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　右ページの表に示したビルが、日経不動産マーケット

情報編集部が選んだ優良オフィスビルだ。「地震リスク

の低さ」、「ビル設備・管理スペック」、「環境対応」、「立地条

件」の4分野で採点し、総合評価の高かったものを区ごと

に掲載した。得点数が同じビルがあったことから、実際

には51棟を選定している。再開発エリアのビルなどで、

複数棟をまとめて1棟とカウントしたケースもある。

　51棟のうち、約半数の26棟が2005年以降に完成した

ビルだ。新しいビルは設備スペックが高く、環境対応も

進んでいるため、得点が高くなる傾向がある。1980年代

に完成したビルで選ばれたのは、84年に竣工した丸の

内センタービルディングの1棟だけだった。1990年代で

は大手町ファーストスクエア、アーバンネット大手町ビ

ル、品川インターシティ（A～C棟）が選ばれた。

　採点にあたっては、ビルの所有者や管理会社などに送

付した調査シートの回答を基礎データとし、パンフレット

やウェブサイトで公開している情報も追加した。設備デ

ータの数値や管理状況がわからなかった場合は加点して

いない。

　したがって、ビルデータの情報公開が進んでいるビル

は、得点が高くなる。特に、「ビル設備・管理スペック」「環

境対応」の項目では、ビルの情報公開度が加味される形と

なった。

　以下では、区ごとにビルを見ていこう。

■千代田区（25棟）
　丸の内・大手町地区から、17棟ものビルが選ばれた。

同地区では老朽化したビルの建て替えや再開発がここ数

年で急速に進み、設備スペックの高いビルが増えている。

JR東京駅や複数の地下鉄路線を利用できる立地条件も

加わって、高評価につながった。

　三菱地所が所有する丸の内ビルディング、新丸の内ビ

ルディングなどエリアを代表するビルのほか、グラント

ウキョウ（ノースタワー、サウスタワー）や丸の内トラスト

タワー（本館、N館）など、東京駅の八重洲口や日本橋口

付近に立つビルも複数ランクインした。

　80年代に竣工したビルで唯一選ばれた丸の内センタ

ービルディングは、電気容量などの設備スペックでは築

浅ビルにやや劣るものの、立地条件や環境対応などで点

を集め、総合評価でランクインした。環境対応では、ヒー

トアイランド対策として屋上緑化の改修工事を実施して

いる。

　最近完成したビルでは、商業施設や美術館を併設して

丸の内・大手町に高評価ビルが集中
約半数が2005年以降に完成

東京の賃貸オフィスビル50選

本誌は7月23日、「東京オフィスビル名鑑2010」を発行する。東京都区部にある延べ床面積1万
m2以上の主要賃貸ビル513棟について、立地や設備などのデータをまとめたものだ。この513
棟をビルスペックや立地などの観点から独自に評価し、上位50（51棟）を優良賃貸オフィスビ
ルとして選定した。築20年以上のビルに限定した評価も実施した。

再開発や建て替えが進み、多数のビルがランクインした丸の内・大手町地
区（写真：尾関 弘次）
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●東京の賃貸オフィスビル50選

