
2018年11月号

物件名/所在地 契約面積 保証金 賃料 共益費 償却 24Ｈ 個別 OA 男女別 機械

（物件番号）
（坪） ・敷金 （円/坪） （円/坪） 礼金 使用 空調 フロア トイレ 警備

１ヶ月 24H 機械 ＪＲ線「新橋」駅徒歩3分

なし 使用 警備 都営大江戸線「汐留」駅徒歩2分

(i48 ) SRC造　B1/8F 1964年4月

2ヶ月 24H 男女 機械 ＪＲ線「新橋」駅徒歩6分

なし 使用 共同 警備 都営大江戸線「汐留」駅徒歩6分

(i39 ) SRC造　B1/7F 1988年8月

なし 24H 機械 ＪＲ山手線「新橋」駅徒歩5分

なし 使用 警備 東京メトロ銀座線「新橋」駅徒歩5分

(i208 ) SRC造 9Ｆ 1992年8月

1ヶ月 24H 男女 機械 ＪＲ線「新橋」駅3分

なし 使用 共同 警備 都営大江戸線「汐留」駅徒歩6分

(i492 ) RC造　5F 1968年1月

階別 用途 入居時期 更新料 設備 店舗 交通/コメント

◆ ダクグループ　おすすめ最新物件情報　◆　 　http://www.daku.co.jp

構造・規模 竣工 状況

30.29 保10ヶ月 13,500 3,500久田(ひさだ)ビル 3 事務所

www.daku.jp/agent/f5/48.pdf

－ 男女別

港区東新橋一丁目3番5号

即入居可 なし 冷暖エ－ 個別

13.20. 保8ヶ月 15,000

※建物応急危険判定調査を行いました　償却：賃料の１ヶ月分（退去時）　再

契約時：賃料の1ヶ月分　定期借家契約2年（再契約可）　日本テレビ本社向い

交通至便　トイレリニューアル

2018年12

月上旬

新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－昭栄(しょうえい)ビル 7 事務所

新耐震基準適合

www.daku.jp/agent/f5/39.pdf

個別 OA

港区東新橋二丁目6番3号

込み

新橋フォディア（しんばしふぉでぃあ）ビル 8 事務所 30.33 保10ヶ月 14,000 個別 － 男女別4,000 即入居可能 なし 冷暖エ－

港区新橋三丁目7番3号
店舗不可　新耐震基準適合　解約予告６ヶ月前　保険加入義務有　赤レンガ通

りに面する　天井高2450ｍｍ

www.daku.jp/agent/f5/208.pdf

村上（むらかみ）ビル 3 事務所 12.50. 保6ヶ月 12,000 個別 OA

港区新橋三丁目15番6号

込み 即入居可能 なし 冷暖－－

※消費税等別途かかります。掲載内容につきましては変更される場合がありますので、ご了承ください。　　　　　　　　Page 1

定期借家契約(再契約相談）　水道代：１人毎月1,000円　使用時間：月～金

7：00～19：30　土 7：00～17：00（日曜日閉館、時間外は暗証番号にて入

館）

www.daku.jp/agent/f5/492.pdf

http://www.daku.jp/agent/f5/48.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/39.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/208.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/492.pdf


