
空室情報

どんなことでも、お気軽にお問合せください。
この物件のお問合せ先

TEL : 045-326-3069   FAX : 045-326-3033 
受付時間  　9 :30 ～ 17:50　（平日）
URL :  http://www.sotetsu-bm-office.com

0120-022-688
株式会社 相鉄ビルマネジメント　
営業統括部　（担当：新井・加藤）

※物件の記載内容（建物概要・募集面積・図面）は変更になる可能性がありますので予めご了承ください。
※フロアー図と現状が異なる場合は現状を優先いたします。

所在地　　　　　　横浜市港南区港南台３－３－１
交通アクセス　　　JR 線   港南台駅  徒歩３分
　
構造・規模　　　　鉄筋コンクリート造、地下 1階・地上 5階・塔屋１階　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　機械式駐車場・自走式駐車場他     ※料金・空台数については別途お問合せください。 　　　　　　　　        
エレベーター　　     20 人乗り５基（内、身障者対応 2基）
取引形態　　　　　貸主　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考               隣接する港南台バーズ（ショッピングセンター）と空中歩廊にて接続

　　　　　　　　　　　　　　　
竣工　　　　　　　1994 年 10 月　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

所在地　　　　　　横浜市神奈川区鶴屋町 2-17
交通アクセス　　　JR 線　横浜駅徒歩 1分 
　
構造・規模　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造　　陸屋根地下 1階地上 9階　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　機械式駐車場    ※料金・空台数については別途お問合せください。　　　　        
エレベーター　　    3 基
取引形態　　　　　貸主　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
竣工　　　　　　　1986 年 12 月　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

所在地　　　　　　横浜市神奈川区鶴屋町 3-30-8
交通アクセス　　　JR 線　横浜駅徒歩 5分 
　
構造・規模　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造　地下 1階地上 7階　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　無し　　　　        
エレベーター　　    2 基
取引形態　　　　　PM　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
竣工　　　　　　　1981 年 7月　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

所在地　　　　　　東京都港区芝 4-17-5
交通アクセス　　　JR 線　田町駅徒歩 7分　都営三田線・浅草線　三田駅徒歩 4分（A6出口） 
　
構造・規模　　　　鉄骨造  地上 8階　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　15 台（機械式 13 台　自走式 2台）　　　　        
エレベーター　　    ２基（乗用 15 人乗）
取引形態　　　　　貸主　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考                              ・テレビ共聴あり
                                      ・カードキーによる入室者管理可能　
      ・フロアー単位での機械警備　(EV 不停止連動 )

　　　　　　　　　　　
竣工　　　　　　　2007 年 11 月　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

所在地　　　　　　横浜市保土ヶ谷区星川 2-4-1
交通アクセス　　　相鉄線　星川駅徒歩 1分
　
構造・規模　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造 地下 1階地上 7階塔屋 1階　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　立体　26 台　　　　        
エレベーター　　    2 基
取引形態　　　　　貸主　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考      ペデストリアン・デッキ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
竣工　　　　　　　1989 年 8月　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

所在地　　　　　　横浜市西区北幸 1-1-6
交通アクセス　　　JR 線　横浜駅徒歩 1分
　
構造・規模　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造　地下 1階地上 9階建　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　機械式 24 台　　　        
エレベーター　　    2 基
取引形態　　　　　貸主　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考      ・テレビ共聴あり
  　 ・エントランス開放時間         7：45 ～ 22：30
      以降セキュリティーカードにて 24 時間入退館可

　　　　　　　　
竣工　　　　　　　1974 年 4月　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

所在地　　　　　　横浜市泉区緑園 1-1-16
交通アクセス　　　相鉄線　緑園都市駅徒歩 2分
　
構造・規模　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造  地上 6階　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　自走式駐車場     ※料金・空台数については別途お問合せください。　　　　        
エレベーター　　    1 基（客用）
取引形態　　　　　貸主　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考      

