
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 三井物産アイ・ファッション アパレル 不明 ヒューリック青山ビル 港区 北青山 不明 AKASAKA K-TOWER 港区 元赤坂 （推定）1,960 2022年1月1日付で実施の日鉄物産との統合が移転理由とみられる。

日鉄物産ビル 港区 赤坂 不明

2 グラニフ アパレル 不明 住友不動産青山通ビル 渋谷区 渋谷 159 住友不動産原宿ビル 渋谷区 神宮前 （推定）200 2021年9月に事業領域拡大の方針を打ち出している。

3 マルイチ産商 卸売業 2021年10月 ニチレイ東銀座ビル 中央区 築地 不明 メブクス豊洲 江東区 豊洲 330 集約移転。商品調達力の向上や業務の効率化を図る。

水産仲卸売場棟 江東区 豊洲 不明

4 三菱地所ホーム 建設業 2022年上期 国際新赤坂ビル東館 港区 赤坂 （推定）1,000 新宿イーストサイドスクエア 新宿区 新宿 不明 既存ビルの建て替え計画が移転理由とみられる。

5 USTRUST 不動産業 2022年春 住友不動産池袋西口ビル 豊島区 西池袋 （推定）118 新宿住友ビル 新宿区 西新宿 （推定）180

6 東京日産コンピュータシステム 卸売業 2022年2月 東急不動産恵比寿ビル 渋谷区 恵比寿 （推定）362 恵比寿ビジネスタワー 渋谷区 恵比寿 不明 オフィスの在り方と働き方を見直し、働きやすさと合理性を追求して経営効率の向上を図る。

7 東洋佐々木ガラス ガラス食器製造 2022年4月 なし なし なし ヒューリック五反田山手通ビル 品川区 西五反田 134 東京都内2ヶ所目のショールームとして利用。

8 日本オラクル 情報・通信業 2022年3月 赤坂センタービルディング 港区 元赤坂 426 なし なし なし 入居中の12階の一部と13～15階のうち14階の1フロアを返却。

9 ブレインパッド 情報・通信業 2022年5月 白金台ビル 港区 白金台 712 六本木ティーキューブ 港区 六本木 1,045 分散するオフィスを集約し組織力を強化。

JR東急目黒ビル 品川区 上大崎 299 今後の人員増やアフターコロナを見据え、働き方の変化に対応する狙いもある。

10 めぶきフィナンシャルグループ、
常陽銀行

銀行業 2022年1月 八重洲三井ビルディング 中央区 八重洲 700 三井二号館 中央区 日本橋室町 210 既存ビルが再開発エリア内にあるため転出。移転先では法人営業に特化。
リテール部門に必要なスペースが不要となるため減床。

11 MSD、日本MSD 医薬品 2022年7月 北の丸スクエア 千代田区 九段北 （推定）1,500 なし なし なし 入居中の2～13階のうち2～4階を返却。

12 シンガポール航空 空運業 不明 有楽町ビル 千代田区 有楽町 366 KANDA SQUARE内WeWork 千代田区 神田錦町 不明 既存ビルに建て替え計画あり。

13 大和財託 不動産業 2022年3月 東京海上日動ビルディング 渋谷区 渋谷 57 渋谷クロスタワー 渋谷区 渋谷 150 拡張移転。事業拡大による従業員増加に加え、新事業を手掛けることからオフィスを拡張。

14 東京海上日動HRA 教育研修サービス 2021年11月 東京海上日動ビルディング新館 千代田区 丸の内 不明 新大手町ビル 千代田区 大手町 不明 既存ビルに建て替え計画があるため転出。

15 三菱UFJインフォメーションテクノロジー 情報・通信業 2023年秋 晴海フロント 中央区 晴海 （推定）1万弱 なし なし なし 中野事業所を構える中野セントラルパークサウス（中野区）に移転予定。借り増しはなし。

