
（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 ケネディクス・プロパティ・デザイン サービス業 不明 銀泉新橋第2ビル 港区 新橋 （推定）167 日比谷セントラルビル 港区 西新橋 （推定）290

KDX新橋ビル 港区 新橋 （推定）111

2 アント・キャピタル・パートナーズ 投資運用業 2022年2月 東京海上日動ビルディング新館 千代田区 丸の内 （推定）170 丸の内ビルディング 千代田区 丸の内 170 既存ビルの建て替えに伴い転出。移転により総賃料負担額は2割程度増加。

3 フェローズ 人材サービス 2022年2月 小田急初台ビル 渋谷区 初台 （推定）133 東京オペラシティタワー 新宿区 新宿 118 総賃料負担額は約1.8倍に増加。立地のほか企業イメージ向上につながる点も決め手。

4 ジンズホールディングス 小売業 2023年2月 飯田橋グラン・ブルーム 千代田区 富士見 （推定）1,600 安田シーケンスタワー 千代田区 神田錦町 （推定）950 移転先ビルを一棟借り。本社機能の効率性などを検討して移転を決定。

5 リブセンス サービス業 2022年3～4月 新目黒東急ビル 品川区 上大崎 420 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー内WeWork 港区 海岸 － 46席、4人用会議室2室を賃借予定。固定費の削減が目的。

6 DMM.com サービス業 2022年9月 住友不動産六本木グランドタワー 港区 六本木 （推定）2,080 なし なし なし 本社オフィスを一部（2フロア）返却。出社率20％程度のためオフィス活用のあり方を再検討する。

7 東日本銀行 銀行業 2022年5月 東日本銀行本店ビル（自社ビル） 中央区 日本橋 不明 茅場町一丁目平和ビル 中央区 日本橋茅場町 （推定）225 所有する本店ビル建て替えに伴う移転。

8 THECOO 情報・通信業 2022年8月 神宮前テラス 渋谷区 神宮前 （推定）116 住友不動産原宿ビル 渋谷区 神宮前 （推定）600 拡張移転。移転先が現オフィスから近く、来訪者の利便性が変わらない点を評価。

9 メトロ システム開発 不明 住友不動産田町ファーストビル 港区 芝浦 （推定）289 ゲートシティ大崎 品川区 大崎 （推定）650

10 日本経済社 広告代理 2022年9月 銀座中村ビル 中央区 銀座 1,150 AKASAKA K-TOWER 港区 元赤坂 780 既存ビルの老朽化により移転。移転先ビルの築年や設備が充実している点を評価。

11 ISID-AO 情報・通信業 2022年2月 Ｗビル 港区 港南 （推定）511 京王品川ビル 港区 港南 不明 移転先は親会社が一棟借りしている。働き方の進化とグループ各社の協調強化のために移転。

12 日新電機 電気機器 不明 住友商事神田和泉町ビル 千代田区 神田和泉町 不明 KANDA SQUARE 千代田区 神田錦町 （推定）430

13 プラスアルファ 人材派遣 2022年2～3月 新大宗ビル1号館 渋谷区 道玄坂 不明 渋谷ファーストプレイス 渋谷区 神泉町 （推定）300 既存ビルには建て替え計画あり。

14 りそな銀行東京営業部
埼玉りそな銀行東京支店

銀行業 2022年11月 住友不動産飯田橋ファーストビル 文京区 後楽 （推定）660 JPタワー 千代田区 丸の内 （推定）480

15 エム・フィールド システム開発 2022年3月 ファーストスクエア五反田 品川区 東五反田 （推定）69 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 品川区 大崎 （推定）600 グループ会社のbalconiaとエイアイ・フィールドを吸収合併し社名をAMBLに変更予定。

SOWA五反田ビル 品川区 東五反田 （推定）149 これら企業が入居していたオフィスを集約。

TOCビル 品川区 西五反田 不明

16 健康保険組合連合会 組合支援 不明 自社ビル 港区 南青山 （延床）1,063 住友不動産青山ビル西館 港区 赤坂 800以上 800～1,000坪超を借りるという情報がある。

17 wevnal ソフトウエア開発 2022年5月 渋谷パークプラザ 渋谷区 渋谷 （推定）120 恵比寿スクエア 渋谷区 恵比寿 250 移転によりオフラインでのコミュニケーションを活発にするねらいがある。

