 4.19%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 品川区東五反田

4億3,000万円（税込）

法人営業第三部（A）　TEL.03-6895-1720

平成30年
12月撮影

【所在地】東京都杉並区
　　　　高円寺南4丁目

【交通】JR中央本線
　　　高円寺駅 徒歩1分

【敷地面積】371.37㎡
【建物面積】1,253.84㎡
【建築年月】昭和52年1月
【構造・規模】RC造 陸屋根
　　　　　6階建

【間取り】店舗×1
【稼働状況】稼働率100%
【特記事項】一括賃貸中、
　　　　　想定年収に
　　　　　看板代を含む

【取引態様】媒介

05

4,834万円 4.39%
想定利回り想定年収

1棟売ビル物件
番号 杉並区高円寺南

11億円（税込）

投資営業第一部（A）　TEL.03-5293-1128

平成30年
10月撮影

【所在地】愛知県名古屋市中区新栄2丁目
【交通】名古屋市営地下鉄東山線
　　　新栄町駅 徒歩2分

【敷地面積】336.73㎡
【建物面積】2,271.11㎡
【建築年月】平成4年2月
【構造・規模】SRC造 陸屋根 地下1階付 13階建
【間取り】店舗×5、事務所×28
【稼働状況】稼働率96.83%
【特記事項】附属建物あり
　　　　　（駐車場、ボンベ室）
　　　　　想定年収に駐車場代等を含む

【取引態様】媒介

13

5,623万円 6.69%
想定利回り想定年収

1棟売ビル物件
番号 名古屋市中区

8億4,000万円（税込）

関西営業グループ　TEL.06-6348-1090

平成30年
12月撮影

【所在地】東京都練馬区
　　　　豊玉北5丁目

【交通】都営大江戸線
　　　練馬駅 徒歩5分
　　　西武池袋・豊島線
　　　練馬駅 徒歩6分

【敷地面積】640.15㎡
【建物面積】1,406.05㎡
【建築年月】平成3年2月
【構造・規模】RC造 陸屋根

 地下1階付 6階建
【間取り】店舗×2
　　　　事務所×1

3LDK×1、2LDK×1、1LDK×2、1DK×1、1K×31　【稼働状況】稼働率92.40%
【特記事項】区分登記あり（売買対象は１棟全体）　【取引態様】媒介

19

4,291万円 6.00%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 練馬区豊玉北

7億1,500万円（税込）

法人営業第三部（A）　TEL.03-6895-1720

平成30年
12月撮影

【所在地】京都府京都市中京区
　　　　堺町通三条下る道祐町

【交通】京都市烏丸線・京都市東西線
　　　烏丸御池駅 徒歩6分

【敷地面積】182.49㎡
【建物面積】221.6㎡
【建築年月】平成29年11月
【構造・規模】S造 合金メッキ鋼板ぶき
　　　　　2階建

【間取り】店舗×7
【稼働状況】稼働率100％
【取引態様】媒介

36

1,862万円 4.52%
想定利回り想定年収

1棟売ビル物件
番号 京都市中京区

4億1,131万円（税込）

法人営業第一部（A）　TEL.03-5293-1130

平成29年
11月撮影

【所在地】東京都杉並区高円寺南4丁目
【交通】JR中央本線 高円寺駅 徒歩5分
【敷地面積】253.63㎡
【建物面積】1,283.93㎡
【建築年月】平成5年3月
【構造・規模】SRC造 陸屋根 9階建
【間取り】店舗×1、事務所×6
　　　　倉庫×1、2DK×4

【稼働状況】稼働率100%
【特記事項】想定年収に看板代等を含む、
　　　　　敷地面積のほかにセットバック部分
　　　　　（4.32㎡）あり

【取引態様】媒介

07

5,354万円 5.30%
想定利回り想定年収

1棟売ビル物件
番号 杉並区高円寺南

10億1,000万円（税込）

投資営業第一部（B）　TEL.03-6895-0138

平成31年
1月撮影

【所在地】東京都港区
　　　　高輪1丁目

【交通】都営三田線
　　　白金高輪駅 徒歩3分
　　　都営浅草線
　　　泉岳寺駅 徒歩10分

【敷地面積】180.03㎡
【建物面積】426.63㎡
【建築年月】昭和63年12月
【構造・規模】RC造 陸屋根
　　　　　鋼板葺
　　　　　地下1階付 3階建

