
       （別表）主なオフィス解約・移転事例

No テナント名 業種 解約or移転時期 解約物件 解約面積（坪） 新規賃借物件 賃借面積（坪） 備考

1 ミンカブ・ジ・インフォノイド 情報・通信業 2021年7月 住友不動産一ツ橋ビル 千代田区 神田神保町 252 住友不動産九段ビル 千代田区 九段北 311 グループ全体で2フロアに分散しているオフィスを1フロアに集約。

2 コタ 化学 2021年6月 Barbizon55 渋谷区 富ヶ谷 76 ガーデンキューブ渋谷神南 渋谷区 神南 220 立地改善目的。

3 デジタル庁 公的情報通信 2021年6月 東京虎ノ門グローバルスクエア 港区 虎ノ門 408 紀尾井タワー 千代田区 紀尾井町 2,000 9月1日発足新庁の拠点。立地を評価。ヤフー転出後のフロアに入居予定。

4 日本検査キューエイ サービス業 2021年6月 RBM築地ビル 中央区 新富 424 住友入船ビル 中央区 入船 291 2→1フロアに集約。築地リバーフロントへ移転のリンクバルが入居していた区画。

5 大日本住友製薬 医薬品 2022年半ば 住友商事八重洲ビル 中央区 京橋 1,594 東京日本橋タワー 中央区 日本橋 1,500 分散していた各部門を1フロアに集約。BCP強化。

6 ビットキー サービス業 2021年8月 WeWork東京スクエアガーデン 中央区 京橋 － 東京スクエアガーデン 中央区 京橋 750 拡張移転。移転元のWeWorkでは約270席を賃借。

7 クラレ 化学 2021年7月 大手センタービル 千代田区 大手町 3,600 常盤橋タワー 千代田区 大手町 不明 ABWを導入しオフィス環境を改善。

8 ピーシーデポコーポレーション 小売業 2022年1月 アリーナタワー 横浜市 港北区新横浜 425 横濱ゲートタワー 横浜市 西区高島 不明 オフィス環境整備。

9 コネクシオ 情報・通信業 2022年初頭 住友不動産新宿グランドタワー 他 新宿区 西新宿 不明 神谷町トラストタワー 港区 虎ノ門 不明 都内複数の事業所を集約。固定費削減、事業継続リスク減少など。

10 メドピア サービス業 2021年6月 野村不動産銀座ビル 中央区 銀座 194 築地松竹ビル 中央区 築地 473 子会社とともに1フロアを新たに賃借。従業員増加。ファシリティーやオフィス空間整備。

メドピアキャリアエージェント

メドクロス

Mediplat 東劇ビル 中央区 築地 不明

11 ウフル サービス業 2021年6月 ヒューリック神谷町ビル 港区 虎ノ門 470 神谷町トラストタワーWeWork内 港区 虎ノ門 － 40席賃借予定。業務を効率化しフレキシブルな働き方を推進。

12 PR TIMES サービス業 2022年2月 ヒューリック南青山ビル 港区 南青山 不明 赤坂インターシティ 港区 赤坂 548 分散するオフィスを集約。コロナ収束後も見据え移転前合計の約2.1倍に拡張。

外苑ビル 港区 南青山 不明

13 エクシオジャパン サービス業 2021年7月 GM21ビル 横浜市 西区北幸 100 横浜ランドマークタワー 横浜市 西区みなとみらい 75 企業イメージ向上、採用面での優位性確保。移転前2、3階計200坪超のうち2階を解約。

14 IMAGICA GROUP 情報・通信業 2021年10月 自社ビル 品川区 東五反田 不明 ザ・竹芝再開発（仮称） 港区 海岸 3,007 自社ビル含むエリアの再開発事業決定により移転。子会社と共に一棟借り。

IMAGICA EMS（子会社） 2021年11月 内幸町東急ビル 千代田区 内幸町 249 拠点 適化、不動産の有効活用、新しい働き方に合致したオフィス整備等を実現。

15 SMBC信託銀行 金融業 2021年7月 西新橋スクエア 港区 西新橋 530 三井住友銀行東館 千代田区 丸の内 不明 集約移転。社内やグループの一体化を促進。

新宿イーストサイドスクエア 新宿区 新宿 3,500

16 メタップスペイメント サービス業 2021年7月 住友不動産麻布十番ビル 港区 三田 不明 品川イーストワンタワー内SPACES品川 港区 港南 不明 契約期限を機にコワーキングオフィスに移転。