2018年11月号

物件名/所在地 契約面積 保証金 賃料 共益費 償却 24Ｈ 個別 OA 男女別 機械

（物件番号）
（坪） ・敷金 （円/坪） （円/坪） 礼金 使用 空調 フロア トイレ 警備

2ヶ月 24H 機械

なし 使用 警備

2ヶ月 24H 機械

なし 使用 警備

(i26104 ) S造　6F 1972年8月

2ヶ月 ＪＲ線「新橋」駅6分

なし 都営三田線「内幸町」駅5分

(i271 ) SRC造　8F 1973年1月

１ヶ月 24H 男女 ＪＲ線「新橋」駅徒歩5分

なし 使用 共同 都営三田線「御成門」駅徒歩6分

(i366 ) SRC造　7F 1975年6月

2ヶ月 24H 機械 JR線「新橋」駅徒歩5分

なし 使用 警備 都営三田線「内幸町」駅徒歩6分

2ヶ月 24H 機械

なし 使用 警備

(i370 ) SRC一部RC造　B1/9F 1991年9月

◆ ダクグループ　おすすめ最新物件情報　◆ 　 http://www.daku.co.jp

構造・規模 竣工 状況 階別 用途 入居時期 更新料 設備 店舗 交通/コメント

アソルティ新橋四丁目（あそるてぃしんばしよんちょう
め）

3(301) 事務所 11.50. 敷10ヶ月 12,000 2,500 JR山手線「新橋」駅徒歩５分即入居可能
新賃料の

1ヶ月分
冷暖エ－ 個別

港区新橋四丁目24番11号 601 事務所

－ 男女別

新賃料の

1ヶ月分
冷暖エ－ 個別11.50. 敷10ヶ月 12,000 2,500

www.daku.jp/agent/f5/26104.pdf

－ 男女別 水道料金（１ヶ月おき）￥５，０００円（税別）即入居可能

藤代（ふじしろ）ビル 3 事務所 13.31 保10ヶ月 12,500 込み 即入居可能 － 男女別 －
新賃料の

1ヶ月分
冷暖エ－ 制限有 個別

港区新橋四丁目30番4号
月１回室内クリーニング実施　使用時間7：00～22：00（時間外は申請）　保

証会社加入　外国企業不可　※トイレ清掃・水道代等は賃料に含みます　セ

キュリティドア　ELVリニューアル

www.daku.jp/agent/f5/271.pdf

市村（いちむら）ビル 6 事務所 17.00. 保8ヶ月 9,500 個別 － －1,176
2019年1

月上旬

新賃料の

1ヶ月分
冷暖エ－

港区新橋五丁目7番2号
使用時間　平日8：30～22：30（土曜日8：30～19：00　但し、申請をすれば

24時間使用可）

www.daku.jp/agent/f5/366.pdf

代市(しろいち）ビル 2 事務所 39.20. 保6ヶ月 13,000 個別 － 男女別3,000
2018年12

月中旬

新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－

38.61 保6ヶ月 13,000 3,000港区新橋五丁目8番3号 6 事務所 － 男女別 新耐震基準適合
2018年12

月中旬

新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－ 個別

※消費税等別途かかります。掲載内容につきましては変更される場合がありますので、ご了承ください。　　　　　　　　Page 2

www.daku.jp/agent/f5/370.pdf

http://www.daku.jp/agent/f5/26104.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/271.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/366.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/370.pdf


2018年11月号

物件名/所在地 契約面積 保証金 賃料 共益費 償却 24Ｈ 個別 OA 男女別 機械

（物件番号）
（坪） ・敷金 （円/坪） （円/坪） 礼金 使用 空調 フロア トイレ 警備

2ヶ月 ゆりかもめ「汐留」駅徒歩4分

なし 都営大江戸線「汐留」駅徒歩5分

2ヶ月 24H 男女

なし 使用 共同

(i27716 ) SRC造　B1/7F 1981年4月

2ヶ月 24H 機械 都営三田線「御成門」駅徒歩4分

なし 使用 警備 JR東海道本線「新橋」駅徒歩7分

(i335 ) 9F 1982年7月

2ヶ月 24H 男女 ＪＲ線「新橋」駅徒歩5分

なし 使用 共同 都営三田線「御成門」駅徒歩6分

(i140 ) RC造　B1/4F 1965年3月

2ヶ月 24H 男女 JR線「新橋」駅8分

なし 使用 共同 都営三田線｢御成門｣駅3分

(i358 ) S造　8F 1976年6月

◆ ダクグループ　おすすめ最新物件情報　◆ 　 http://www.daku.co.jp

用途 入居時期 更新料 設備構造・規模 竣工 状況 階別 店舗 交通/コメント

中川（なかがわ）ビル 4 事務所 32.59 保10ヶ月 12,000 制限有 個別 － 男女別3,000 即入居可能
新賃料の

1ヶ月分
冷暖エ－ －

港区新橋五丁目12番5号 5 事務所 24.56 保10ヶ月 12,000 3,000 － － 使用時間：7：30～21：00　土日は事前申告で入館可即入居可能
新賃料の