千代田区 日本工業倶楽部会館・三菱UFJ信託銀行本店ビル 丸の内1-4-5 2003

新丸の内ビルディング 丸の内1-5-1 2007

丸の内センタービルディング 丸の内1-6-1 1984

新丸の内センタービルディング 丸の内1-6-2 2004

丸の内北口ビル 丸の内1-6-5 2004

サピアタワー 丸の内1-7 2007

丸の内トラストタワー本館、N館 丸の内1-8-3ほか 2003ほか

グラントウキョウノースタワー、サウスタワー 丸の内1-9-1ほか 2007

明治安田生命ビル 丸の内2-1-1 2004

丸の内ビルディング 丸の内2-4-1 2002

丸の内パークビルディング 丸の内2-6-1 2009

東京ビルディング 丸の内2-7-3 2005

JAビル 大手町1-3-1 2009

経団連会館 大手町1-3-2 2009

大手町ファーストスクエア 大手町1-5-1 1994ほか

東京サンケイビル 大手町1-7-2 2000

アーバンネット大手町ビル 大手町2-2-2 1990

山王パークタワー 永田町2-11-1 2000

有楽町駅前ビルディング（有楽町イトシア） 有楽町2-7-1 2007

平河町森タワー 平河町2-16-1 2009

秋葉原ダイビル 外神田1-18-13 2005

住友不動産秋葉原ビル 外神田3-12-8 2009

秋葉原UDX 外神田4-14-1 2006

神保町三井ビルディング（ジェイシティ東京） 神田神保町1-105 2003

ガーデン エア タワー 飯田橋3-10-10 2003

中央区 交詢ビルディング 銀座6-8-7 2004

銀座三井ビルディング 銀座8-13-1 2005

日本橋一丁目ビルディング 日本橋1-4-1 2004

日本橋三井タワー 日本橋室町2-1-1 2005

八重洲ファーストフィナンシャルビル 八重洲1-3-7 2007

港区 汐留シティセンター 東新橋1-5-2 2003

汐留芝離宮ビルディング 海岸1-2-3 2006

汐留ビルディング 海岸1-2-20 2007

虎ノ門琴平タワー 虎ノ門1-2-8 2004

品川インターシティA～C棟 港南2-15-1ほか 1998

品川イーストワンタワー 港南2-16-1 2003

JR品川イーストビル 港南2-18-1 2004

セレスティン芝三井ビルディング 芝3-23-1 2002

芝浦ルネサイトタワー 芝浦3-9-1 2009

赤坂インターシティ 赤坂1-11-44 2005

赤坂Bizタワー 赤坂5-3-1 2008

東京ミッドタウン・タワー、イースト、ウエスト 赤坂9-7-1ほか 2007

青山OM-SQUARE 北青山2-5-8 2008

泉ガーデンタワー 六本木1-6-1 2002

六本木ティーキューブ 六本木3-1-1 2003

六本木ヒルズ森タワー 六本木6-10-1 2003

新宿区 住友不動産西新宿ビル 西新宿7-20-1 2009

渋谷区 渋谷ガーデンフロント 渋谷3-25-18ほか 2003

品川区 JR東急目黒ビル 上大崎3-1-1 2002

江東区 新木場第二センタービル 新木場1-18-7 2005

TOC有明 有明3-5-7 2006

区 オフィスビル名称 所在地（住居表示） 竣工年

表1　「地震リスクの低さ」の配点（50点満点）
ランク ランクの概要 点数
A 免震工法による高い建物性能により、地震リスクが極めて低い 50
B 制振工法の採用または建物性能と地震・地盤環境の相関関係により、地震リスクが低い 40
C 建物性能と地震・地盤環境の相関関係により、地震リスクが比較的低い 30
D 建物性能と地震・地盤環境の相関関係により、地震リスクが比較的高い 20
E 建物性能と地震・地盤環境の相関関係により、地震リスクが高い 10