17 ランサーズエージェンシー 広告・人材紹介 2021年6月 渋谷東口ビル 渋谷区 渋谷 130 なし なし なし 親会社が入居するTOKYU REIT渋谷Rビルに集約。

18 R.connect 不動産業 2021年9月 第六DMJビル 港区 六本木 120 泉ガーデンタワー 港区 六本木 180 拡張移転。分散していたフロアを集約し業務を効率化。

19 バルクホールディングス 他 サービス業 2021年内 朝日生命須長ビル 他 中央区 日本橋馬喰町 不明 江戸見坂森ビル 港区 虎ノ門 262 集約移転。都内4ヶ所に分散するオフィスのうち3ヶ所を集約。事業間の連携強化等。

20 NTT‐AT 情報・通信業 2021年6月 ミューザ川崎セントラルタワー 川崎市 幸区大宮町 605 東京オペラシティタワー 新宿区 西新宿 608 川崎6フロア3600坪のうち1フロアを返却。他オフィスの返却・移転も検討中。

21 JOE 情報・通信業 2021年7月 半蔵門ビル 千代田区 麹町 430 UUR東陽町ビル 江東区 東陽 400 複数フロア→1フロア

22 マイクロアド 広告 2021年7月 渋谷ファーストプレイス 渋谷区 神泉町 268 渋谷インフォスタワー 渋谷区 桜丘町 不明 複数の関連会社とともに13Fに入居。業容拡大に伴い業務効率化を図る。

23 D2C　他 グループ会社 広告 2021年8月 野村不動産銀座ビル 中央区 銀座 不明 東京汐留ビルディング 港区 東新橋 1,700 事業拡大、グループのシナジー強化等。

24 NTTコミュニケーションズ 情報・通信業 2022年6月 汐留ビルディング 港区 海岸 （推定）9,000 なし なし なし 推定9,000坪弱を返却。オフィスのあり方を見直す。

25 丸紅エネルギー 卸売業 2021年7月 御茶ノ水杏雲ビル 千代田区 神田駿河台 540 住友不動産千代田富士見ビル 千代田区 富士見 410 ビルグレード改善。執務室をひとつの空間に集約し業務効率化を図る。

26 LIDDELL サービス業 2021年11月 ハニービル青山 渋谷区 神宮前 200 ミッドタウン・タワー 港区 赤坂 640 拡張移転。移転先推定共込賃料@3万台半ば。

27 ククレブ・アドバイザーズ 不動産ICT 2021年9月 神保町センタービル 千代田区 神田神保町 25 KANDA SQUARE GATE 千代田区 内神田 100 拡張移転。業務拡大。

28 トランス・コスモス サービス業 2022年3月 NBF渋谷ガーデンフロント 渋谷区 渋谷 4,400 なし なし なし 一棟借りを全て返却。既存オフィスへの集約を検討中の模様。

29 エーザイ 医薬品 不明 住友不動産飯田橋ビル3号館 新宿区 西五軒町 1,800 なし なし なし 文京区小石川の自社ビル（本社ビル）等に集約の情報有。

30 SBSホールディングス 他 陸運業 2022年2月 オリナスタワー 墨田区 太平 1,500 住友不動産新宿グランドタワー 新宿区 西新宿 2,400 各地傘下企業の集約の有無は不明。

31 東銀リース その他金融業 2022年3月 東京日本橋タワー 中央区 日本橋 不明 東京住友ツインビルディング東館 中央区 新川 800 移転元賃料高騰により経費削減目的で移転。

32 ギャバン 食品・飲料業 2022年 ギャバン本社ビル 中央区 入船 不明 八丁堀トーセイビル 中央区 新川 840

33 ユーザベース 他 情報・通信業 2022年春 TRI-SEVEN ROPPONGI 港区 六本木 620 三菱ビル 千代田区 丸の内 1,400 グループのニューズピックス等と共に移転。

34 インターコム 情報・通信業 2021年8月 反町商事ビル 台東区 台東 300 富士ソフト秋葉原ビル 千代田区 神田練塀町 343 コミュニケーションスペース等を拡充。