1ヶ月分
冷暖エ－ 個別

3,000 相談

www.daku.jp/agent/f5/27716.pdf

個別 －片山ビル 4 事務所 42.17 保8ヶ月 13,000

保証会社必須

www.daku.jp/agent/f5/335.pdf

男女別

港区新橋五丁目23番10号

新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－

新正堂第２（しんしょうどうだい２）ビル 3 事務所 16.67 保6ヶ月 13,197 個別 － －ナシ 即入居可能
新賃料の

1ヶ月
冷暖－－

港区新橋五丁目29番2号 宅配ロッカー有り。平成15年3月末リニューアル完成！

www.daku.jp/agent/f5/140.pdf

第二水野（だい２みずの）ビル 5 事務所 11.73 保6ヶ月 11,000

www.daku.jp/agent/f5/358.pdf

個別 － －込み 即入居可能
新賃料の

1ヶ月分
冷暖エ－

※消費税等別途かかります。掲載内容につきましては変更される場合がありますので、ご了承ください。　　　　　　　　Page 3

港区新橋五丁目35番6号 定期借家契約（契約期間相談）

http://www.daku.jp/agent/f5/27716.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/335.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/140.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/358.pdf


2018年11月号

物件名/所在地 契約面積 保証金 賃料 共益費 償却 24Ｈ 個別 OA 男女別 機械

（物件番号）
（坪） ・敷金 （円/坪） （円/坪） 礼金 使用 空調 フロア トイレ 警備

2ヶ月 24H JR線「新橋」駅徒歩8分

なし 使用 都営三田線「御成門」駅徒歩3分

2ヶ月 24H

なし 使用

(i360 ) RC+S造　 6F 1971年1月

2ヶ月 24H ＪＲ線「新橋」駅徒歩8分

なし 使用 都営三田線「御成門」駅徒歩3分

(i438 ) SRC造　7F 1986年10月

2ヶ月 24H 男女 ＪＲ線「新橋」駅徒歩6分

なし 使用 共同 都営三田線「御成門」駅徒歩2分

(i00580 ) SRC造　5F 1971年1月

2ヶ月 24H 機械 都営三田線「御成門」駅徒歩2分

なし 使用 警備 都営大江戸線「大門」駅徒歩6分

(i416 ) RC+S造 B1/8F 1974年2月

◆ ダクグループ　おすすめ最新物件情報　◆ 　 http://www.daku.co.jp

構造・規模 竣工 状況 階別 用途 入居時期 更新料 設備 店舗 交通/コメント

水野（みずの）ビル 2 事務所 32.92 保6ヶ月 13,000 込み －相談 なし 冷暖エ－ 個別

港区新橋五丁目35番8号 4 事務所

－ 男女別

即入居可能 なし 冷暖エ駐 個別32.92 保6ヶ月 10,000 込み

保6ヶ月 11,000

エレベーターリニューアル済　水廻りリニューアル済　駐車場空き無し ２Ｆ：

スタジオ・教室可

www.daku.jp/agent/f5/360.pdf

相談 男女別 －

なし 冷暖エ－新橋緑（しんばしみどり）ビル 5 事務所 20.11

港区新橋六丁目12番8号
白いタイル貼りのシャレたビル　フルガードシステム(オートロック)　フロア

コンセント有　光ファイバーMDF迄

個別 － 男女別 －3,000
2018年11

月中旬

3,306 即入居可能

www.daku.jp/agent/f5/438.pdf

個別 －空調（くうちょう）ビル 2 事務所 15.12 保6ヶ月 11,243

エアコンフィルター清掃実施　保証会社加入相談　禁煙希望 ※共益費には、水

道光熱費・空調代・電気・上下水道・給湯を含みます。

www.daku.jp/agent/f5/00580.pdf

－

港区新橋六丁目15番8号

新賃料の

1ヶ月分
冷暖－－

ミドリヤ(みどりや)ビル 3 事務所 31.77 保6ヶ月 11,000

www.daku.jp/agent/f5/416.pdf

個別 OA 男女別2,000 即入居可能 なし 冷暖エ－

※消費税等別途かかります。掲載内容につきましては変更される場合がありますので、ご了承ください。　　　　　　　　Page 4

港区新橋六丁目19番21号 定期借家契約2年（再契約相談）　再契約料：新賃料1ヶ月 LED照明

http://www.daku.jp/agent/f5/360.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/438.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/00580.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/416.pdf


