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最新の店舗賃料相場・市場の動向

最近の主な店舗業界ニュース（P3）

法令上のポイント（P3）

成約店舗のご紹介（P3）
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では具体的にどのように生活様式が変化したのかと言
うと、それは「スマートフォンの普及による個人の時間
の使い方の変化」です。現代では若者に限らず「スマ
ホ」はほぼ全ての世代に普及しました。それにともない
「ネット社会に没入する人たち」が爆発的に増えまし
た。彼らにとっては「遊んでいても」「勉強していても」
「友人とお茶しても」「飲みに行っても」「買い物中でも」
常に手元にはスマホが有り、「常時ネット社会と繋がっ
ている」事が当たり前となりました。これまでは「余暇
の時間」があり「リアルな友人と飲み食い遊びに行く」
ことで消費されていた時間が、今は「スマホでネット社
会と融合する」時間に置き換わってしまったと言って良
いでしょう。そして更に若者は「オシャレな場所や自慢
できる環境などを自ら情報発信する事が当たり前」に
なった結果、「飲みすぎて酔っぱらい、スマホを操作出
来なくなる」事は避ける傾向さえあります。従って2軒
目、3軒目と深酒をする人は減り、入店する動機にも
「人とは違うおしゃれなお店や遊び場」を選択する傾向
が顕著になりました。すると必然的に既存の「居酒屋
チェーン」からは足が遠のき、今はネットでは得られな
いリアルな新しい体験が得られる場所として「ゴルフ
バー」「ダーツバー」「カジノバー」「シーシャバー」「プラ
イベートサウナ」などが人気となっています。反面、補助
金が打ち切られ、一般客の宴会需要も壊滅的な打撃
を受けている現在、夜の飲酒の需要で利益を上げてい
た居酒屋業態は今後もますます閉店が増える恐れが
あります。そんな苦境を助ける唯一と言っていい手段
が「海外観光客の需要」ですが、相変わらず全てにおい
て後手に回る岸田政権もようやく10月から「インバウ
ンドの8割を占める個人観光客」の受け入れを開始する
ようです。2019年のように年間3000万人が訪日すると
約1億食の飲食需要が生まれます。観光客は「宿泊」
「移動」「買い物」「食事」がセットですから、様々な業界
に好影響を与える事が出来ます。商業繁盛の為にも1日
でも早く受け入れを開始して欲しいと願っています。

最新の店舗賃料相場・市場の動向
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東 京 都 平均：@35,278円 最高：@306,000円 最安：@4,211円

平均：@19,792円 最高：@167,290円 最安：@882円

平均：@19,367円 最高：@34,911円 最安：@4,951円

平均：@16,812円 最高：@60,039円 最安：@2,456円

※上記は坪当たりの単価です。共益費及び消費税は含まれません。
※「基準階」は 1階以外の階数を表しています。
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埼 玉 県

生活様式の変化

「そろそろコロナの影響も収まりつつある」とか、「飲食
店も元通りに賑わいを見せてきた」と言うようなニュー
スが時々流れるようになりましたが、実態はかなり違っ
ています。弊社ではおかげさまで殆どの大手居酒屋
チェーン店様とのお取引がありますが、聞こえてくるの
は「まだまだ非常に厳しい」という声ばかりです。事実、
９月も「水面下で進めている累計数百店に及ぶ大量閉
店情報」を複数の大手チェーン店様からお聞きしまし
た。こう言うリアルで厳しい飲食店の実態はテレビや
新聞のニュースからではなかなか見えません。相変わら
ず飲食店が厳しい主な理由は、１，宴会需要が殆ど無
くなった。　２，飲んでも1軒目で済ませる事が増えた。
　３，若者が酒をあまり飲まなくなった。４，テイクア
ウトや出前の需要が激増した。などが良くあげられてい
ますが、「生活様式が大きく変化」している事も要因と
なっています。

飲食店の客離れが続いています。



Down to Plant 六本木店
食材を豊富に取り入れらたヘルシーボ
ウル専門店。植物性食材のみで作られ
た「ヴィーガン」、魚介類を加えた「ペス
カタリアン」や動物性タンパク質をのせ
た「オムニボア」の3つのカテゴリに分
けた食事を召し上がることができます。

月島もんじゃ たまとや日比谷店
有楽町の高架下にオープンした出
汁がきいて評判のもんじゃ焼き店。
店員さんが焼いてくれます。トッピ
ング豊富で女性客にも人気。
地下にも客席がある大きな店舗です。

法令上のポイント

成約店舗のご紹介

LAW

CLIENT

鮨 四心
感性豊かな若き大将が創りだす
独創的な鮨の世界。木とタイルを
組合せた和モダンな空間でご堪
能下さい。

法改正による脱ハンコ・ペーパーレス化
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備
に関する法律」に基づく押印・書面に関する制度の
見直しの一環として、2022年5月18日に宅地建物取
引業法と借地借家法が改正されました。昨今のデジ
タル化推進の流れに対し、不動産分野では書面での
交付が要求され電子化が進んでおりませんでした
が、今回の改正により「重要事項説明書の交付」「売
買・賃貸借契約などの締結」などが電子化できるよ
うになりました。改正点は以下の通り。
1） 宅地建物取引業法
① 宅建士による押印の廃止　（重要事項説明書、
宅地建物の売買・交換・賃貸借契約等の37条書面）