解約物件所在地 新規賃借物件所在地

（※）日経不動産マーケット情報（2021年6月1日～2021年9月30日）に基づき㈱中央不動産鑑定所横浜支所が作成。上記情報については、その正確性・信頼性・完全性について保証するものではありません。業種の分類は、東証業種名のほか、㈱中央不動産鑑定所横浜支所の独自調査に基づきます。
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35 IDOM 卸売業 2021年7月 東京ビルディング 千代田区 丸の内 （推定）1,700 日比谷パークフロント内WeWork 千代田区 内幸町 不明 JPタワーに本社を移転。移転により共込賃料は年間約5億円減少。本社は意思決定の場。

2022年2月 JPタワー 千代田区 丸の内 不明 日常業務等はサテライトオフィスや在宅で実施。

36 DYM ITサービス 2022年1月 第2オークラビル 品川区 西五反田 380 ゲートシティ大崎 品川区 大崎 1,200

37 パスロジ 情報・通信業 2021年8月 神田小川町三丁目ビル 千代田区 神田小川町 80 タキイ東京ビル 千代田区 神田神保町 143 業務拡大に伴う拡張移転。

38 ライトウェル システム開発 年末～2022年1月 上野NSビル 台東区 元浅草 600 住友不動産神田和泉町ビル 千代田区 神田和泉町 300

39 弁護士法人法律事務所オーセンス サービス業 2021年8月 黒崎ビル 港区 六本木 260 ミッドタウン・タワー 港区 赤坂 500 拡張移転。

40 デジタルデータソリューション 情報・通信業 2021年8月 サクセス銀座7ビル 中央区 銀座 200 六本木ヒルズ森タワー 港区 六本木 400 拡張移転。

41 イデアコンサルティング サービス業 2021年秋 HAGIWARA BLDG.1 渋谷区 広尾 105 恵比寿ガーデンプレイスタワー 渋谷区 恵比寿 不明 都内2ヶ所のオフィスを集約。

42 第一フロンティア生命保険 保険業
2021年9月～

2022年4月 大崎ウィズタワー 品川区 大崎 2,500 日比谷FORT TOWER 港区 西新橋 2,160 働き方改革を推進し、生産性向上とBCP強化を図る。

43 松田綜合法律事務所 他 サービス業 2022年5月 朝日生命大手町ビル 千代田区 大手町 152 大手町野村ビル 千代田区 大手町 206 拡張移転。業務提携するジーベック国際特許事務所と共に移転。

44 M&Aキャピタルパートナーズ サービス業 2023年1月 グラントウキョウノースタワー 千代田区 丸の内 460 東京ミッドタウン八重洲 A-1街区 中央区 八重洲 不明 拡張移転。エリアのランドマークとなる点を評価。

45 GRI、GRIアーツ サービス業 2021年8月 苔香園ビル 港区 芝公園 68 PMO浜松町II 港区 芝公園 98 拡張移転。賃料負担額は2.5倍に増加。共込坪3万円前後。

46 エイベックス 情報・通信業 2022年3月 エイベックスビル 港区 南青山 （延床）8,574 住友不動産麻布十番ビル 港区 三田 2,000 売却後（約720億円）、リースバックしていた旧自社ビルからの移転。

47 MAYA ホールディングス 他 情報・通信業 2021年8月 新宿野村ビル 新宿区 西新宿 254 新宿住友ビル 新宿区 西新宿 389 拡張移転。傘下企業含めた7社で賃借。

48 ロシュ・ダイアグノスティックス 医薬品 2021年9月 品川シーズンテラス 港区 港南 523 なし なし なし 既存オフィスを一部返却。

49 FABRIC TOKYO 小売業 2021年8月 南新宿星野ビル 渋谷区 千駄ヶ谷 230 住友不動産原宿ビル 渋谷区 神宮前 200 既存オフィスの契約終了に伴い移転。

50 みずほリサーチ&テクノロジーズ 情報・通信業 2022年3月 安田シーケンスタワー 千代田区 神田錦町 3,160 なし なし なし 一棟借りビルから転出。

51 大同生命保険 保険業 2022年2月 野村不動産日本橋本町ビル 中央区 日本橋本町 1,002 日本橋小網町スクエアビル 中央区 日本橋小網町 924 移転元ビル建て替えに伴う転出。

