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最新のマーケット情報をお届けします。

株式会社ビルズの店舗専門情報誌
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東京の平均店舗賃料は続落
東京の平均店舗賃料は続落しています。他県は平均賃料
だけを見ると多少の戻しが見られますが引き続き注視する
必要があります。
なぜなら、主要地域の空室割合率（こちらは是非WEBか
らご参照下さい）に現れているように、東京の主要地区で
は12ヶ月以上空室の物件が約40％を超える地域も散見さ
れる上に、更に千葉、埼玉、神奈川では70％を超える高水
準の市区も出てきているからです。
これらを見る限り多少の賃料相場の上下の値動きだけで
はとても「景気や賃貸店舗市場が回復傾向」とは言えな
い、厳しい状況が続いている事が良く分かります。
国内景気のみならず世界景気も低迷が叫ばれている状況
下では、一部の非常に競争力の高い店舗を除いては、一
度空いてしまえば次のテナントがいつ決まるのかは全く予
測出来ない、そんな厳しい状況が今後もしばらくは続いて
いくと考えられます。
1ヶ月の空室は年間で8％の賃料収入ダウン、2ヶ月では
16％の賃料収入ダウンにあたります。
昨今はお申込みによっては非常に厳しい指値や条件を付
すテナントも多くなって来ていますが、オーナー様にはまだ
しばらくの間は厳しいご判断と舵取りが迫られています。

受け入れ業種の幅を広げるタイミング
空室率の向上に伴い、埋める為の施策として「飲食も相談
できます」と言う物件が増えて来ました。
オーナーさんの事情にもよりますが、やはり「あれはダメ」
「これもダメ」とおっしゃる物件は、この不況下での出店
ユーザー減少も考え合わせるとなかなか決まらないようで
す。特に小型（5坪～30坪未満）の店舗では中々飲食店以
外のテナント探しは難航しています。
このクラスのサイズで出店できる物販商売(業種)は非常に
限られているからです。逆に50坪を超えてくるとコンビニ、
ケアサービス、その他業種に広がりが出てきます。
小型店舗が長期間に渡り空室のオーナーさんは是非「受
け入れ業種の再検討」をお勧めします。

バブルの頃とは違う街並み
先日あるビルの屋上から東京の街並みを眺めていて、ふと
「あれ？なんとなくバブルの頃とは違って見えるな？」と感
じました。その理由は「建築現場が少なく街が静かに感じ
た」からです。バブルの頃は更地がコインパーキングにな
る事も少なく、どんどん新しい建築現場に変貌を遂げてい
ました。
2年ほど前に社員全員で上海へ視察に行きましたが、そこ
はまるで東京のバブル時代をも上回る建築ラッシュでし
た。喧噪と活気に包まれた変化し続ける街並みを眺めてい
ると、経済力はすでにはるかに日本を上回っていると実感
しました。聞くところによると上海は「東京の半分の広さ」
の中に「東京の2倍以上の人口」がひしめき合っていると
の事でした。（密度は4倍以上！）
街中に高層ビルと高層マンション郡が立ち並び、最も高層
の建物はすでに日本の高層ビルの2倍以上の高さでした。
最高値の店舗賃料は坪当たり＠40万円以上で、こちらにも
驚かされました。今、日本の最高峰の銀座でもとても設定
出来ない金額ではないでしょうか？
私共は言わば消費の最前線における衣食住その他環境
サービスに密接に関わっていますので、肌身で感じる景
気の実態には敏感な方だと思います。そんな立場で感じる
「街並みの静けさ」。不動産景気動向は、本格的な回復に
はまだ遠い道のりのようです。