　　　　　　　　　　　　　　　　　
竣工　　　　　　　1993 年 3月　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

所在地　　　　　　横浜市泉区緑園 4-1-10
交通アクセス　　　相鉄線　緑園都市駅徒歩 2分
　
構造・規模　　　　鉄筋コンクリート造　地下 1階地上 5階　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　自走式駐車場　        
エレベーター　　    1 基（乗用）
取引形態　　　　　貸主　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考      

　　　　　　　　　　　　　　　　　
竣工　　　　　　　1992 年 4月　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

所在地　　　　　　横浜市泉区緑園 3-2-8
交通アクセス　　　相鉄線　緑園都市駅徒歩 1分
　
構造・規模　　　　鉄筋コンクリート造　地下 1階地上 3階　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　自走式駐車場　　　        
エレベーター　　    2 基　（乗用１基　人荷用 1基）
取引形態　　　　　貸主　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考      

　　　　　　　　　　　　　　　　　
竣工　　　　　　　1993 年 1月　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

所在地　　　　　　横浜市泉区緑園 2-1-6
交通アクセス　　　相鉄線　緑園都市駅徒歩 1分
　
構造・規模　　　　鉄筋コンクリート造　6階　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　自走式駐車場　　        
エレベーター　　    1 基　（客用）
取引形態　　　　　貸主　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考      

　　　　　　　　　　　　　　　　　
竣工　　　　　　　1993 年 1月　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

所在地　　　　　　神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川 3-8-1
交通アクセス　　　相鉄線　和田町駅徒歩 1分
　
構造・規模　　　　鉄筋コンクリート造 地下 1階地上 6階　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　自走式駐車場     ※料金・空台数については別途お問合せください。　　        
エレベーター　　    1 基　
取引形態　　　　　貸主　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考      

　　　　　　　　　　　　　　　　　
竣工　　　　　　　1975 年 1月　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

所在地　　　　　　横浜市西区南幸 2-1-22
交通アクセス　　　JR 線　横浜駅（徒歩 5分）
　
構造・規模　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　無し　　        
エレベーター　　    ２基　
取引形態　　　　　貸主　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考      

　　　　　　　　　　　　
竣工　　　　　　　1988 年 11 月　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

所在地　　　　　　横浜市西区北幸 1-1-8
交通アクセス　　　JR 線　横浜駅徒歩 1分
　
構造・規模　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造地下 3階地上 9階建　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
駐車場　　　　　　機械式及び平面駐車場　合計 87 台　　　        
エレベーター　　     4 基（乗用 14 人 )　１基（人荷非常用 13 名）　
取引形態　　　　　貸主　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考      ・テレビ共聴あり
       ・24 時間常駐管理