52 Natee 広告代理業 2021年8月 ピナス渋谷桜丘ガーデンコート 渋谷区 桜丘町 20 BIZCORE渋谷 渋谷区 渋谷 105 拡張移転。

53 グリフィン 他 食品販売・美容 2021年11～12月 A-PLACE恵比寿南 渋谷区 恵比寿南 90 恵比寿SSビル 渋谷区 恵比寿 223 拡張移転。

54 セキュアワークス 情報・通信業 2021年8月 ソリッドスクエアビル 川崎市 幸区堀川町 不明 Otemachi Oneタワー 千代田区 大手町 不明 同グループのデルが使用している17Fの一部を利用。

55 国際航業 空運業 2021年8～11月 六番町Kビル 千代田区 六番町 不明 新宿フロントタワー 新宿区 北新宿 1,000 集約移転。事業活動の効率性と利便性を図る。新しい働き方実践のための環境構築。

国際ビル 千代田区 丸の内 不明

56 ワールドカラー グラフィック製作 2021年9月 ワールドカラー本社ビル（自社ビル） 千代田区 神田神保町 不明 神田スクエアフロント 千代田区 神田錦町 不明

57 ゼネラルパートナーズ サービス業 2021年9月 京橋第一生命ビルディング 中央区 京橋 90 飯野ビルディング内クロスオフィス日比谷 千代田区 内幸町 7 移転元建替による転出。シェアオフィスを活用し新しい働き方を実現させる。

58 日立金属 鉄鋼 不明 品川シーズンテラス 港区 港南 （推定）3,000 豊洲プライムスクエア 江東区 豊洲 （推定）900 中期経営計画において働き方改革によるコーポレート経費縮減を挙げている。

59 GCIアセット・マネジメント 投資運用業 2021年9月 千代田ファーストビル東館 千代田区 西神田 160 常盤橋タワー 千代田区 大手町 34 オフィスのあり方を見直し。総賃料負担額4割減。

60 JFE商事 他 卸売業
2021年10月～

2022年5月 JFE商事ビル 千代田区 大手町 （延床）4,318 新大手町ビル 千代田区 大手町 不明
移転元ビルが再開発（常盤橋開発計画）エリア内にあるためグループ計約10社と共に移転。

3フロア弱（基準階1,627坪）を賃借。

61 クライム 情報・通信業 2021年11月 八重洲ダイビル 中央区 京橋 不明 常盤橋タワー 千代田区 大手町 不明 移転元ビルは八重洲二丁目中地区再開発事業区域内に立地。

62 日本カストディ銀行 銀行業 不明 なし なし なし KDX晴海ビル 中央区 晴海 780 新たな分室の開設。本社は晴海アイランドトリトンスクエア（中央区晴海）。

63 ツクルバ 不動産業 不明 なし なし なし 恵比寿SSビル 渋谷区 恵比寿 223 拡張のための新規賃借とみられる。本社（第二育良ビル・目黒区上目黒）の移転は不明。

64 エフオン、エフバイオス 電気・ガス業 2021年12月 東京スクエアガーデン 中央区 京橋 150 グラントウキョウサウスタワー 千代田区 丸の内 300 拡張移転。面積は約2倍に拡大する一方、賃料負担の増加はこれ以下のもよう。

65 東電不動産 不動産業 不明 なし なし なし リビエラ南青山ビルA館 港区 南青山 900

66 シック・ホールディングス 他 サービス業 2021年12月 四谷ISYビル 新宿区 四谷 不明 KDX飯田橋スクエア 新宿区 新小川町 140 子会社の異動に伴う移転。移転元の解約は5フロアのうち一部。移転先賃料は坪2万弱。

67 ソニー・ライフケア 他 介護 2021年9月 渋谷パインビル 渋谷区 渋谷 127 川崎砂子ビルディング 川崎市 川崎区砂子 197 集約移転。

プラウドライフ 横浜西口KNビル 横浜市 西区北幸 84

68 テテマーチ ITサービス 2021年11～12月 西五反田プレイス 品川区 西五反田 95 オリックス目黒ビル 目黒区 目黒 204 拡張移転。

69 川田テクノシステム 情報・通信業 2021年9月 AKビル 北区 滝野川 不明 JR神田万世橋ビル 千代田区 神田須田町 不明 拡張移転。部門集約。

サンフィールドビル 台東区 東上野 不明

70 システムイオ システム開発 2021年12月 三田3丁目MTビル 港区 三田 195 田町スクエア 港区 芝 238 拡張移転。テレワークを継続しやすいオフィス環境を整備。