16 フェニシス 情報・通信業 2021年10月 マウンテンビル 中央区 東日本橋 （推定）168 VPO東日本橋 中央区 東日本橋 （推定）111 本社移転。

17 東京海上日動メディカルサービス サービス業 2021年11月 国際新赤坂ビル東館 港区 赤坂 （推定）642 新青山ビル東館 港区 南青山 （推定）505 本社移転。既存ビルの建て替えに伴い転出。

18 LAETOLI 不動産業 2021年11月 青山タワービル 港区 南青山 （推定）50 D-LIFEPLACE南青山 港区 南青山 （推定）200 拡張移転。賃料負担は5割程度増加。

19 フロンティアコンサルティング オフィス内装 2022年1月 WAKAMATSU BUILDING 中央区 日本橋本町 290 大手町ビル 千代田区 大手町 330 働き方改革が進むなか、より良いオフィス環境を構築するねらい。賃料負担額は増加。

20 フェスタリアホールディングス、
サダマツ

小売業 2022年2月 京急建設イマスビル 目黒区 中目黒 194 KDX西五反田ビル 品川区 西五反田 100 テレワーク定着により業務に支障がないためオフィスを縮小。賃料負担は6割程度減少。

移転先の共込賃料は1万円台半ば。

21 日本年金機構 公社・官庁 不明 不明 不明 不明 芝浦清水ビル 港区 芝浦 （推定）1,200 詳細不明。本部は杉並区高井戸西3丁目。港区内では住友東新橋ビル3号館に所在。

22 サンユテクノスプラントエンジニアズ プラント設計 2021年12月 住友不動産上野ビル7号館 台東区 根岸 （推定）280 住友不動産上野ビル2号館 台東区 北上野 （推定）206 テレワーク実施のため面積縮小により効率化。立地改善による企業イメージ向上もねらい。

23 エピック・パートナーズ・インベストメンツ 投資助言・代理 2021年11月 霞が関コモンゲート西館 千代田区 霞が関 （推定）300 神谷町トラストタワー 港区 虎ノ門 （推定）95 テレワーク実施のため面積縮小により効率化。移転先の立地や設備等を評価。

24 ジャパンビバレッジ、ジャパンビバ
レッジホールディングス

食品業 不明 エステック情報ビル 新宿区 西新宿 （推定）306 住友不動産新宿グランドタワー 新宿区 西新宿 （推定）600 拡張移転。

25 グラクソ・スミスクライン 医薬品 2022年8月 赤坂インターシティAIR 港区 赤坂 （推定）1,023 なし なし なし オフィス最適化の検討をしている模様。

26 ジュン アパレル 2021年内 ヒューリック青山外苑東通ビル 港区 南青山 （推定）1,136 D-LIFEPLACE南青山 港区 南青山 （推定）808 フロア数を減らし従業員同士のコミュニケーション活性化をねらう。オフィス環境整備もねらい。

27 信金キャピタル M&A支援 2021年11月 信用金庫会館京橋別館 中央区 京橋 75 兼松ビルディング 中央区 京橋 153 拡張移転。事業拡張に伴い本社機能を拡充。

28 メドレー 情報・通信業 2022年6月 住友不動産六本木グランドタワー 港区 六本木 不明 六本木ヒルズ森タワー 港区 六本木 不明 グループ会社と共に移転予定。BCP対応に優れている点を評価。経済合理性等も総合的に勘案。

29 銀泉 保険・不動産 不明 不明 不明 不明 汐留ビルディング 港区 海岸 （推定）1,500 詳細は不明。東京本社は銀泉九段南ビル（千代田区九段南）。

30 イトーピアホーム 建設業 2021年11月下旬 柳屋ビルディング 中央区 日本橋 不明 第一びる本館 江東区 木場 （推定）354 本社を移転するもよう。

31 パルグループホールディングス 小売業 2021年11月下旬 不明 不明 不明 京セラ原宿ビル 渋谷区 神宮前 370 集約移転。移転元は移転先ビルの周辺に構えるオフィス。渋谷区神宮前の東京本社は移転しない。