株式会社ビルズ
代表取締役 井上 良介

2010年9月1日現在の店舗賃料相場・傾向

東 京 都 平均：@26,562円 最高：@181,925円 最安：@3,207円

平均：@17,630円 最高：@52,500円 最安：@2,428円

平均：@13,967円 最高：@42,000円 最安：@3,000円

平均：@12,197円 最高：@45,324円 最安：@1,909円

※上記は坪当たりの単価です。消費税を含んでおります。
※「基準階」は1階以外の階数を表しています。

神奈川県

千 葉 県

埼 玉 県
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店舗用途変更上の注意点！
まず店舗とは？・・・
小売店・飲食店の他、金融機関その他のサービス業の受け付け窓
口も全て店舗と呼びます。これらの店舗を出店する際に入居する
建物の用途が事務所や倉庫だった場合で店舗面積が100㎡を超
える（または建物の過半以上を占める）場合には、用途変更確認
申請が必要になります。この際、確認済証（建築確認通知書）の
交付を受けていて、検査済証が発行されていると用途変更確認申
請がスムーズに行えます。
確認済証→建築計画が建築基準に適合していると認められた場
合に交付される書類。
検査済証→建築物が建築基準に適合しているかどうかの完了検
査により適合と判断されると交付される書類。
店舗には各種それぞれの用途を示す区分番号があり（飲食店
08450・物販店08440・カラオケBOX08390等）入居するテナン
トの区分番号が変わる場合も用途変更の届出が必要となります。
尚、用途変更の際の諸費用の負担ついては貸主負担の場合も借主
負担の場合もあり、金額もケースバイケースです。
「次からは店舗に貸そうかな？」とお考えの際には事前に一度建
築士や詳しい業者さんにご相談下さい。

Love Sweets ANTIQUE
吉祥寺駅から徒歩4分。8/11に
オープンしたばかりの愛知県発
新スイーツブランド。各メディア
にも盛んに取り上げられ連日行
列の絶えない人気店。

無印良品 下北沢店
昨年OPENしたばかりの店舗。
新築ビルを1棟丸ごと使用し、
以前より約3倍の売場面積に。
展示商品が大幅に拡充されて
お客様からも大好評です。

999.9（フォーナインズ）
タレントの所ジョージさんも愛
用する、メガネの大人気ブラン
ド999.9銀座店。大人の街銀座
にとけ込むセレブ御用達の高
級ブティックな佇まい。

最近の主な店舗業界ニュース 法令上のポイント

成約店舗のご紹介

ワタミ、マレーシアに進出 現地企業とFC契約締結
ゼンショー、営業益1割増 4～6月、牛丼店の認知度向
イオン、専門店でも海外進出 タルボットなど上
いなげやの4～6月、最終赤字12億円
ユニクロ、7月の既存店売上高0.4％増 2カ月ぶりプラス
壱番屋、ハンバーグ店を本格展開 FC店も募集へ
シダックス、営業赤字3億円 4～6月期
ゼンショーの4～6月期、経常益横ばいの17億円
専用カードで注文と支払い ワタミが低価格店舗
マクドナルド、経常益58％増で過去最高 1～6月
家族亭がインド進出 合弁で11年初にも直営店
マクドナルド社長、牛丼値下げに「大変厳しい」
野村不動産、日本橋室町のオフィスビル10月開業 商業施設も
ヤマダ電の4～6月期、純利益2.5倍
不動産4社が損益悪化 4～6月期、賃貸部門の収益減少
ワタミの4～6月期、営業赤字4億円 出店費用かさむ
ソフマップが中古携帯販売 全国27店
カラオケが不振 シダックス、4～6月最終赤字19億円
コジマの4～6月、最終赤字26億円 資産除去債務響く
エディオン、店舗撤退費重く最終赤字31億円 4～6月
丸井、京都に進出 「四条河原町阪急」跡に
めん類チェーン出店拡大 幸楽苑・ハイデイ日高…
モスフードの4～6月期、純利益4％減 税負担増響く
牛丼値下げ競争で明暗 好調のすき家・松屋、吉野家は苦戦
サンドラッグ4～6月、純利益13％減
マツキヨHD4～6月、最終赤字5億円 特損計上響く
スターバクス4～6月、経常増益 新製品が寄与
サントリー、ビール風味飲料の販売休止 注文殺到で
マミーマート、毎日安売り店へ切り替え加速 年10店弱改装
はるやま商事の4～6月期、最終赤字6億600万円
ハイデイ日高の3～8月期、単独税引き益69％増
ブックオフの4～6月期、最終赤字5億200万円
王将フード、7月の既存店売上高が2カ月連続減 成長に陰り
ヨーカドー前橋店、後継テナント合意 フレッセイなど出店へ
米ウェンディーズの4～6月、純利益28％減
フジオフード、くし揚げ店で中国進出 11年初にも
安楽亭4～6月、純利益2.1倍の1億6800万円
「ビッグマック」200円に値下げ 期間限定、牛丼に対抗
アパレル「非百貨店」に活路 販売回復急ぐ
元気寿司、1皿1貫で販売 女性・高齢者に照準
ドンキホーテの10年6月期、純利益20％増の102億円
ドンキ安田会長「イワシもクジラに勝てる」ウォルマート牽制
アインファマ、最大57億円調達 増資を実施へ
セブンイレブン、「スイカ」「パスモ」など利用可能に
渋谷「109」、別館をメンズ館に 「ギャル男」に的
蘇寧電器、ラオックスへの出資比率5％上げ 34％に
セブン＆アイ、新型の小規模スーパー 都市部に100店
ユニクロ、有力施設に照準 東京ミッドタウンなど出店
ケンタッキーの4～6月期、純利益は実質32％増
コンビニ猛暑特需 7月の売上高、14カ月ぶり増
マクドナルド、肉の大きさ2.5倍の「大月見バーガー」
ユニクロ、国内最大店舗を大阪・心斎橋に10月開店
ミニストップ、九州でココストアと提携 独自商品を相互供給
サイゼリヤ、営業益5割増 今期140億円、2期連続で過去最高
サガミ、最終赤字8億9000万円に 今期、予想より悪化
ゼンショー小川社長「牛丼全店、11年3月期に黒字化」
都心部での小型スーパー出店が相次いでいる
外食売上高2.5％増 7月、猛暑で飲料好調
スターバクス、新商品効果で営業益5％増 今期
ダイエー、靴専門店子会社コルドバを解散 11年5月末メドに
アイン、調剤の自動化拡大 12年度までに130店 投資25億円
コンビニで住民票取得 埼玉・北本市、印鑑登録証明も
「HMV渋谷」跡地、フォーエバー21に 来年1月開店
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03-5333-5641.