（※）日経不動産マーケット情報（2021年6月1日～2021年9月30日）に基づき㈱中央不動産鑑定所横浜支所が作成。上記情報については、その正確性・信頼性・完全性について保証するものではありません。業種の分類は、東証業種名のほか、㈱中央不動産鑑定所横浜支所の独自調査に基づきます。
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       （別表）主なオフィス解約・移転事例

No テナント名 業種 解約or移転時期 解約物件 解約面積（坪） 新規賃借物件 賃借面積（坪） 備考解約物件所在地 新規賃借物件所在地

71 富士通 他 グループ会社 電気機器 随時 汐留シティーセンター 港区 東新橋 1,200 なし なし なし 2022年度までに、オフィス規模を現状の50％程度にする予定。

虎ノ門ツインビル西館 港区 虎ノ門 880 本社の汐留シティーセンターは一部返却。

品川インターシティC棟 港区 港南 4,200 JR川崎タワーへの集約情報あり。

シーバンスN館 港区 芝浦 3,300

トレードピアお台場 港区 台場 3,300

G-7ビル 中央区 銀座 1,000

新宿パークタワー 新宿区 西新宿 1,600

野村不動産武蔵小杉ビルN棟 川崎市 中原区中丸子 2,100

武蔵小杉タワープレイス 川崎市 中原区小杉町 3,000

横浜三井ビル 横浜市 西区高島 1,100

72 ゼネテック 情報・通信業 2021年12月 ビッグス新宿ビル 新宿区 新宿 278 新宿アイランドタワー 新宿区 西新宿 （合計）238 多様化する働き方に対応。人材採用面での優位性確保やコミュニケーション活性化も目的。

新宿グリーンタワー 新宿区 西新宿 上記に含む 業容拡大による拡張に備え「東京事業所（仮称）」を新設。

73 汐留パートナーズ 他 サービス業 2022年3月 第2丸高ビル 中央区 銀座 230 汐留シティセンター 港区 東新橋 230 ブランド力や採用面での優位性を高めるねらい。

74 商船三井フェリー 他 海運業 2021年9月 八重洲ダイビル 中央区 京橋 不明 秋葉原ダイビル 千代田区 外神田 不明 既存ビルに建て替え計画あり。

75 クックビズ サービス業 2021年9月 新橋アイマークビル 港区 新橋 110 神宮前タワービルディング内エグゼクティブセン
ター

渋谷区 神宮前 － 4部屋、22席を賃借予定。社内外とのコミュニケーション停滞を解消するねらい。

76 協栄産業 卸売業 2022年4～6月 本社ビル 渋谷区 松濤 884 品川シーサイドキャナルタワー 品川区 東品川 840以上 集約移転。新規坪数は推定。既存の本社ビルは売却予定。

東京流通センター・アネックスビル 大田区 平和島 990 働き方の変化に対応した職場環境整備により、人材確保につなげる目的もある。

77 スパイダープラス 情報・通信業 2022年5月 東京信用金庫本店ビル 豊島区 東池袋 280 住友不動産虎ノ門タワー 港区 虎ノ門 不明 拡張移転。賃借面積は既存ビルから2倍以上となる模様。

78 ライスカレー 広告業 2021年12月 アシジ神泉ビル 渋谷区 神泉町 102 渋谷マークシティ 渋谷区 道玄坂 133 拡張移転。

79 第一生命保険 保険業 不明 GINZA SIX 中央区 銀座 1,800 紀尾井タワー 千代田区 紀尾井町 1,500

80 あずさ監査法人 サービス業 2021年9月 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 千代田区 大手町 1,300 なし なし なし 大手町は一部返却。オフィススペースの効率化が目的。

2022年4月 S-GATE大手町北 千代田区 内神田 400

81 アルビオン 化学 不明 ヒューリック銀座ビル 中央区 銀座 不明 住友生命八重洲東ビル 中央区 京橋 （推定）716 既存ビルに建て替え計画あり。

82 ノースサンド コンサルティング 2021年12月 ヒューリック銀座ビル 中央区 銀座 231 歌舞伎座タワー 中央区 銀座 236 既存ビルに建て替え計画あり。従業員増加と多様な働き方に対応する目的。

（※）日経不動産マーケット情報（2021年6月1日～2021年9月30日）に基づき㈱中央不動産鑑定所横浜支所が作成。上記情報については、その正確性・信頼性・完全性について保証するものではありません。業種の分類は、東証業種名のほか、㈱中央不動産鑑定所横浜支所の独自調査に基づきます。
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