32 新幹線エンジニアリング 輸送用機器 2021年11月 朝日生命大手町ビル 千代田区 大手町 不明 三井住友海上テプコビル 中央区 京橋 不明 移転理由などの詳細は不明。移転元ビルは大手町二丁目常盤橋地区の再開発エリア内に立地。

33 カイロスマーケティング 情報・通信業 2022年4月 南新宿JEBL 渋谷区 千駄ヶ谷 （推定）115 住友不動産原宿ビル 渋谷区 神宮前 200 拡張移転。フロア内に柱がない点を評価。

34 プロパティデータバンク 情報・通信業 2022年4月 浜松町セントラルビル 港区 浜松町 （推定）234 浜松町スクエア 港区 浜松町 274 事業拡大を見込みオフィスを拡張するとともに、分散するフロアを集約し業務を効率化する。

35 ジェイ・ワン・プランニング 不動産業 2021年12月 恵比寿ガーデンプレイスタワー 渋谷区 恵比寿 不明 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー 千代田区 有楽町 100 将来の人員増加などを見据え移転を決定。

解約物件所在地 新規賃借物件所在地

1

（別表）主なオフィス解約・移転事例

（※）日経不動産マーケット情報（2021年10月1日～2022年1月31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。



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

36 三菱化工機、三菱化工機アドバンス 機械
2021年11月～

2022年1月
自社ビル 川崎市 川崎区宮前町 不明 ソリッドスクエア東館 川崎市 幸区堀川町 1,500 川崎市内で分散しているオフィスを2ヶ所に集約し、業務効率化と人材採用の強化を図る。

自社ビル 川崎市 川崎区大川町 不明 移転元の本社は川崎区大川町の自社ビル。登記上の本社は移転しない。

ソリッドスクエア西館 川崎市 幸区堀川町 250 移転に伴い、川崎区宮前町とソリッドスクエア西館のオフィスを閉鎖する。

37 ビジョン・コンサルティング コンサルティング 2022年4～5月 ワールド四谷ビル 新宿区 四谷 （推定）74 六本木ヒルズ森タワー 港区 六本木 不明 39階に移転予定。事業の拡大に伴い、大規模ビルへの入居の必要性を感じたため移転。

38 エストゥルース、エストゥルース・
ホームズ

不動産業 2021年11月 Daiwa渋谷スクエア 渋谷区 南平台町 （推定）96 E・スペースタワー 渋谷区 円山町 （推定）149

39 ノーリーズ アパレル 不明 不明 不明 不明 京セラ原宿ビル 渋谷区 神宮前 400 本社は銀座アーバン21ビル（銀座1丁目）。銀座大作ビル（銀座2丁目）にもオフィスを構えている。

40 サンケイビルマネジメント 不動産業 不明 NBF御茶ノ水ビル 千代田区 神田駿河台 不明 日比谷セントラルビル 港区 西新橋 （推定）580

41 IIMヒューマン・ソリューション 情報・通信業 2021年11月 NTT日比谷ビル 千代田区 内幸町 不明 日土地内幸町ビル 千代田区 内幸町 （推定）240 既存ビルに建て替え計画あり。

42 山善 卸売業 不明 TOC有明イーストタワー 江東区 有明 （推定）1,100 有明セントラルタワー 江東区 有明 （推定）1,500

43 コンバースジャパン 卸売業 2021年12月 AKASAKA K-TOWER 港区 元赤坂 （推定）392 第10荒井ビル 渋谷区 神宮前 （推定）447 移転先ビルを一棟借り。移転先ビルは以前エイベックスのアーティスト養成スクールが所在。

44 浜松ホトニクス 電気機器 2021年12月 虎ノ門33森ビル 港区 虎ノ門 250 常盤橋タワー 千代田区 大手町 270 交通利便性を向上させる。ショールームを充実させ、ステークホルダーへの情報発信力を高める。