2018年11月号

物件名/所在地 契約面積 保証金 賃料 共益費 償却 24Ｈ 個別 OA 男女別 機械

（物件番号）
（坪） ・敷金 （円/坪） （円/坪） 礼金 使用 空調 フロア トイレ 警備

なし 24H 機械

2ヶ月 使用 警備

(i422 ) S造　5F 1980年10月

2ヶ月 24H 飲食 都営三田線「内幸町」駅徒歩3分

なし 使用 不可 ＪＲ線「新橋」駅徒歩5分

(i708 ) RC造　B1/7F 1974年1月

20% 24H 男女 機械 ＪＲ山手線「新橋」駅徒歩10分

1ヶ月 使用 共同 警備 都営三田線「御成門」駅徒歩4分

(i01018 ) RC造　6F 1990年2月

2ヶ月 24H 機械

なし 使用 警備

(i01353 ) SRC造　B1/9F 1974年4月

◆ ダクグループ　おすすめ最新物件情報　◆ 　 http://www.daku.co.jp

構造・規模 竣工 状況 階別 用途 入居時期 更新料 設備 店舗 交通/コメント

新橋パイン(しんばしぱいん）ビル 2 事務所 30.05 保4ヶ月 12,500 込み － 男女別 JR「新橋」駅8分
2018年11

月下旬

新賃料の

1ヶ月
冷暖－－ 個別

港区新橋六丁目20番4号
駐車場空きなし 借家人賠償特約を付保した家財保険に加入して頂きます。　賃

貸保証必須となります。

www.daku.jp/agent/f5/422.pdf

須田（すだ）ビル B1 店舗 31.00. 保12ヶ月 10,000 － － － －2,000 即入居可能 なし 冷暖エ－

26.60. 保6ヶ月 10,500

港区西新橋一丁目17番8号 Ｂ1Ｆ：スケルトン渡し（飲食不可）

www.daku.jp/agent/f5/708.pdf

2019年1

月上旬

新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－メディコ西新橋(めでぃこにししんばし）ビル 5 事務所

水道代として別途4,000円/月（税別）ご負担いただきます。

www.daku.jp/agent/f5/01018.pdf

個別 －

港区西新橋三丁目19番12号

1,500

富田屋（とみたや）ビル 5(A) 事務所 16.52 敷8ヶ月 #### － 男女別込み 即入居可能 なし 冷暖エ－

www.daku.jp/agent/f5/01353.pdf

東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅2分

港区虎ノ門一丁目8番7号 定期借家契約（期間相談）

個別

※消費税等別途かかります。掲載内容につきましては変更される場合がありますので、ご了承ください。　　　　　　　　Page 5

http://www.daku.jp/agent/f5/422.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/708.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/01018.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/01353.pdf


2018年11月号

物件名/所在地 契約面積 保証金 賃料 共益費 償却 24Ｈ 個別 OA 男女別 機械

（物件番号）
（坪） ・敷金 （円/坪） （円/坪） 礼金 使用 空調 フロア トイレ 警備

2ヶ月 24H 男女 機械 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅徒歩3分

なし 使用 共同 警備 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩6分

(i1190 ) SRC造 10F 1984年10月

1ヶ月 24H 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅徒歩2分

なし 使用 都営三田線「御成門」駅徒歩8分

(i1244 ) S造 1970年3月

2ヶ月 24H 男女 機械

なし 使用 共同 警備

(i1117 ) S造　10F 1989年6月

1ヶ月 24H 男女 機械 都営大江戸線「大門」駅徒歩4分

なし 使用 共同 警備 東京モノレール「浜松町」駅徒歩6分

(i1599 ) RC造　7Ｆ 1971年11月

設備構造・規模 竣工 状況 階別

◆ ダクグループ　おすすめ最新物件情報　◆ 　 http://www.daku.co.jp

20.85 保8ヶ月 13,000

用途 入居時期 更新料

2018年12

月中旬

新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－

店舗 交通/コメント

虎ノ門水野（とらのもんみずの）ビル 3 事務所

新耐震基準適合 諸条件相談可

www.daku.jp/agent/f5/1190.pdf

個別

タイル

カ－

ペット

港区虎ノ門三丁目11番12号

3,300

第三松坂(だいさんまつざか）ビル 4 事務所 27.00. 敷6ヶ月 15,000 －込み
2019年1

月中旬
なし 冷暖エ－

www.daku.jp/agent/f5/1244.pdf

港区虎ノ門四丁目2番5号

個別 － 男女別

保6ヶ月 19,000 込み 即入居可能
新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－ 個別 －白井(しらい）ビル 5 事務所 15.84