18 オスカープロモーション サービス業 2022年3月 明治安田生命青山パラシオ 港区 北青山 （推定）287 赤坂ガーデンシティ 港区 赤坂 （推定）235

19 フレクト 情報・通信業 2022年3月 NTT日比谷ビル 千代田区 内幸町 180 浜松町ビルディング 港区 芝浦 200 移転元の再開発に伴う移転。働きやすい環境を整えるねらいもある。賃料負担は1割弱減少。

20 Chatwork 情報・通信業 2022年3月 32芝公園ビル 港区 芝公園 不明 日比谷FORT TOWER WeWork内 港区 西新橋 － 90席を賃借予定。1年間で授業員が100人近く増加。設備面とコスト面から移転先を決定。

21 ジョーンズ ラング ラサール 不動産業 不明 不明 不明 不明 紀尾井タワー 千代田区 紀尾井町 1,100 本社移転か否かなど詳細は不明。現在はプルデンシャルタワーに本社を置いている。

22 公益財団法人東京しごと財団 雇用支援 2022年3月 住友不動産千代田ファーストビル南館 千代田区 西神田 （推定）222 住友不動産飯田橋駅前ビル 千代田区 飯田橋 （推定）576

23 キャピタルメディカ ヘルスケア関連 2022年3月 虎ノ門清和ビル 港区 虎ノ門 （推定）334 霞が関ビルディング 千代田区 霞ヶ関 （推定）532 分散する本社と周辺のグループ会社を1フロアに集約し業務効率を高める。

24 シーボン 化学 2022年4月 シーボン.パビリオン 川崎市 宮前区菅生 不明 青山サンクレストビル 港区 北青山 不明 六本木の自社ビル建て替えに伴う一時移転。完成後は本社機能を新ビルに移す予定。一時的に

シーボン クイーンビル 港区 六本木 不明 アーバンスタイル六本木三河台 港区 六本木 不明 本社機能を青山サンクレストビルへ移すことで新たな組織体制を構築し、収益力強化に取り組む。

25 横浜ゴム 他 ゴム製品 2023年3月 浜ゴムビル本館 港区 新橋 不明 品川インターシティＣ棟 港区 港南 （推定）652 移転先への入居と同時に本社は平塚市にある自社の製造所に移転。移転により各種機能を集約。

26 タイムレス ブランド品買取販売 2022年3月 なし なし なし KDX豊洲グランスクエア 江東区 東雲 300 本社オフィス（KDX浜松町プレイス）が手狭になっているため新設。

27 TSIホールディングス 繊維製品 2022年9月 不明 不明 不明 住友不動産青山ビル東館 港区 赤坂 2,668 一棟借りしオフィスを集約して業務の効率化を高める。働き方改革を推進するねらいもある。

28 Bytedance 情報・通信業 不明 新宿住友ビル 新宿区 西新宿 （推定）1,146 渋谷ヒカリエ 渋谷区 渋谷 （推定）4,690 DeNA転出後のフロアに入居するもよう。

29 すららネット 情報・通信業 2022年7月 豊島屋ビル 千代田区 内神田 （推定）102 PMO内神田 千代田区 内神田 （推定）186 拡張移転。

30 コクヨ その他製品 2022年7月 品川シーズンテラス 港区 港南 （推定）1,065 なし なし なし 品川シーズンテラスに構えるオフィスの一部を返却。

31 一般財団法人あんしん財団 特定保険業 2022年8月 JR信濃町ビル 新宿区 信濃町 （推定）615 JR新宿ミライナタワー 新宿区 新宿 （推定）700

32 アソビュー 情報・通信業 2022年6月 AURORAビル 渋谷区 神宮前 （推定）146 ゲートシティ大崎 品川区 大崎 （推定）600 拡張移転。 大で600坪を賃借予定。

33 Success Holders サービス業 2022年7月 ステップ六本木 港区 六本木 （推定）194 日比谷FORT TOWER内WeWork 港区 西新橋 － 40席を賃借予定。固定費削減目的。働きやすい環境を整備し、業務を効率化するねらいもある。