　　　　　　　　
竣工　　　　　　　1972 年 3月　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　

（建物概要）

港南台 214 ビル　 310 号

3F 310
事務所

（サービス可）
140.81 42.59 賃料の12ヶ月分 即入居可

空   調︓セントラル
フロア︓Ｐタイル

ご相談

港南台 214 ビル　 411 号

4F 411
事務所

（サービス可）
93.93 28.41 賃料の12ヶ月分 即入居可

空   調︓セントラル
フロア︓Ｐタイル

ご相談

港南台 214 ビル　 502 号

5F 501・502
事務所

（サービス可）
350.92 106.15 賃料の12ヶ月分 即入居可

空   調︓セントラル
フロア︓Ｐタイル

●区画分割応相談ご相談

港南台 214 ビル　 506 号

5F 506
事務所

（サービス可）
176.07 53.26 賃料の12ヶ月分 即入居可

空   調︓セントラル
フロア︓Ｐタイル

ご相談

港南台 214 ビル　 509-3 号

5F 509-3
事務所

（サービス可）
109.39 33.09 賃料の12ヶ月分 即入居可

空   調︓セントラル
フロア︓Ｐタイル

ご相談

相鉄岩崎学園ビル　 304 号

3F 304 事務所 80.30 24.29 賃料の12ヶ月分 即入居可
空   調︓セントラル
フロア︓タイルカーペット

ご相談

相鉄岩崎学園ビル　 401-D 号

【平面図】

㎡ 坪

4F 401D 事務所 41.04 12.41 賃料の12ヶ月分
平成29年
1月上旬

空   調︓セントラル
フロア︓タイルカーペット

ご相談

設備 備考
賃料 共益費 敷金

階層 区画 用途
面積 条件（税別）

入居可能日

相鉄岩崎学園ビル　 401- C 号

㎡ 坪

4F 401C 事務所 69.41 21.00 賃料の12ヶ月分
平成29年
9月下旬

空   調︓セントラル
フロア︓Ｐタイル

ご相談

設備 備考
賃料 共益費 敷金

階層 区画 用途
面積 条件（税別）

入居可能日

相鉄岩崎学園ビル　 402 号

㎡ 坪

4F 402 事務所 160.08 48.42 賃料の12ヶ月分
2017年12月

下旬予定
空　調︓セントラル
フロア︓Ｐタイル

ご相談

設備 備考
賃料 共益費 敷金

入居可能日階層 区画 用途
面積 条件（税別）

401-E

401-D

402

401-C

401-A・B

403

401-F

406 405 404

402

腰壁　H=900

【４Fフロアー図】 【402 平面図】

鶴屋町共同ビル (ＳＹビル )　 2-2-2 号

2Ｆ 2-2-2 事務所 78.45 23.73 賃料の12ヶ月分 即入居可
空   調︓セントラル
フロア︓タイルカーペット

一部個別空調有ご相談

星川ＳＦビル（クイント星川）　 4-3 号

4F 4-3
事務所

（サービス可）
78.86 23.85 賃料の10ヶ月分 即入居可

空   調︓セントラル
フロア︓Ｐタイル

●3、4階は主に医療関係含む サービ
スフロア

ご相談

オベリスク ( 相鉄・渋谷緑園都市共同ビル )  204 号

2F 204
店舗

（物販・サービス）
233.94 70.76 賃料の10ヶ月分

原状回復
工事後

一部内装残置
●斜面に面しているため、実質1階
※こちらの物件については報酬等の払い 出
しは原則ありません

ご相談

ジスタス ( 相鉄・畑緑園都市共同ビル )  5 号

2F 5
店   舗

（飲食・サービス等）
60.59 18.32 賃料の10ヶ月分 即入居可 スケルトン

※こちらの物件については報酬等の払い 出
しは原則ありません

ご相談

アーカス ( 相鉄・松本緑園都市共同ビル )  202 号

2F 202
店   舗

（サービス・事務所）
162.69 49.21 賃料の10ヶ月分

原状回復
工事後

一部内装残置
※こちらの物件については報酬等の払い 出
しは原則ありません

ご相談

アーカス ( 相鉄・松本緑園都市共同ビル )  203 号

2F 203
店   舗

（サービス・事務所）
259.30 78.43 賃料の10ヶ月分

原状回復
工事後

一部内装残置
※こちらの物件については報酬等の払い 出
しは原則ありません

ご相談

アムニス ( 緑園都市植松ビル )  301 号

3F 301 事務所 111.99 33.87 賃料の10ヶ月分
原状回復
工事後

一部内装残置ご相談

和田町駅前ビル    6 階   

㎡ 坪

6Ｆ 事務所
（サービス可） 153.76 46.51 賃料の12ヶ月分 即入居可 現状有姿ご相談

備考賃料 共益費 敷金

条件（税別）
入居可能日 設備階層 区画 用途 面積

エキニア横浜（相鉄北幸第 1ビル） 

㎡ 坪

6F 607 160.50 48.55 賃料の12ヶ月分 平成30年
7月上旬

空   調：セントラル
フロア：タイルカーペットご相談

設備 備考
賃料 共益費 敷金

入居可能日階層 区画 用途
面積 条件（税別）

事務所

【６F平面図】

エキニア横浜（相鉄北幸第 1ビル） 

㎡ 坪

7F 705 578.08 174.87 賃料の12ヶ月分 平成30年
7月上旬

空   調：セントラル
フロア：タイルカーペットご相談

設備 備考
賃料 共益費 敷金

入居可能日階層 区画 用途
面積 条件（税別）

事務所

【7F平面図】

鶴屋町共同ビル (ＳＹビル )