www.daku.jp/agent/f5/1117.pdf

東京メトロ日比谷線「神谷町」駅徒歩1分

港区虎ノ門五丁目12番13号 新耐震基準適合

大鵬（たいほう）ビル 2 事務所 26.74 保150万 11,000 込み
2018年11

月上旬

港区浜松町一丁目9番11号
定期借家契約（再契約可・再契約料賃料の1ヶ月分）　ウォシュレット有　トイ

レ清掃毎日実施

なし 冷暖エ－ 個別 OA

※消費税等別途かかります。掲載内容につきましては変更される場合がありますので、ご了承ください。　　　　　　　　Page 6

www.daku.jp/agent/f5/1599.pdf

http://www.daku.jp/agent/f5/1190.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/1244.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/1117.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/1599.pdf


2018年11月号

物件名/所在地 契約面積 保証金 賃料 共益費 償却 24Ｈ 個別 OA 男女別 機械

（物件番号）
（坪） ・敷金 （円/坪） （円/坪） 礼金 使用 空調 フロア トイレ 警備

2ヶ月 24H 男女 JR山手線「浜松町」駅徒歩3分

なし 使用 共同 東京モノレール「浜松町」駅徒歩3分

(i1622 ) SRC造 11階 1981年1月

なし 24H 男女 JR山手線「浜松町」駅徒歩3分

2ヶ月 使用 共同 都営浅草線「大門」駅徒歩2分

なし 24H 男女

2ヶ月 使用 共同

(i22118 ) SRC造 11F 1979年12月

2ヶ月 男女 ＪＲ山手線「浜松町」駅徒歩5分

なし 共同 都営浅草線「大門」駅徒歩3分

(i01518 ) RC造　5F 1990年5月

2ヶ月 24H 男女

1ヶ月 使用 共同

(i2001 ) RC造　5F 1989年5月

◆ ダクグループ　おすすめ最新物件情報　◆ 　 http://www.daku.co.jp

用途 入居時期 更新料 設備構造・規模 竣工 状況 階別 店舗 交通/コメント

ＫＩ（けいあい）ビル 803 事務所 14.54 敷6ヶ月 13,000 個別 － －2,000 即入居可能
新賃料の

1ヶ月分
冷暖エ－

港区浜松町二丁目24番14号
耐震診断済　夜間オートロック（平日）：5：00～20：00　土日祝：5：00～

19：00（時間外テンキー入館）　フローリング

www.daku.jp/agent/f5/1622.pdf

浜松町ダイヤハイツ（はままつちょうだいやはいつ） 10(1005) 事務所 6.82 敷2ヶ月 14,663 個別 － －込み 即入居可能
新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－

6.50. 敷2ヶ月 14,705 込み港区浜松町二丁目2番15号 8(802) 事務所 － －即入居可能
新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－ 個別

13,000 込み
2019年1

月上旬

www.daku.jp/agent/f5/22118.pdf

冷暖エ－ 制限有 個別正呂地(しょうろじ）ビル 2 事務所 14.50. 保6ヶ月

新耐震基準適合

www.daku.jp/agent/f5/01518.pdf

－ －

港区芝大門二丁目6番12号

新賃料の

1ヶ月

万代芝（ばんだいしば）ビル 2 事務所 18.70. 保7ヶ月 12,000 － －込み 即入居可能
新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－

www.daku.jp/agent/f5/2001.pdf

都営三田線「芝公園」駅徒歩3分

港区芝二丁目9番3号 ※1年以内の退去は違約金１ヶ月 新耐震基準適合

個別

※消費税等別途かかります。掲載内容につきましては変更される場合がありますので、ご了承ください。　　　　　　　　Page 7

http://www.daku.jp/agent/f5/1622.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/22118.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/01518.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/2001.pdf