表2　「ビル設備・管理スペック」の配点（50点満点）
項目 加点基準 点数

天井高 2700mm以上 5
床荷重 500kg／㎡以上 5

コンセント電気容量 60VA／㎡以上 5
OAフロア 100mm以上 5

ヘビーデューティーゾーン ある 5
空調分割数 1フロアにつき複数ゾーン 5
警備方式 2項目以上対応している 5

テナント用予備電源 ある（実装） 5
共用部リフレッシュコーナー ある 5

利便施設 二つ以上ある 5
※ 警備方式＝「防災センターによる24時間警備」、「警備員の常駐」、「ICカードなどによる

入退室管理」、「エントランスのセキュリティゲート」の4項目
※ 利便施設＝「飲食店」、「カフェ」、「コンビニ」、「ATM」、「クリニック」、「郵便局」、「書

店」、「オフィスコンビニ」の8項目

表3　「環境対応」の配点（20点満点）
項目 加点基準 点数

外気利用冷房・換気システム 
節水・水再利用システム 
昼光利用照明制御システム
屋上・壁面緑化 
高効率蓄熱システム 
ダブルスキン 
太陽光発電・太陽熱利用

左のうち4項目以上対応 20

左のうち3項目対応 15

左のうち2項目対応 10

左のうち1項目対応 5

表4　「立地条件」の配点（50点満点）
最寄り駅からの距離 点数

直結、至近（徒歩0分） 40
1～4分 30
5～9分 20

10分以上 10

徒歩5分以内で地下鉄または
JR線を3路線以上利用できるビル

＋10点

50選ビルの評価方法
■評価対象
 日経不動産マーケット情報編集部が選定した東京都区部にある延べ

床面積1万m2以上の主要オフィスビル513棟を対象とした。

■評価項目と配点方法
 評価項目は次の四つ。
 ①地震リスクの低さ ②設備・管理スペック
 ③環境対応 ④立地条件

① 地震リスクの低さ（50点満点）
 エンジニアリングの見地から自然災害リスクや建物の評価サービスを

提供するイー・アール・エス（本社：港区）と応用アール・エム・エス（本社：
港区）の協力を得て、ビルの地震リスクを計算した。計算にあたっては、
ビルの構造と立地する地盤、地震危険度を考慮した。地震リスクに応
じて、それぞれのビルをA～Eの5ランクに分類し、ランクごとに50点
から10点まで配点した（表1参照）。免震工法を採用しているビルには
最高点の50点、制振工法を採用しているビルには40点を付けた。

②ビル設備・管理スペック（50点満点）
 採点項目と配点は表2の通り。
 天井高、床荷重、コンセント電気容量、OAフロアの高さの項目につ

いては、513棟の平均値を参考に一定の水準を算出し、これをクリア
しているビルに加点した。警備方式、利便施設については、調査対
象とした項目のうち2項目以上対応している場合に加点した。設備デー
タの数値や管理面の対応がわからなかった場合は加点していない。