㎡ 坪

4F 4-1-1 事務所 129.09 39.05 賃料の
12ヶ月

平成29年
1月中旬

空   調：セントラル
フロア：Ｐタイル 無し ＰＭご相談

駐車場 取引態様 備考賃料 共益費 敷金区画 用途 面積 条件（税別）
入居可能日 設備階層

相鉄田町ビル

㎡ 坪

8F 801 事務所 499.70 151.16 賃料の12ヶ月分
2019年3月下旬
～4月上旬予定

空　調︓個別
天　高︓2,700ｍｍ
天　井︓システム天井
照　明︓天井埋込型ツイン蛍光管
フロア︓ＯＡ100mm
　　　　タイルカーペット

階層 区画 用途
面積 条件（税別）

ご相談

設備 備考
賃料 共益費 敷金

入居可能日

菱進横浜ビル（相鉄北幸第 1ビル） 1F

㎡ 坪

1F 事務所 244.49 73.96 賃料の12ヶ月分
平成29年
4月上旬

現状有姿 定期借家契約とし最長H33.6.30

階層 区画 用途
面積 条件（税別）

ご相談

設備 備考
賃料 共益費 敷金

入居可能日

1F 平面図

菱進横浜ビル（相鉄北幸第２ビル） 

㎡ 坪

7F 事務所 317.55 96.05 賃料の12ヶ月分 2018年11月頃
　　　　  予定

階層 区画 用途
面積 条件（税別）

ご相談

設備 備考
賃料 共益費 敷金

入居可能日

701 空　調︓セントラル
フロア︓Ｐタイル

7F 平面図

事務室

相鉄南幸第 2ビル ( 相鉄ムービル ) 6 F

6F 平面図

602-A

㎡ 坪

６Ｆ 602-A 事務所 82.55 24.97 賃料の12ヶ月 平成28年12月上旬
空   調︓セントラル
フロア︓Ｐタイル

無し 貸主 定期借家契約とし最長H32.9.30ご相談

駐車場
取引
態様

備考
賃料 共益費 敷金

区画 用途
面積 条件（税別）

入居
可能日

設備階層

相鉄神田須田町ビル　5F

㎡ 坪

５Ｆ ５０１ 事務所 700.80 211.99 賃料の12ヶ月 2019年10月予定
空　調︓個別
天　高︓2,700ｍｍ
天　井︓システム天井
照　明︓天井埋込型ツイン蛍光管
フロア︓ＯＡ100mm

タイルカーペット

機械式︓有 貸主ご相談

駐車場
取引
態様

備考
賃料 共益費 敷金

区画 用途
面積 条件（税別）

入居
可能日

設備階層

所在地 東京都千代田区神田須田町 1-9
交通アクセス 　　JR 線秋葉原駅徒歩 5分　JR 線神田駅徒歩 6分 　東京メトロ丸ノ内線　淡路町駅・都営新宿線　小川町駅徒歩 2分　

東京メトロ千代田線　新御茶ノ水駅徒歩 6分
竣工年月 2007 年 1 月
敷地面積 945.48 ㎡
延床面積 6,133.5 ㎡
構造・規模 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造　 地上 7階
建築用途 事務所　(1 階は店舗 )
取引形態 貸主
設計 清水建設株式会社（一級建築士事務所）
施工 清水建設株式会社
駐車場 機械式 17 台　自走式 2台（荷捌用・身障者用）
エレベーター 　　2基　（15 人乗・17 人乗　各 1基）
エントランス開放時間 　　平日 8：00 ～ 20：00　以降サブエントランスよりセキュリティーカードにて 24 時間入退館可