45 第一ビルディング 不動産業 不明 京橋第一生命ビルディング 中央区 京橋 不明 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 品川区 大崎 不明 京橋の既存ビルに建て替え計画あり。

相互住宅 五反田ファーストビル 品川区 西五反田 不明

46 長瀬産業 卸売業 不明 自社ビル 中央区 日本橋小舟町 （延床）17,586 常盤橋タワー 千代田区 大手町 （推定）2,300 自社ビル建て替えに伴う仮移転。田辺三菱製薬が入居を取り止めたフロアに入居するとみられる。

47 楽天グループ サービス業 不明 なし なし なし NBF品川タワー 港区 港南 （推定）4,000 推定10フロア（8～17F）を増床。現在、同ビルの18～28F、推定4,576坪を賃借中。

48 三基商事 食料品 不明 不明 不明 不明 渋谷ヒカリエ 渋谷区 渋谷 （推定）360 現在本社は自社ビル（渋谷区渋谷）に置いている。当該ビル等からの転出の有無は不明。

49 東洋船舶 船舶関連事業 2021年12月 丸の内トラストタワーN館 千代田区 丸の内 350 常盤橋タワー 千代田区 大手町 430 拡張移転。現本社と立地が変わらない点を評価。新しい価値の創出と働き方改革を促進。

50 スギノマシン 機械製品 2021年12月 日本橋本町1丁目ビル 中央区 日本橋本町 160 オリナスタワー 墨田区 太平 80 縮小移転。テレワークを実施しており、オフィスを効率化するねらいがある。

51 ダブルスタンダード 情報・通信業 2022年3月 住友生命赤坂ビル 港区 赤坂 不明 ヒューリック青山外苑東通ビル 港区 南青山 （推定）304 拡張移転。オフィス環境を整備して業務を効率化するねらいもある。

52 atama plus 情報・通信業 2021年12月 目黒テクノビル 品川区 西五反田 500 住友不動産麻布十番ビル 港区 三田 800 拡張移転。総賃料負担額は移転前の約2倍。将来的には1フロア、約1,200坪に拡張したい考え。

53 プラスアルファ・コンサルティング 情報・通信業 2022年3月 住友浜松町ビル 港区 浜松町 不明 汐留住友ビル 港区 東新橋 （推定）742 拡張移転。

54 JSOL 情報・通信業 2022年10月 晴海センタービル 中央区 晴海 （合計）3,800 （仮称）九段南一丁目プロジェクト 千代田区 九段南 2,250 集約移転。面積は約4割減少するが、賃料負担は約2割増加。

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 中央区 晴海 上記に含む 立地改善による人材確保の目的もある。

55 パソナグループ サービス業 不明 日本ビルヂング 千代田区 大手町 約23,000 エイベックスビル 港区 南青山 （延床）8,600 移転先ビルを一棟借り。既存ビルは常盤橋街区再開発PJ地区内に立地。

56 オレンジページ 情報・通信業 不明 A-PLACE新橋 港区 新橋 （推定）480 三田国際ビル 港区 三田 （推定）200 本社移転。

三田国際ビルアネックス 港区 三田 （推定）40

57 エムスリー サービス業 不明 不明 不明 不明 東京住友ツインビルディング東館 中央区 新川 （推定）1,300 移転元ビルは不明。本社は赤坂インターシティ。その他、都内の複数のビルに子会社が入居中。

58 昭光通商 卸売業 不明 芝パークビルB館 港区 芝公園 （推定）905 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 港区 芝浦 （推定）430

59 TAPP 不動産業 2021年12月 ラウンドクロス渋谷 渋谷区 渋谷 （推定）56 品川シーズンテラス 港区 港南 （推定）150 拡張移転。分散するオフィスを集約し業務を効率化する狙いもある。

青山ホワイトアドビービル 渋谷区 渋谷 （推定）40 移転先が大規模ビルで、企業ブランドの確立や信用力強化にふさわしいと判断。

60 GameWith サービス業 2022年1月 六本木ヒルズ森タワー 港区 六本木 （推定）200 なし なし なし 住友不動産麻布十番ビルに本社を移転。推定420坪を賃借済みであるが借り増しはしない。

61 シンプロット・ジャパン 食料品 2022年1月 有楽町電気ビル北館 千代田区 有楽町 59 MFPR渋谷ビル 渋谷区 渋谷 129 拡張移転。キッチン設備を備えている点を評価。