34 ストライプインターナショナル 小売業 不明 不明 不明 不明 日本ヒューレット・パッカード本社ビル 江東区 大島 （推定）1,267 移転元は不明。本部は歌舞伎座タワー（中央区銀座）に構えている。

35 大阪チタニウムテクノロジーズ 非鉄金属 2022年4月 住友浜松町ビル 港区 浜松町 100 NBFコモディオ汐留 港区 東新橋 60 縮小移転。オフィスを必要な面積に縮小し、働き方に合わせたスタイルに変更する。

36 コニカミノルタ 電気機器 2022年7月 JPタワー 千代田区 丸の内 （推定）1,447 なし なし なし 床の一部を返却。同社はオフィス機能を再定義し、首都圏オフィスを再配置すると公表している。

37 電通PRコンサルティング 広告・広報 2022年4月 汐留シティセンター 港区 東新橋 （推定）843 電通本社ビル 港区 東新橋 （推定）590 縮小移転。グループを集約して業務を効率化する。

38 ヴァレオジャパン 自動車部品 不明 大森西5丁目のビル 大田区 大森西 （延床）967 品川シーサイドサウスタワー 品川区 東品川 （推定）630

39 リクルート サービス業 不明 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 千代田区 丸の内 （推定）472 グラントウキョウサウスタワー 千代田区 丸の内 （推定）1,300 移転先に既に構えているオフィスを拡張する。推定2フロアを借り増すもよう。

住友不動産八重洲ビル 中央区 八重洲 （推定）619 現在、23～40階の18フロアを賃借しており、増床するのは21・22階とみられる。

解約物件所在地 新規賃借物件所在地

1

（※）日経不動産マーケット情報（2022年2月1日～2022年5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。



（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

40 プロシップ 情報・通信業 2022年5月 住友不動産飯田橋ビル 文京区 後楽 400 住友不動産飯田橋駅前ビル 千代田区 飯田橋 （推定）288 縮小移転。テレワーク定着で働き方にふさわしいオフィスを構築。コスト低減のねらいもある。

41 ファイザー 医薬品 2022年4月 新宿文化クイントビル 渋谷区 代々木 （推定）1,900 なし なし なし オフィスを縮小。入居中の6フロアのうち2.5フロアを返却するもよう。

42 Sun Asterisk 情報・通信業 2022年4～5月 神田ファーストビル 千代田区 神田紺屋町 （推定）88 大手町ビル 千代田区 大手町 不明 集約移転。今後の事業拡大に伴う人員増加を見据え、移転経費を 小限に抑えながら、

墨田区石原1丁目のビル 墨田区 石原 （推定）300 2カ所に分散する拠点を集約。

43 日本総合住生活 不動産業 不明 不明 不明 不明 テラススクエア 千代田区 神田錦町 （推定）643 移転元ビル等詳細は不明。本社は東京天理ビル（千代田区神田錦町）の5～8階。

44 Leo Sophia 情報・通信業 不明 フジキカイ広尾ビル 渋谷区 広尾 （推定）240 アルコタワー 目黒区 下目黒 （ 大）600

45 スカパーJSATホールディングス  情報・通信業 2022年8月 赤坂インターシティAIR 港区 赤坂 （推定）726 なし なし なし オフィスの一部を返却。

46 日本文芸社  情報・通信業 2022年4月 OCMビル 江東区 毛利 不明 パレスサイドビル 千代田区 一ツ橋 不明 本社移転。

47 東京建物不動産販売 不動産業 不明 TGビルディング 中央区 八重洲 不明 関電不動産八重洲ビル 中央区 京橋 （推定）375 移転元ビルは再開発エリア内に立地。

48 ハパックロイドジャパン  海運業 2022年4月 自社ビル 千代田区 一番町 （延床）312 住友不動産ふくおか半蔵門ビル 千代田区 麹町 （推定）290

49 ミスミグループ本社、ミスミ他 卸売業 2023年 飯田橋ファーストビル 文京区 後楽 不明 九段会館テラス 千代田区 九段南 （ 大）3,000 3～4フロア程度、2,250～3,000坪を借りるという情報がある。

50 イメージワン 卸売業 2022年4月 新宿イーストサイドスクエア 新宿区 新宿 144 大崎ニューシティ3号館 品川区 大崎 200 拡張移転。新幹線を利用しやすい立地に移転し、名古屋や関西エリアとの往来の利便性を高める。