【間取り】店舗×1
【稼働状況】稼働率100%
【取引態様】媒介

16

3,888万円 5.18%
想定利回り想定年収

1棟売ビル物件
番号 港区高輪

7億5,000万円（税込）

法人営業第一部（A）　TEL.03-5293-1130

平成30年
11月撮影

【所在地】東京都練馬区関町東2丁目
【交通】西武新宿・西武園線
　　　武蔵関駅 徒歩6分

【敷地面積】191.73㎡
【建物面積】480.01㎡
【建築年月】平成31年3月竣工予定
【構造・規模】RC造 5階建
【間取り】1K×18
【特記事項】建築確認番号：
　　　　　第JAIC2018Y0097A1
　　　　　（平成30年5月31日取得）

【取引態様】媒介
【完成予想図】図面を基に描いたもので
実際には多少異なる場合があります。

37

1,792万円 4.80%
想定利回り想定年収

新築1棟売マンション物件
番号 練馬区関町東

3億7,300万円（税込）

投資営業第二部（C）　TEL.03-6895-0141

【所在地】東京都中央区日本橋2丁目
【交通】東京メトロ銀座線
　　　日本橋駅 徒歩2分
　　　JR山手線 東京駅 徒歩5分

【敷地面積】88.95㎡
【建物面積】537.57㎡
【建築年月】昭和38年1月
【構造・規模】RC造 陸屋根
　　　　　地下1階付 8階建

【間取り】店舗×7
【稼働状況】稼働率100%
【取引態様】媒介

08

2,960万円 3.02%
想定利回り想定年収

1棟売ビル物件
番号 中央区日本橋

9億8,000万円（税込）

法人営業第二部（A）　TEL.03-5293-1963

平成30年
11月撮影

【所在地】千葉県柏市
　　　　富里3丁目

【交通】JR常磐線
　　　柏駅 徒歩18分

【敷地面積】1,811.46㎡
【建物面積】3,569.02㎡
【建築年月】平成4年3月
【構造・規模】RC造
　　　　　陸屋根
　　　　　6階建

【間取り】４LDK×３
　　　　３LDK×41

【稼働状況】稼働率86.06%　　　　【特記事項】想定年収に駐車場代を含む
【取引態様】媒介

17

5,314万円 7.08%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 柏市富里

7億5,000万円（税込）

法人営業第二部（B）　TEL.03-5293-1107

平成30年
4月撮影

【所在地】東京都江戸川区
　　　　南葛西1丁目

【交通】東京メトロ東西線
　　　葛西駅 徒歩14分

【敷地面積】431.00㎡
【建物面積】1,642.00㎡
【建築年月】平成4年4月
【構造・規模】S造 陸屋根 8階建
【間取り】店舗×4、2DK×5、1K×20
【稼働状況】稼働率98.88%
【特記事項】想定年収に
　　　　　駐車場代を含む

【取引態様】媒介

28

3,997万円 6.70%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 江戸川区南葛西

5億9,600万円（税込）

法人営業第一部（A）　TEL.03-5293-1130

平成30年
12月撮影

【所在地】東京都目黒区上目黒3丁目
【交通】東急東横線
　　　中目黒駅 徒歩13分
　　　祐天寺駅 徒歩10分

【敷地面積】201.38㎡
【建物面積】324.59㎡
【建築年月】平成18年3月
【構造・規模】S造 陸屋根 4階建
【間取り】1LDK×2、1K×8
　　　　（全てメゾネットタイプ）

【稼働状況】稼働率100%
【特記事項】敷地面積のほかに
　　　　　私道負担（106.94㎡、
　　　　　持分2/30）あり

【取引態様】媒介

38

1,358万円 4.11%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 目黒区上目黒

3億3,000万円

法人営業第一部（B）　TEL.03-5293-1814

平成30年
9月撮影

【所在地】埼玉県さいたま市
　　　　桜区南元宿2丁目

【交通】JR埼京線
　　　南与野駅 徒歩13分

【敷地面積】2,190.55㎡
【建物面積】4,327.24㎡
【建築年月】平成元年3月
【構造・規模】RC造 陸屋根
　　　　　7階建

【間取り】3LDK×26
　　　　3DK×43
　　　　2LDK×5
　　　　2DK×2

【稼働状況】稼働率85.47%
【特記事項】想定年収に駐車場代等を含む　　　【取引態様】媒介

09

7,974万円 8.30%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 さいたま市桜区

9億6,069万円（税込）

投資営業第一部（B）　TEL.03-6895-0138

平成31年
1月撮影

【所在地】東京都府中市
　　　　宮町1丁目

【交通】京王線 府中駅 徒歩1分
【専有面積計】390.57㎡
【建築年月】平成29年4月
【構造・規模】SRC造 陸屋根
　　　　　地下4階付 15階建の
　　　　　1～3階の内の6区画