ビルズモバイルサイト
URL）http://m.builds.jp/

お問い合わせ先：

ホームページへのアクセスは、

モバイルサイトへのアクセスは、

平日9:00～18:00迄受付

優良企業2,000社へ直接ご紹介します。
各企業の「出店計画は必ず毎年変化」しています。私
共は「店舗専門会社」ならではのネットワークを使い、
常に「最新の店舗展開データ」を保持しています。中で
も優良な法人企業様とは全て直接お取引がございます
ので、安心してお任せください。

首都圏60,000件 店舗物件情報No.1
店舗のことならビルズにお任せください。

近隣の相場資料を無料でご提供します。
店舗賃料は一般にはなかなか相場が解かりにくいと言
われています。ビルズでは蓄積された60,000棟の店舗
データベースから近隣の正確な店舗賃料相場資料をご
提供致します。通常は契約法人企業さまだけに有料販
売を行っている専門調査データですので、お取り扱い
は慎重にお願いしております。

オーナー様から評判です。
「頼むならちゃんと動いてくれる業者さんが良いね！」
「一体全体どんな相手にウチの店舗を紹介している
の？」という質問に即答出来る店舗不動産会社はこれ
までありませんでした。ビルズではそんなオーナーさん
の不安にお答えすべく「ご紹介済みの企業リスト」をご
提供しております。

株式会社ビルズ 会社概要
社名 株式会社ビルズ

所在地 〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-11-2 由井ビル4階

TEL 03-5333-5641（代表）

FAX 03-5333-5699

免許証番号 東京都都知事（3）第77359号

設立 1999年2月（平成11年2月）

資本金 1,000万円

代表者 代表取締役 井上 良介

事業内容 「店舗用不動産」情報仲介専門
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株式会社ビルズの店舗専門情報誌

マクドナルド株式会社ビルズ

ルミネ

吉野家

新宿駅南口
株式会社ビルズ 検 索

甲州街道 至四谷→←至初台

ビルの1Fに「カフェテラス 
ふれんど（Friend）」が入っ
ている由井ビル4Fです。

JR新宿駅南口から徒歩3分です。
ご来店を心よりお待ちしております。

P