51 ピクテ投信投資顧問
証券、商品先物
取引業

2022年夏 岸本ビル 千代田区 丸の内 （推定）583 丸の内パークビルディング 千代田区 丸の内 不明 21階に入居するもよう。

52 東洋メディック 医療機器販売 2022年5月 自社ビル 新宿区 東五軒町 （延床）358 住友不動産飯田橋駅前ビル 千代田区 飯田橋 不明 8階に入居。

53 Mr.LAND 不動産業 2022年4月 相互半蔵門ビルディング 千代田区 麹町 （推定）102 丸の内パークビルディング 千代田区 丸の内 不明 新規事業発足に伴いオフィスを移転。

54 日本キャタピラー 小売業 2022年4月 ハーモニータワー 中野区 本町 不明 日比谷ダイビル 千代田区 内幸町 （推定）160

55 関電エネルギーソリューション サービス業 不明 京橋MIDビル 中央区 京橋 不明 関電不動産八重洲ビル 中央区 京橋 （推定）250 東京オフィスを移転予定。

56 レイス サービス業 不明 なし なし なし JR新宿ミライナタワー 新宿区 新宿 不明 オフィスを新規開設。東京スクエアガーデン（中央区京橋）に構える本社は移転しない。

57 Shibuya Startup Deck 人材サービス 2022年4月 なし なし なし PORTAL POINT SHIBUYA 渋谷区 神南 60 事務局を開設。事務局やスタートアップ企業向けのコワーキングスペースとする。

58 第一工業 化学 2022年5月 住友不動産両国ビル 墨田区 両国 （推定）384 オリナスタワー 墨田区 太平 330 集約移転。2フロアに分散しているオフィスを1フロアに集約して業務を効率化する。

59 GENDA アミューズメント 不明 大森パークビル 大田区 大森本町 不明 東京汐留ビルディング 港区 東新橋 （推定）500

60 三田興産と子会社2社 不動産業 2022年4月 フロイントゥ三田 港区 三田 （合計）98 いちご三田ビル 港区 芝 131 さらなる業務拡張・人員拡大を見込んでおり移転を決めた。

三田3丁目MTビル 港区 三田 上記に含む

61 コラボス 情報・通信業 2022年7月 東京スカイツリーイーストタワー 墨田区 押上 不明 三番町東急ビル 千代田区 三番町 不明 移転によりテレワークをこれまで以上に推進し、オフィス環境整備による業務効率の向上を図る。

62 オウケイウェイヴ 情報・通信業 2022年7月 虎ノ門タワーズ オフィス 港区 虎ノ門 464 リンクスクエア新宿内WeWork 渋谷区 千駄ヶ谷 － 26席を賃借予定。柔軟性のある働き方を目指す。

63 ダイキン工業 機械 2023年 JR品川イーストビル 港区 港南 （推定）1,620 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 中央区 八重洲 （推定）2,000 移転先では研究開発（R＆D）機能を備えるもよう。

64 Colorkrew ITサービス 2022年7～8月 CSタワー 台東区 浅草橋 （推定）348 住友不動産上野御徒町ビル 台東区 元浅草 （推定）123 移転によってオフィススペースを 適化。移転後の総賃料負担額は50％以上減少。

65 日本化学産業 化学 2022年9月 自社ビル 台東区 下谷 不明 TIXTOWER UENO 台東区 東上野 （推定）330 自社ビルが老朽化しており、オフィス環境の整備を目的に移転。

66 トライコー サービス業 2022年9月 オーク南麻布ビル 港区 南麻布 400 日本橋三丁目スクエア 中央区 日本橋 （推定）262 既存ビルの定期借家契約期間満了を機に移転。総賃料負担額は移転前とほぼ同じ。

67 白石工業 化学 2022年8月 カツラギビル 千代田区 岩本町 不明 関電不動産八重洲ビル 中央区 京橋 （推定）250

68 iYell 金融 2022年9～10月 新大宗ビル1号館 渋谷区 道玄坂 260 渋谷センタープレイス 渋谷区 道玄坂 450 既存ビルが立つエリアの再開発計画に伴い移転。事業拡大により移転を機に拡張。