【間取り】店舗×6
【稼働状況】稼働率100%
【特記事項】管理費（月額）：490,680円

修繕積立金（月額）：81,040円
　　　 管理方式：日勤管理

【取引態様】媒介

10

4,554万円 4.92%
想定利回り想定年収

区分売店舗物件
番号 府中市宮町

9億2,400万円（税込）

法人営業第一部（B）　TEL.03-5293-1814

平成30年
12月撮影

【所在地】福岡県北九州市
　　　　小倉北区中津口1丁目

【交通】北九州高速鉄道
　　　旦過駅 徒歩10分

【敷地面積】541.21㎡
【建物面積】1,832.99㎡
【建築年月】平成8年1月
【構造・規模】SRC造・RC造
　　　　　陸屋根 10階建

【間取り】事務所×1、1R×87
【稼働状況】稼働率94.40%
【特記事項】敷地面積にセットバック部分
を含む、想定年収に駐車場代等を含む

【取引態様】媒介

29

3,957万円 6.99%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 北九州市小倉北区

5億6,565万円（税込）

投資営業第二部（C）　TEL.03-6895-0141

平成30年
11月撮影

【所在地】東京都江東区扇橋2丁目
【交通】都営新宿線
　　　住吉駅 徒歩8分
　　　東京メトロ半蔵門線
　　　清澄白河駅 徒歩17分

【敷地面積】159.85㎡
【建物面積】361.67㎡
【建築年月】平成30年10月
【構造・規模】RC造 陸屋根 4階建
【間取り】1R×14
【稼働状況】稼働率100%
【特記事項】敷地面積にセットバック部
分（7.47㎡）を含む、敷地面積のほか
に私道負担（27.28㎡、持分1/2）あり

【取引態様】媒介

40

1,521万円 4.79%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 江東区扇橋

3億1,700万円（税込）

投資営業第二部（A）　TEL.03-5293-1870

平成30年
10月撮影

【所在地】東京都港区
　　　　西麻布1丁目

【交通】東京メトロ千代田線
　　　乃木坂駅 徒歩7分
　　　東京メトロ日比谷線
　　　六本木駅 徒歩9分

【敷地面積】84.42㎡
【建物面積】254.67㎡
【建築年月】昭和63年6月
【構造・規模】RC造 陸屋根
　　　　　地下1階付 3階建

【間取り】店舗×2、事務所×2
【稼働状況】稼働率100%
【取引態様】媒介

44

1,102万円 4.23%
想定利回り想定年収

1棟売ビル物件
番号 港区西麻布

2億6,000万円（税込）

投資営業第二部（B）　TEL.03-6895-0942

平成31年
1月撮影

【所在地】東京都墨田区横川4丁目
【交通】東京メトロ半蔵門線
　　　押上駅 徒歩6分

【敷地面積】115.76㎡
【建物面積】337.68㎡
【建築年月】昭和62年2月
【構造・規模】S造 陸屋根 4階建
【間取り】店舗×1、事務所×1、3LDK×1
【稼働状況】自己使用中
【特記事項】退去後引渡し
【取引態様】媒介

51

事業用物件

1棟売ビル物件
番号 墨田区横川

1億8,000万円（税込）

東アジア営業グループ　TEL.03-6895-0149

平成31年
1月撮影

【所在地】大阪府大阪市
　　　　東成区深江南3丁目

【交通】大阪メトロ中央線
　　　深江橋駅 徒歩約13分

【敷地面積】282.11㎡
【建物面積】669.96㎡
【建築年月】平成17年11月
【構造・規模】RC造 陸屋根 4階建
【間取り】1LDK×16
【稼働状況】稼働率100%
【取引態様】媒介