62 ケイラインロジスティックス 他 物流 2022年1月 KLL日本橋ビル 中央区 日本橋本町 520 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーⅩ棟 中央区 晴海 592 複数フロアに分散しているオフィスを1フロアに集約し生産性向上をめざす。賃料負担は2割増加。

63 テクマトリックス 他 情報・通信業 2022年12月 国際興業三田第2ビル 港区 三田 不明 品川シーズンテラス 港区 港南 1,500 集約移転。賃借面積は減少し、総賃料負担額も若干減少する。

クロス・ヘッド 恵比寿ガーデンプレイスタワー 渋谷区 恵比寿 不明 グループ会社を集約し連携強化を図る。テレワークを継続するため、新しいオフィス空間を構築

山崎情報設計 理工図書ビル 千代田区 一番町 不明 したり、災害時のBCP対応を強化したりする狙いもある。

64 東京製綱 金属製品 2022年8月 日本橋フロント 中央区 日本橋 （推定）749 澁澤シティプレイス永代 江東区 永代 500 縮小移転。働き方の変化に対応した規模と機能のオフィスにする。総賃料負担額は4割減少。

65 ヘッドウォータース 情報・通信業 2022年3月 新宿イーストスクエアビル 新宿区 新宿 118 新宿アイランドタワー 新宿区 西新宿 70 縮小移転。総賃料負担額は35％減少。移転先の設備や築年などを評価。

66 インペリアル・ブランズ・ジャパン たばこ 不明 オークラ プレステージタワー 港区 虎ノ門 230 なし なし なし オフィスの閉鎖に伴う転出。既存ビルには2020年に入居した。

67 HITOWAホールディングス 医療・福祉関連 不明 アークヒルズ サウスタワー 港区 六本木 不明 品川インターシティC棟 港区 港南
（推定）560～

650
賃借面積は不明だが、入居していた移転元ビルの19F・284坪が2022月9月上旬入居可能という条
件でテナントを募集している。

68 フリー 他 情報・通信業 2022年8月 五反田ファーストビル 品川区 西五反田 （推定）1,459 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 品川区 大崎 3,462 オフィス面積は約2倍に拡大。

サイトビジット オームビル 千代田区 神田錦町 （推定）113 移転を機にコミュニケーションの機会を創出し、事業の成長を促進する狙いもある。

2

（別表）主なオフィス解約・移転事例

（※）日経不動産マーケット情報（2021年10月1日～2022年1月31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。



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

69 ハリズリー サービス業 不明 ワカ末ビル 中央区 日本橋本町 （推定）160 REVZO日本橋堀留町 中央区 日本橋堀留町 （推定）560 既存ビルに建て替え計画あり。

70 LIXIL、一部グループ会社 金属製品 2022年8月 自社ビル3棟 江東区 大島 （延床）56,812 住友不動産大崎ガーデンタワー 品川区 西品川 2,008 移転によってスペースを効率化し、新オフィスをコミュニケーションが生まれる場として整備する。

71 日経メディアマーケティング サービス業 不明 鎌倉河岸ビル 千代田区 内神田 （推定）326 日本橋三丁目スクエア 中央区 日本橋 （推定）262

72 日新 倉庫・運輸関連業 2022年2月 永新ビル 千代田区 三番町 （延床）2,345 住友不動産半蔵門駅前ビル 千代田区 麹町 （推定）1,500 東京本社を移転。登記上の本店は横浜市中区尾上町のニッセイ横浜尾上町ビル。