③環境対応（20点満点）
 採点項目と配点は表3の通り。
 調査対象とした7項目について、1項目につき5点を加点した。最高点

は20点とし、4項目以上対応しているビルはすべて20点とした。

④立地条件（50点満点）
 最寄り駅からの距離に応じてビルを四つのクラスに分類して配点した。

徒歩5分以内の距離にある駅で、JRまたは地下鉄を3路線を利用できる
ビルについては10点を加点した（表4参照）。



本誌に掲載した記事の無断複製、無断転載を禁じます20 日経 不動産マーケット情報　2010.8

話題になった丸の内パークビルディング（2009年竣工）、

連鎖型再開発の第一弾として大手町1丁目の合同庁舎跡

地に完成したJAビル、経団連会館（共に2009年竣工）な

どが50選に入っている。

　丸の内・大手町地区以外では、JR秋葉原駅周辺のビ

ルが目立つ。秋葉原ダイビル、秋葉原UDX、住友不動産

秋葉原ビルの3棟が選ばれた。秋葉原ダイビルと秋葉

原UDXは、2005年～ 2006年にかけて完成した隣接す

るオフィスビルだ。産官学の連携による研究施設やホー

ル、シアタールームなどを併設し、2棟で秋葉原クロスフ

ィールドを形成している。

■中央区（5棟）
　中央区のビルは5棟にとどまった。八重洲ファースト

フィナンシャルビルを除く4棟は、三井不動産が全部ま

たは一部を所有している。八重洲ファーストフィナンシ

ャルビルは、三井住友海上火災保険と信金中央金庫が共

同で建設したオフィスビルだ。

　5棟のうち銀座三井ビルディングと交詢ビルディング

は、ホテルや店舗ビルとしてのイメージが強いかもしれ

ない。銀座三井ビルディングには高層階（16階～ 25階）

に三井ガーデンホテル銀座が、交詢ビルディングには低

層階（地下1階～地上5階）にバーニーズニューヨーク銀

座などの店舗が入居している。日本橋三井タワーも、上

層階（30階～ 38階）にマンダリンオリエンタル東京が入

居する複合ビルだ。

　交詢ビルディングの賃貸オフィスフロアは3フロアだ

けだが、天井高2800mm、床荷重500kg／m2、コンセント電

気容量60VA／m2など、他の大型ビルと変わらない設備

スペックを備えている。地震リスクの低さや立地条件の

良さなども加わり、50選にランクインした。

■港区（16棟）
　港区からは、千代田区に次いで多い16棟が選ばれた。

東京ミッドタウン、六本木ヒルズ森タワー、泉ガーデンタ

ワーなど、著名なビルが名を連ねている。

　汐留の再開発エリア「汐留シオサイト」からは、汐留シ

ティセンター、汐留ビルディング、汐留芝離宮ビルディ

ングの3棟が選に入った。汐留ビルディング（2007年竣

工）、汐留芝離宮ビルディング（2006年竣工）は共に再開

築20年以上の高評価ビル12棟
免震化や省エネ改修で得点重ねる

　主要513棟のなかから、築20年以上のビルに限定
してビルスペックなどを評価したところ、全体評価で
もランクインした丸の内センタービルディングを筆
頭に、右下の表に示した12棟の得点が高かった。
　立地をみると、有楽町、内幸町のビルが目立つ。複
数路線を利用できる立地条件で高い点数を得たケー
スが多い。12棟のうち1981年以前に竣工したビル
については、全棟が耐震補強の実施などで新耐震基準
並みの強度を持っている。
　三菱倉庫が所有する東京ダイヤビル（1 ～ 4号館）
は、2001年に免震化工事を実施しており、地震リス
クの低さが高得点につながった。構造部のほか、主
要設備も免震化している。データセンターとしても
利用されており、ビル設備・管理スペックの得点も高
かった。
　1974年に完成した日土地ビルは、環境対応の項目
が満点だった。2000年から2010年にかけて、省エ
ネルギー設備改修を継続的に実施している。経済産

業省資源エネルギー庁主催の「ビルの省エネルギー推進表彰
制度」では、2008年と2009年の2年連続で、省エネルギー
管理優良ビルに選ばれている。

●築20年以上の高評価オフィスビル

千代田区 丸の内センタービルディング 丸の内1-6-1 1984

三菱ビル 丸の内2-5-2 1973

東宝日比谷ビル（日比谷シャンテ）有楽町1-2-2 1987

有楽町電気ビル 有楽町1-7-1 1975、1979

新有楽町ビル 有楽町1-12-1 1967

東京交通会館 有楽町2-10-1 1965

NBF日比谷ビル 内幸町1-1-7 1984

富国生命ビル 内幸町2-2-2 1980

日比谷国際ビル 内幸町2-2-3 1981

日土地ビル 霞が関1-4-1 1974

中央区 東京ダイヤビル  1～4号館 新川1-28-38ほか 1973～1985

港区 芝NBFタワー 芝大門1-1-30 1986

区 オフィスビル名称 所在地（住居表示） 竣工年
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発エリアの南端、JR浜松町駅の近くに位置し、同エリア

で最も遅い時期に完成したオフィスビルだ。選に漏れた

ビルも含めて、このエリアのビルはいずれも設備スペッ

クが充実しており、わずかな差で選外になったビルもあ

った。

　JR品川駅港南口エリアからは、品川インターシティ（A

～C棟）、品川イーストワンタワー、JR品川イーストビ

ルの3棟が入った。品川という名称が付いているが、い

ずれも住所は港区港南だ。

■新宿区（1棟）、渋谷区（1棟）
　新宿区、渋谷区のビルは、住友不動産西新宿ビルと渋

谷ガーデンフロントの各1棟だった。新宿区は、ほかの

区に比べて新しいビルが少ない。また、新宿区、渋谷区と

も調査シートへの回答が少なく、データをほとんど把握

できなかったビルも多かった。

　住友不動産西新宿ビルは、2009年に完成したオフィ

スと住宅の複合超高層ビルだ。住宅が低層階（2階～14

階）、オフィスが高層階（15階～ 33階）という構成になっ

ている。テナント貸室向けの非常用予備電源を実装して

いることなど、設備・管理スペックの高さが評価につなが

った。

　渋谷ガーデンフロントは2003年に完成したオフィスビ

ルで、日本ビルファンド投資法人と住友生命保険が所有

している。JR渋谷駅新南口の再開発エリア、パサージュ

ガーデンの一画にあり、オフィス棟に隣接して平屋建て

の店舗棟がある。設備・管理スペック、環境対応、立地な

どでバランスよく高評価を得た。

■品川区（1棟）、江東区（2棟）
　都心5区以外では、目黒駅に直結するJR東急目黒ビル

のほか、江東区の新木場第二センタービル、TOC有明が

選ばれた。

　江東区の2棟は都心部に立っているビルではないが、

環境対応が進んでいるなど、多くの評価項目で得点を得

て、50選に食い込んだ。新木場振興（本社：江東区）が

所有する新木場第二センタービルは、JR新木場駅前で

2005年に完成したオフィスビルだ。完成時点からNEC

ソフトが一括して賃借し、本社を構えている。�（岡 泰子）

同内容の記事を、「東京オフィスビル名鑑2010」（2010年7月発行、
日経BP社）にも掲載しています。