47

1,359万円 5.80%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 大阪市東成区

2億3,400万円（税込）

関西営業グループ　TEL.06-6348-1090

平成31年
1月撮影

【所在地】埼玉県北本市
　　　　山中1丁目

【交通】JR高崎線
　　　北本駅 徒歩14分

【敷地面積】1,128.34㎡
【建物面積】291.64㎡
【建築年月】平成2年12月
【構造・規模】S造
　　　　　亜鉛メッキ鋼
　　　　　板葺 2階建

【間取り】店舗×1
【稼働状況】稼働率100%
【特記事項】市街化
　　　　　調整区域内

【取引態様】媒介

52

1,236万円 6.86%
想定利回り想定年収

1棟売店舗物件
番号 北本市山中

1億8,000万円（税込）

法人営業第一部（A）　TEL.03-5293-1130

平成30年
4月撮影

【所在地】北海道札幌市
　　　　西区山の手三条1丁目

【交通】札幌市東西線
　　　琴似駅 徒歩8分
　　　函館本線
　　　琴似駅 徒歩18分

【敷地面積】483.05㎡
【建物面積】964.34㎡
【建築年月】昭和63年1月
【構造・規模】RC造 陸屋根 4階建
【間取り】2LDK×1、1K×29、1R×3
【稼働状況】稼働率96.33%
【特記事項】想定年収に
　　　　　駐車場代等を含む

【取引態様】媒介

48

1,629万円 8.49%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 札幌市西区

1億9,181万円（税込）

投資営業第二部（C）　TEL.03-6895-0141

平成30年
9月撮影

【所在地】東京都大田区
　　　　南雪谷2丁目

【交通】東急池上線
　　　雪が谷大塚駅
　　　徒歩1分

【敷地面積】690.18㎡
【地目】宅地
【用途地域】近隣商業地域
【建ぺい率】80%
【容積率】300%
【取引態様】媒介

53

712万円 4.06%
想定利回り想定年収

売土地（底地）物件
番号 大田区南雪谷

1億7,500万円

法人営業第三部（A）　TEL.03-6895-1720

平成30年
9月撮影

【所在地】東京都北区西ケ原1丁目
【交通】JR山手線
　　　駒込駅 徒歩9分
　　　JR京浜東北・根岸線
　　　上中里駅 徒歩9分

【敷地面積】113.90㎡
【建物面積】338.86㎡
【建築年月】平成4年8月
【構造・規模】S造 陸屋根 5階建
【間取り】店舗×1、1K×12
【稼働状況】稼働率69.71%
【特記事項】敷地面積のほかに北西ブロック塀
部分借地約6㎡（新法賃借権：期間2018年11月
30日～ 2048年11月29日、地代2万円/年）あり

【取引態様】媒介

50

1,185万円 6.51%
想定利回り想定年収

1棟売マンション物件
番号 北区西ケ原

1億8,200万円（税込）

法人営業第二部（B）　TEL.03-5293-1107

平成31年
1月撮影

【所在地】東京都世田谷区
　　　　用賀1丁目

【交通】東急田園都市線
　　　用賀駅 徒歩10分

【敷地面積】400㎡
【建物面積】784.05㎡
【建築年月】昭和62年11月
【構造・規模】SRC造 陸屋根
　　　　　地下2階付 3階建

【間取り】事務所×1、
 　　　スタジオ×3、1R×11

【稼働状況】空き
【特記事項】平成30年12月大規
模改修リノベーション工事完了

【取引態様】媒介

30

事業用物件

1棟売寄宿舎物件
番号 世田谷区用賀

5億5,500万円（税込）

プライベート・ウェルス・アドバイザリー　TEL.03-6895-0135

平成31年
1月撮影

当社のお客様が下記物件を探されています。売却可能な物件がございましたら、是非ご連絡ください。
メーカー様が収益目的（一部自社使用）で

東京千代田区の
オフィスビルを

探されています。

【　予　算　】　40億円
【NOI利回り】　4%以上

予備校運営会社様が事業拡大のため

都心で自校教室用地を
探されています。

【希望駅】　渋谷・自由が丘
　　　成城・武蔵小杉

【駅距離】　徒歩5分以内

小売業企業様が
配送センター拡大のため

東京・神奈川で土地を
探されています。

【 エ リ ア 】 狛江・練馬区ほか
【土地面積】 800坪以上

メーカー様が自社使用目的で

名古屋市・福岡市の土地を
探されています。

【 予　算 】 10億円
【土地面積】 300坪程度
【 用　途 】 営業所・倉庫建設

発電事業者様が

関東・近畿・中部・中国地方で
メガソーラー用地を

探されています。

【土地面積】　5,000坪以上
原野・山林・調整区域歓迎

ほかにも
都心を中心に
収益物件への
購入ニーズを
多数いただい
ています。

物件番号01
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号31
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号41
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号22
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号42
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号03
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号43
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号04
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号14
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号25
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号45
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号06
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号26
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号27
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号49
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号54
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。

物件番号55
については、

平成31年1月29日発売の
日本経済新聞広告を

ご確認ください。