73 ピンタレスト・ジャパン 画像検索・共有 不明 渋谷マークシティウエスト内リージャス 渋谷区 道玄坂 不明 渋谷ヒカリエ内JustCo 渋谷区 渋谷 （推定）300 拡張移転。

74 フジシール 他 その他製品 2022年1月 丸の内中央ビル 千代田区 丸の内 不明 WATERRAS TOWER 千代田区 神田淡路町 （推定）450 グループ会社と共に移転。グループの連携強化と新しい働き方への対応を図る。

神田システムビル 千代田区 神田紺屋町 不明

75 メディアシーク 情報・通信業 2022年1月 Daiwa麻布テラス 港区 南麻布 242 白金高輪ステーションビル 港区 白金 87 縮小移転。テレワークに伴い、オフィス環境を見直す。

76 アニエスベージャパン アパレル 2022年1月 MFPR六本木麻布台 港区 六本木 （推定）370 新目黒東急ビル 品川区 上大崎 （推定）247

77 コンソナント・インベストメント・マネジメント 資産運用業 2021年12月 六本木ヒルズ森タワー 港区 六本木 60 R7ビルディング内SPACES六本木 港区 六本木 50 一時的な転出。2022年夏ごろをめどに再び移転元の別フロアに本社を移転予定。

78 アイペット損害保険 他 保険業 2022年春 MFPR六本木麻布台ビル 港区 六本木 （推定）740 NBF豊洲ガーデンフロント 江東区 豊洲 （推定）564 グループ会社と共に移転。コミュニケーションを高める仕組みを導入する目的。

79 ドミノ・ピザ ジャパン 小売業 不明 紀繁ビル 千代田区 岩本町 （推定）154 oak meguro 品川区 上大崎 （推定）519

80 一蔵 サービス業 2022年3月 丸の内トラストタワーＮ館 千代田区 丸の内 不明 京王神田須田町ビル 千代田区 神田須田町 不明 移転によりオフィスの機能と規模、コストを見直す。

81 NTTコム エンジニアリング 情報・通信業 2022年5月 シーバンスS館 港区 芝浦 （推定）1,800 なし なし なし 3,000坪超のうち一部を返却。2021年秋頃、本社を置くシーバンスN館借り増しの情報あり。

82 東京ソワール 繊維製品 2022年8月 新青山ビル西館 港区 南青山 （推定）480 G-7ビルディング 中央区 銀座 （推定）357 一部テレワークを実施しており、オフィススペースを効率化する狙いがある。

83 日本テキサス・インスツルメンツ 電気機器 2022年2月 西新宿三井ビルディング 新宿区 西新宿 （推定）950 品川シーズンテラス 港区 港南 不明 移転によりオフィスを縮小するとみられる。

84 ドール 水産・農林業 不明 三番町彌生館 千代田区 三番町 不明 Daiwaリバーゲート 中央区 日本橋箱崎町 （推定）600 既存ビルに建て替え計画あり。

85 ENECHANGE 情報・通信業 2022年7月 日本ビル 千代田区 大手町 169 東京スクエアガーデン内WeWork 中央区 京橋 － 56席賃借予定。コミュニケーションの活発化とオフィススペースの共有によるコスト削減を図る。

86 ニッポンレンタカーサービス サービス業 不明 ONEST神田スクエア 千代田区 神田紺屋町 （推定）259 REVZO日本橋堀留町 中央区 日本橋堀留町 （推定）280 神田オフィスの移転。富士ソフトビル（千代田区神田練塀町）に構える本社は移転しない。

87 クリーチャーズ 情報・通信業 不明 飯田橋グラン・ブルーム 千代田区 富士見 不明 （仮称）九段南一丁目プロジェクト 千代田区 九段南 （推定）1,100

88 エル・ティー・エス サービス業 2022年10月 KDX新宿286ビル 新宿区 新宿 （推定）340 赤坂センタービルディング 港区 元赤坂 426 拡張移転。交通利便性、企業ブランディングへの寄与、セキュリティー対策、眺望などを評価。