69 NOCアウトソーシング＆コンサルティング 人材サービス 2022年4～7月 住友不動産麹町ガーデンタワー 千代田区 麹町 不明 豊洲プライムスクエア 江東区 豊洲 （推定）900 集約移転。

新宿光風ビルディング 新宿区 新宿 不明

新宿モノリスビル 新宿区 西新宿 不明

NBF高輪ビル 港区 高輪 不明

70 くもん出版 出版 2022年5月 京急第1ビル 港区 高輪 （推定）250 東五反田スクエア 品川区 東五反田 （推定）164 移転によりスペースや業務を効率化。

71 三菱電機ビルソリューションズ ビル総合管理 不明 渋谷道玄坂スカイビル 渋谷区 円山町 （推定）223 NBF渋谷ガーデンフロント 渋谷区 渋谷 （推定）330

72 三井物産リテールトレーディング 食品輸出入 2022年5月 三井物産ビル 千代田区 大手町 不明 日比谷FORT TOWER 港区 西新橋 不明

73 ビービーシステム 情報・通信業 2022年5月 芝大門センタービル 港区 芝大門 （推定）225 汐留芝離宮ビルディング 港区 海岸 （推定）330 拡張移転。駅距離、JR品川駅利用による大阪本社との往来の利便性向上といった立地を評価。

74 甘糟化学産業 化学 2022年5月 KDX日本橋本町ビル 中央区 日本橋本町 不明 RBM神田ビル 千代田区 神田西福田町 不明

75 日本出版貿易  卸売業 2023年1月 新日貿ビル（自社ビル） 千代田区 神田猿楽町 不明 猿楽町SSビル 千代田区 神田猿楽町 200 自社ビルの老朽化に伴う移転。

76 スリー・イー 情報・通信業 不明 なし なし なし PMO渋谷II 渋谷区 渋谷 （推定）138 オフィス拡張のため新規に開設。

77 日本GLP 不動産業 2022年12月 汐留シティセンター 港区 東新橋 不明 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 中央区 八重洲 （推定）1,210

78 ネットイヤーグループ  情報・通信業
2022年10月～

2025年9月
東急銀座二丁目ビル 中央区 銀座 660 なし なし なし

一棟借りのオフィス992坪の一部を返却。テレワークを導入し、コロナ禍以降、年間出社率は約

2割になっていた。
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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

79 グローバルソリューションサービス
電力小売・モバイ
ル端末修理

2022年6月 TOCビル 品川区 西五反田 不明 LOOP-Xビル 港区 海岸 （推定）600 既存ビルの建て替え計画に伴って転出。既存ビルでは移転先と同程度の面積を賃借しているも
よう。

80 コリアーズ・インターナショナル・ジャパン 不動産業 2022年10月 日比谷国際ビル 千代田区 内幸町 100 丸の内二重橋ビル 千代田区 丸の内 250 拡張移転。従業員や顧客の交通利便性が高まる点やエリアの環境を評価。

81 NEXER  情報・通信業 2022年5月 池袋青柳ビル 豊島区 池袋 127 ライズアリーナビル 豊島区 東池袋 280 拡張移転。移転により労働環境を改善するとともに、従業員のコミュニケーションを活発にする。

82 ソニー 電気機器
2022年3月～

2023年3月 品川シーサイドTSタワー 品川区 東品川 9,300 横浜グランゲート 横浜市 西区みなとみらい 不明 移転先ではソニーが既にオフィス部分16フロアを一括賃借済み。

83 JTOWER 情報・通信業 2022年7月 イースタン青山ビル 港区 赤坂 （推定）148 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。現在テレワークを実施しており、移転後も継続する。

84 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 協会団体 2022年8月 朝日生命大手町ビル 千代田区 大手町 67 サピアタワー 千代田区 丸の内 119 拡張移転。既存ビルが再開発エリア内にあることも要因。立地面を評価。