2018年11月号

物件名/所在地 契約面積 保証金 賃料 共益費 償却 24Ｈ 個別 OA 男女別 機械

（物件番号）
（坪） ・敷金 （円/坪） （円/坪） 礼金 使用 空調 フロア トイレ 警備

2ヶ月 24H 男女 機械 都営三田線「芝公園」駅徒歩3分

なし 使用 共同 警備 都営浅草線「三田」駅徒歩6分

(i28159 ) S造　7F 1999年10月

2ヶ月 24H 男女 東京メトロ南北線「溜池山王」駅徒歩5分

なし 使用 共同 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩6分

(i3028 ) SRC造 B1/9F 1976年8月

10% 24H 男女 機械 東京メトロ南北線「溜池山王」駅徒歩5分

なし 使用 共同 警備 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩6分

(i02684 ) SRC造　B1/9F 1980年7月

2ヶ月 24H 機械 店舗 東京メトロ銀座線「赤坂見附」駅徒歩3分

なし 使用 警備 不可 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩7分

2ヶ月 24H 機械

なし 使用 警備

(i2792 ) SRC造　B1F/7F 1987年8月 2ヶ月 24H 機械

なし 使用 警備

設備構造・規模 竣工 状況 階別

◆ ダクグループ　おすすめ最新物件情報　◆ 　 http://www.daku.co.jp

24.75 保8ヶ月 13,500

用途 入居時期 更新料

即入居可能
新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－

店舗 交通/コメント

芝NA(しばえぬえー）ビル 3 事務所

新耐震基準適合　 定期借家契約5年（再契約可）　 再契約料：新賃料1ヶ月

www.daku.jp/agent/f5/28159.pdf

個別 －

港区芝三丁目6番10号

2,000

新陽ビル赤坂（しんようびるあかさか） 4 事務所 21.20. 保6ヶ月 11,000 個別 － －3,000
2019年3

月上旬

新賃料の

1ヶ月分
冷暖エ－

24.00. 保6ヶ月 12,000

港区赤坂二丁目10番16号

www.daku.jp/agent/f5/3028.pdf

2019年2

月上旬
なし 冷暖エ－赤坂スクエア（あかさかすくえあ）ビル 6(B) 事務所

保証金償却：解約時2年未満20％、2年以上10％、6年以上無し

www.daku.jp/agent/f5/02684.pdf

個別 －

港区赤坂二丁目10番16号

なし

赤坂余湖(あかさかよこ)ビル B1 事務所 18.48 敷8ヶ月 15,000

18,000

なし
2018年11

月上旬
なし 冷暖エ－

港区赤坂四丁目8番6号 4 事務所 46.96 敷8ヶ月 3,500 即入居可能 なし 冷暖エ駐

個別 － 男女別

3,500
2018年11

月上旬
なし

個別 － 男女別

個別 － 男女別

駐車場空なし　新耐震基準適合

5 事務所 41.00. 敷8ヶ月 18,000

※消費税等別途かかります。掲載内容につきましては変更される場合がありますので、ご了承ください。　　　　　　　　Page 8

www.daku.jp/agent/f5/2792.pdf
冷暖エ－

http://www.daku.jp/agent/f5/28159.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/3028.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/02684.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/2792.pdf


2018年11月号

物件名/所在地 契約面積 保証金 賃料 共益費 償却 24Ｈ 個別 OA 男女別 機械

（物件番号）
（坪） ・敷金 （円/坪） （円/坪） 礼金 使用 空調 フロア トイレ 警備

2ヶ月 24H 男女

なし 使用 共同

2ヶ月 24H 男女

なし 使用 共同

(i2790 ) SRC造　9F 1972年11月 2ヶ月 24H 男女

なし 使用 共同

10% 24H 機械 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅徒歩9分

なし 使用 警備 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩9分

(i3093 ) SRC造 B1/8F 1985年11月

2ヶ月 24H 飲食 東京メトロ日比谷線「東銀座」駅徒歩2分

なし 使用 不可 東京メトロ日比谷線「銀座」駅徒歩4分

(i28144 ) SRC造　B1/8F 1979年12月

1ヶ月 ＪＲ山手線「東京」駅徒歩3分

なし 東京メトロ銀座線「京橋」駅徒歩2分

1ヶ月

なし

(i6156 ) RC造 B1/6F 1964年6月

◆ ダクグループ　おすすめ最新物件情報　◆ 　 http://www.daku.co.jp

用途 入居時期 更新料 設備構造・規模 竣工 状況 階別 店舗 交通/コメント

赤坂表町(あかさかおもてまち）ビル 5(504) 事務所 12.50. 保10ヶ月 15,000 －3,000 即入居可能
新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－

保10ヶ月 15,000 3,000 即入居可能

個別 －

新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－ 個別 －

丸ノ内線「赤坂見附駅徒歩各3分

港区赤坂四丁目8番19号 5(506) 事務所 16.50. －

7(705) 事務所 13.50. 保10ヶ月 15,000 3,000 － －相談
新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－ 個別