89 インフィニオン テクノロジーズ ジャパン 半導体 不明 ゲートシティ大崎イーストタワー 品川区 大崎 （推定）859 NBF渋谷ガーデンフロント 渋谷区 渋谷 3,700

90 サイバーセキュリティクラウド 情報・通信業 2022年4月 VORT恵比寿maxim 渋谷区 東 （推定）104 JR東急目黒ビル 品川区 上大崎 （推定）320 拡張移転。吸収合併予定の子会社と共に移転。駅直結で交通利便性が高い点を評価。

ソフテック 三軒茶屋堀商ビル 世田谷区 太子堂 （推定）48 事業拡大に伴う人員増加や合併に伴う執務スペースの確保、業務の効率化が狙い。

91 コンフィデンス サービス業 2022年5月 成信ビル 新宿区 新宿 不明 ビッグス新宿ビル 新宿区 新宿 不明 拡張移転。経費を抑えながらオフィスを拡張する。オフィス面積は約1.5倍に増加。

92 ファインデックス 情報・通信業 2022年4月 朝日生命大手町ビル 千代田区 大手町 不明 東京サンケイビル 千代田区 大手町 不明

93 兼松アドバンスド・マテリアルズ 卸売業 2022年5月 川庄ビル 中央区 日本橋小伝馬町 不明 VPO東日本橋 中央区 東日本橋 （推定）111 子会社を集約し連携を強化。移転により面積・賃料は増加。賃料は坪2万円台前半。

寒川商事、ケイユー サンケエホワイトビル 台東区 台東 不明 高グレードビルに移転し、採用面での優位性を確保する狙いもある。

94 日本設備工業 設備工事 不明 東茅場町有楽ビル 中央区 新川 （推定）482 Daiwaリバーゲート 中央区 日本橋箱崎町 （推定）600 一部の部署を移転。

95 ファイントゥデイ資生堂 化学 2022年1月 日本生命浜松町クレアタワー 港区 浜松町 不明 品川グランドセントラルタワー 港区 港南 （推定）490

96 オープンエイト サービス業 2022年1月 渋谷インフォスタワー 渋谷区 桜丘町 （推定）315 恵比寿SSビル 渋谷区 恵比寿 （推定）223 縮小移転。新オフィスは、従業員同士がつながり、創造する空間とする。

97 水戸証券
証券、商品先物
取引業

2023年 不明 不明 不明 文京GARDEN GATETOWER 文京区 小石川 （推定）777 詳細は不明。本店は日本橋丸善東急ビル（中央区日本橋）に所在。

98 ラクス 情報・通信業 不明 不明 不明 不明 新宿マインズタワー 渋谷区 代々木 （推定）1,000 現オフィスの移転か新規開設かは不明。移転先では500～1,000坪程度を借りるという情報あり。

99 グローバルウェイ 情報・通信業 2022年5月 第一ビル 港区 浜松町 不明 住友不動産原宿ビル 渋谷区 神宮前 不明 子会社と共に19Fに入居する。

タイムチケット FKビル 港区 浜松町 不明 移転を機に新しい働き方を取り入れ、業務効率の向上を図る。

100 富士経済グループ本社 他 サービス業 不明 PMO日本橋江戸通 中央区 日本橋小伝馬町 （推定）390 日本橋三丁目スクエア 中央区 日本橋 （推定）800弱 傘下企業と共に8～10階の3フロアを借りるという情報がある。

101 PayPay証券
証券、商品先物
取引業

2022年1月 六本木ヒルズ森タワー 港区 六本木 不明 日比谷パークフロント内WeWork 千代田区 内幸町 － 200席（推定）を賃借予定。業務拡大に伴う移転。

102 メディカルノート 情報・通信業 2022年2月 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 港区 虎ノ門 320 スタジアムプレイス青山 港区 北青山 130 縮小移転。移転によってコストを減らし、オフィススペースを有効活用する。
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（別表）主なオフィス解約・移転事例

（※）日経不動産マーケット情報（2021年10月1日～2022年1月31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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