85 テンダ 情報・通信業 2022年6～7月 サンシャイン60 豊島区 東池袋 不明 メトロポリタンプラザビル内WeWork 豊島区 西池袋 －

メットライフ仙台本町ビル 仙台市 青葉区本町 不明 渋谷スクランブルスクエア内WeWork 渋谷区 渋谷 －

JR仙台イーストゲートビル内WeWork 仙台市 宮城野区榴岡 －

WeWorkの座席数はいずれも不明。メトロポリタンプラザビル内WeWorkへの移転と同時期に、

渋谷スクランブルスクエア内WeWorkに支店を開設。仙台支店はJR仙台イーストゲートビル内

WeWorkに移転。移転により、オフィスをコミュニケーションを活性化させる場とする。

86 ドイツ銀行、ドイツ証券 他 金融 2024年 山王パークタワー 千代田区 永田町 （推定）3,050 虎ノ門・麻布台プロジェクト（仮称）A街区タワー棟 港区 虎ノ門・麻布台 （推定）1,400 ドイツ銀行、ドイツ証券、ドイチェ・アセット・マネジメントの3社で入居予定。3社で約500人が在籍。

87 森永乳業  食料品 2024年春 森永プラザビル本館 港区 芝 不明 汐留シティセンター 港区 東新橋 不明 既存ビルの建て替えに伴う移転。建て替え後の新ビルに戻るかは未定。

88 小糸製作所 電気機器 不明 自社ビル 港区 高輪 不明 住友不動産大崎ツインビル東館 品川区 北品川 （推定）1,092 本社ビルの建て替えに伴う一時移転。

89 三井化学、プライムポリマー 化学 2023年3月 汐留シティセンター 港区 東新橋 （推定）5,500 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 中央区 八重洲 （推定）3,720 関連会社と共に移転。移転によって新しい働き方をより自由度の高い形で実践していく。

90 ニチイ学館 サービス業 不明 KM駿河台ビル 千代田区 神田駿河台 不明 なし なし なし 一棟借りのKM駿河台ビルを解約。近隣のNMF駿河台ビルの1フロアからも退去。

NMF駿河台ビル 千代田区 神田駿河台 不明 ニチイ学館は持株会社のニチイホールディングスとともに、本社の移転を予定している。

91 ナカボーテック 建設業 不明 新川エフビルディング 中央区 新川 不明 茅場町ファーストビル 中央区 新川 （推定）513 分散フロアの集約が目的。

92 NECネッツエスアイ 情報・通信業 2023年3月 住友不動産飯田橋ファーストタワー 文京区 後楽 （推定）1,660 芝浦工大ビル 港区 芝浦 （延床）3,779 芝浦工業大学が芝浦キャンパスとして使用している建物を一棟借りし本社を移転。

93 伊藤忠リート・マネジメント 資産運用業 2022年6月 麹町GN安田ビル 千代田区 麹町 （推定）73 神保町三井ビルディング 千代田区 神田神保町 不明 ADインベストメント・マネジメントとの合併に伴い、同社が既に入居するフロアにオフィスを集約。

94 ベクター・ジャパン 自動車製造業 不明 シーフォートスクエア センタービル 品川区 東品川 （推定）852 品川シーズンテラス 港区 港南 （推定）750 移転先の選定にあたっては、JR品川駅から近い立地やビルの耐震性能を評価。

95 アイシーエム 医療システム開発 2022年5月 FDC麹町ビル 千代田区 麹町 （推定）62 住友芝大門ビル 港区 芝大門 不明

96 日本モーゲージサービス その他金融業 不明 不明 不明 不明 新虎安田ビル 港区 新橋 （推定）800 移転元など詳細は不明。本社はランディック第2新橋ビル（港区西新橋）に置く。

97 中西商事 機械部品 2022年夏 C-5ビル 千代田区 神田須田町 （推定）57 日本橋室町プラザビル 中央区 日本橋室町 （推定）100 拡張移転。立地やガラスのカーテンウオールにより十分な採光が得られる点を評価。

98 野村不動産HD、野村不動産 不動産業 不明 新宿野村ビル 新宿区 西新宿 不明 芝浦プロジェクトS棟（仮称） 港区 芝浦 不明 2025年2月に完成予定の芝浦プロジェクトS棟（仮称）に本社を移転。

99 オリエンタル技研工業 建築・機械 2022年5月 コンフォール安田ビル 千代田区 神田錦町 （推定）252 京阪大手町ビル 千代田区 内神田 （推定）954 拡張移転。事業拡大に伴い組織体制やコミュニケーションを強化するねらい。
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