アカサカセブンスアベニュー(あかさかせぶんすあべ
にゅー）

6(A60) 事務所

www.daku.jp/agent/f5/2790.pdf

新賃料の

1ヶ月
冷暖エ駐 集中

175.00

.
保12ヶ月 17,000 3,500

www.daku.jp/agent/f5/3093.pdf

－ 男女別

港区赤坂七丁目10番20号

即入居可能

陽光銀座三原橋（ようこうぎんざみはらばし）ビル 内 (内)2 事・店 38.92 保12ヶ月 27,000 個別 － 男女別 －込み 即入居可能
新賃料の

1ヶ月分
冷暖エ－

中央区銀座四丁目9番6号
スケルトン渡し(飲食不可）　 看板使用料：月額10,000円　 専用階段あり

エントランス開閉時間：6：30～22：30　新耐震基準適合

www.daku.jp/agent/f5/28144.pdf

八重洲五の五（やえすごのご）ビル 内 (内)4(A) 事務所 17.30. 保4ヶ月 12,000 制限有 個別 － 男女別3,000 即入居可能 なし 冷暖エ－ －

中央区八重洲二丁目6番5号 4(B) 事務所 11.47 保4ヶ月 12,000 3,000 男女別 －即入居可能 なし 冷暖エ－ 制限有

www.daku.jp/agent/f5/6156.pdf

※消費税等別途かかります。掲載内容につきましては変更される場合がありますので、ご了承ください。　　　　　　　　Page 9

定期借家契約（再契約相談） 使用時間7:30～22：00(日・祝休館) 保証会社に

加入して頂く事があり ます。八重洲ブックセンターまで 徒歩１分。貸会議室等

不可

個別 －

http://www.daku.jp/agent/f5/2790.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/3093.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/28144.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/6156.pdf


2018年11月号

物件名/所在地 契約面積 保証金 賃料 共益費 償却 24Ｈ 個別 OA 男女別 機械

（物件番号）
（坪） ・敷金 （円/坪） （円/坪） 礼金 使用 空調 フロア トイレ 警備

2ヶ月 24H 機械 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅徒歩4分

なし 使用 警備 JR京葉線「八丁堀」駅徒歩4分

(i7257 ) SRC造　8Ｆ 1977年5月

2ヶ月 24H 機械 ＪＲ総武線快速「馬喰町」駅徒歩2分

なし 使用 警備 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅徒歩4分

(i8242 ) S造　9F 1991年9月

なし 24H 機械 東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅徒歩2分

なし 使用 警備 都営新宿線「小川町」駅徒歩2分

なし 24H 機械

なし 使用 警備

(i28138 ) RS造　10F 2006年2月 なし 24H 機械

なし 使用 警備

新賃料の

1ヶ月分
24H 機械 東京メトロ丸ノ内線「大手町」駅徒歩5分

なし 使用 警備 東京メトロ半蔵門線「大手町」駅徒歩5分

新賃料の

1ヶ月分
24H 機械

なし 使用 警備

(i10723 ) RC造　7F 1984年8月

交通/コメント

◆ ダクグループ　おすすめ最新物件情報　◆ 　 http://www.daku.co.jp

構造・規模 竣工 状況 階別 用途

新富ミハマ（しんとみみはま）ビル 4(402) 事務所

設備 店舗入居時期 更新料

新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－ 個別59.70. 保8ヶ月 11,000 3,000

トイレ改修済

www.daku.jp/agent/f5/7257.pdf

－ 男女別

中央区新富一丁目15番3号

即入居可能

にほんばしゼニット(にほんばしぜにっと）ビル 3 事務所 34.77 保8ヶ月 12,000 個別 OA 男女別3,000
2019年3

月上旬

新賃料の

1ヶ月
冷暖エ－

中央区日本橋馬喰町一丁目1番2号 新耐震基準適合

www.daku.jp/agent/f5/8242.pdf

山城(やましろ)ビル 10(101) 事務所 37.37 保11ヶ月 13,000 個別 OA 男女別3,000
2019年1

月上旬
なし 冷暖エ－

57.26 保11ヶ月 13,000 3,000千代田区神田小川町一丁目1番 5(51) 事務所 OA 男女別 解約予告6ヶ月　新耐震基準適合即入居可能 なし 冷暖エ－ 個別