② 書類の電子化可能　（重要事項説明書・37条書
面・媒介代理契約締結時の交付書面・レインズ
登録時の交付書面）

 　※但し相手方の承諾が必要
2） 借地借家法
① 書類の電子化可能　（定期借地契約・定期建物賃
貸借契約・定期建物賃貸借契約時の事前説明書）

　　   ※事前説明書は相手方の承諾が必要
以上のように、これまでの一連の不動産取引の流れ
が脱ハンコ・ペーパーレス化により、高額な印紙税
の節約や書面の保管場所の確保が不要になるなど
のメリットが存在することから、今後は電子化が進
んでいくものと考えられます。
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最近の主な店舗業界ニュース
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無印良品が500円以下中心の新店舗を開始
NYの最上階のペントハウス、約360億円で売り出し中
10月は値上げラッシュ。マックに吉野家、スシロー
くら寿司「悪ふざけバイト」の告訴に広がる波紋
ライザップが世界初のコンビニジムを約300店舗出店へ
「かっぱ寿司」社長ら逮捕へはま寿司の秘密不正入手の疑い
カラオケ「まねきねこ」コロナの時短命令は「違憲」と提訴
子会社トップが親会社に直訴状TOBで揺れるシダックス
ペッパーランチ、9月29日は肉を29％増量
ステーキガスト肉29の日ステーキ＆ハンバーグ食べ放題
ゲオがCD買取り終了、「ネット普及」理由に決断
ワークマンにしまむらも参入！ゴルフウェアで盛り返せるか
ニセコの外資買い「年200億円超」　円安・コロナは好機
食品・飲料など5業種が改善　22年10～12月の産業天気
ヤマダHD、賃貸物件検索アプリと提携　10億円出資
大和ハウス、建築する全物件に太陽光　10月から提案
首都圏新築マンション発売、8月40%減　大型物件少なく
オアシス、レーサムにTOB　一株1700円
東京都の基準地価、商業地2年ぶり上昇　住宅は10年連続
CBREアジア部門幹部「円安・低金利で対日投資好調」
ファミリーマート、無人システムで1000店出店の大勝負
オンワードHDの23年2月期、減益幅縮小
Jフロントの23年2月期、純利益3.7倍　コスト削減
スギHDの純利益、単純比較9%減　3～8月期薬価改定響く
あさひの3～8月、税引き益28億円　円安でコスト増
外食売上高8月、18%増　19年比では9.4%減
人手不足、コロナ後最大　企業の5割で正社員足りず
マツキヨココカラ、PB化粧品が絶好調　顧客の9割新規
インフレ下、低価格店に支持　オーケーは出店6割増
ウチの出費、私よりペット　コロナで1.6兆円市場に拡大
木曽路、焼き肉の大将軍を吸収合併
すかいらーくHD、ガストなど10月に再値上げ　原料高で
スーパー売上高、8月は0.6%増　浴衣やレジャー品堅調
百貨店売上高、8月26%増　6カ月連続のプラス
GU、10月に米国1号店を開業 柚木社長「将来はEC検討」
ファミマ、プラ製フォーク配布を終了　竹製の箸提供
コンビニ既存店売上高、8月4・8%増　6カ月連続増加
ゼンショーHD、劣後ローンで100億円調達
ロイヤルHD菊地会長「てんや中心に海外展開加速」
ツルハHD、6～8月営業益3%増コロナ検査キット好調
再上陸ブーム？アメリカンイーグルも渋谷・池袋に出店
日本再上陸「フォーエバー21」の驚くべき大変身



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100,000 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 100,000 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（5）第 77359 号

設立 1999 年 2月（平成 11年 2月）

資本金 2,000万円

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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マクドナルド株式会社ビルズ

ルミネファーストキッチン

吉野家

パスタ新宿

新宿駅南口
株式会社ビルズ 検 索索

甲州街道 至四谷→←至初台

ビルの1F に「FCAFE」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。

お試しクーポン券をご用意しました！

お試しクーポン券
★近隣店舗相場MAP
★賃料相場データ
を 1回無料でご利用いた
だけます。本券を切り取っ
てご利用ください。

第二十号発行分

（キリトリ）

（キリトリ）

BUILD'S

「近隣店舗相場 MAP」と「賃料
相場データ」ご利用券を無料にて
ご用意しました。（調査資料は通
常5万円のところ1回無料！）
ご所有のビルの店舗相場が知り
たいオーナー様に大変好評です。
（一般に店舗相場はなかなか表
には出てきません）