3,000 即入居可能7(71) 事務所 57.26 男女別

www.daku.jp/agent/f5/28138.pdf
なし 冷暖エ－ 個別 OA保11ヶ月 13,000

ミヤコ（みやこ）ビル 5 事務所 45.37 保6ヶ月 12,000 個別 － 男女別3,000 即入居可能 なし 冷暖エ－

45.37 保6ヶ月 12,000 3,000千代田区内神田一丁目5番4号 7 事務所 － 男女別 トイレ・給湯室は貸室面積に含みます（4.28坪）即入居可能 なし 冷暖エ－ 個別

※消費税等別途かかります。掲載内容につきましては変更される場合がありますので、ご了承ください。　　　　　　　　Page 10

www.daku.jp/agent/f5/10723.pdf

http://www.daku.jp/agent/f5/7257.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/8242.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/28138.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/10723.pdf


2018年11月号

物件名/所在地 契約面積 保証金 賃料 共益費 償却 24Ｈ 個別 OA 男女別 機械

（物件番号）
（坪） ・敷金 （円/坪） （円/坪） 礼金 使用 空調 フロア トイレ 警備

なし 24H 男女 東京メトロ南北線「四ツ谷」駅徒歩2分

35万 使用 共同 JR中央本線「四ツ谷」駅徒歩3分

(i13318 ) RC造 B1/7F 1978年1月

2ヶ月 24H 都営浅草線「浅草橋」駅徒歩3分

なし 使用 ＪＲ線「浅草橋」駅徒歩5分

(i16795 ) S造　6F 1985年11月

2ヶ月 24H 東急池上線「大崎広小路」駅徒歩5分

なし 使用 東急目黒線「不動前」駅徒歩6分

(i18359 ) RC造　B1/6F 1985年11月

なし 24H 男女 東京メトロ南北線「目黒」駅徒歩6分

なし 使用 共同 JR山手線「目黒」駅徒歩6分

なし 24H 男女

なし 使用 共同

(i19942 ) SRC造 8F 1975年4月

◆ ダクグループ　おすすめ最新物件情報　◆ 　 http://www.daku.co.jp

用途 入居時期 更新料 設備構造・規模 竣工 状況 階別 店舗 交通/コメント

フランセ（ふらんせ）ビル 3 事務所 14.00. 敷680000 12,142 個別 － －込み 即入居可能
新賃料の

1ヶ月分
冷暖エ－

保6ヶ月 9,000

新宿区四谷一丁目18番4号 新宿通りに面する　３線利用できます！

www.daku.jp/agent/f5/13318.pdf

新賃料の

1ヶ月分
冷暖エ－ＮＫグリーン（えぬけーぐりーん）ビル 4 事務所 48.40.

台東区浅草橋2丁目28番12号
室内照明ＬＥＤ　角地のオフィス　2007年外壁リニューアル済　　2013年6月

内階段リニューアル済 ※借家人賠償特約を付保したか家財保険に加入して頂き

ます。 1Ｆ薬局　※託児所不可

個別 － 男女別 －込み 即入居可能

8,000 3,000 即入居可能

www.daku.jp/agent/f5/16795.pdf

冷暖エ－ 個別 OA京測(けいそく）ビル 5 事務所 60.11 保7ヶ月

新耐震基準適合 保育園不可

www.daku.jp/agent/f5/18359.pdf

男女別 －

品川区西五反田7丁目18番2号

なし

目黒第１花谷（めぐろだい１はなたに）ビル 6(603) 事務所 16.16 保6ヶ月 8,000 個別 － －2,500 即入居可能 なし 冷暖エ－

14.38 保6ヶ月 8,000 2,500目黒区下目黒2丁目18番3号 6(606) 事務所 － －
キャンペーン中！賃料条件は2018年10月末までのお申込みに限ります。2013

年外壁修繕工事実施済 短期貸不可

2018年12

月上旬
なし 冷暖エ－ 個別

※消費税等別途かかります。掲載内容につきましては変更される場合がありますので、ご了承ください。　　　　　　　　Page 11

www.daku.jp/agent/f5/19942.pdf

http://www.daku.jp/agent/f5/13318.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/16795.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/18359.pdf
http://www.daku.jp/agent/f5/19942.pdf

