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東京

長引く経済活動抑制で出遅れる経済正常化
2021年1-3月期実質GDPの前期比は内外需共に縮小し年率▲3.9％と、再びマイナスに転じた。GO TOトラベルの停止や緊急事態宣言による消費弱含み等が響

いた。東京都は今年に入り毎月緊急事態宣言下となっており、Q1は1月8日から3月21日、Q2は4月25日から6月20日、足元のQ3は7月12日から8月31日までを

予定している。飲食店、ホテル・旅館、食品卸等の対面型サービス業を中心とした倒産件数増加が続くなか、建設業は需要が減少し、更にウッドショックの影響で飲食店

に次ぐ二番目の倒産件数の多さとなっている。宣言慣れにより人流が減らないなか小売は一定程度回復してきている為今後の伸びは限定的であるが、ワクチン接種が進

み10-11月に政府目標が実現した場合、対面型サービスは2022年以降徐々に回復する事が期待される。消費は弱含みの傾向が続く一方、海外経済回復を背景と

した好調な輸出や、設備投資は持ち直しの動きが続いている。

空室率は7年半ぶり高水準
第2四半期の都心5区グレードAオフィス成約賃料は、前年同期から4.67%減少し36,773円となった。今期は千代田区にTOKYO TORCH常盤橋タワー、港区に日

比谷フォートタワーが竣工したが、稼働率は90％を下回った。オーナー側の柔軟な条件提示により好立地や衛生面等トータルで評価の高いビルに需要が集まっている。テ

ナントによる移転ニーズはあるものの、減床傾向は継続している。渋谷区ではDeNAの移転やKDDIの床返却が響き、募集面積と募集前のテナント退去予定面積を含

む空室率は7.05％となり、前四半期からの上昇幅は５区の中で最も大きく3.44pt上昇した。供給が続く港区は空室率が最も高く10.18％、コロナ前0.13％だった新

宿区はパンデミックによる影響を最も受け9.7％まで上昇している。中央区は6.84％、千代田区が3.47％と都心5区の空室率は高水準となり、加重平均で6.88％と7

年半ぶりの高水準に達した。

縮小移転ニーズ増加で空室率は微増が続く
今年に入りリーシング活動は回復傾向を見せるが、縮小移転がその殆どを占める。ハイブリッド型ワークが定着する中、ABW導入等で従業員数に応じた面積確保の必

要はなくなり、多くの企業で減床が進む。こうした動きを背景に従来型のオフィス面積は縮小傾向にある一方、フレキシブル・オフィスのシェアは拡大しており、この傾向は今

後も続く事が予測される。過去リセッションの際は、倒産やリストラ、コスト削減を強いられる状況での解約により空室率が急騰したが、コロナ禍では新しい働き方へのシフト

が足元の空室率上昇に影響しており、非常に緩やかな上昇傾向が続いている。またオーナー側は過去の様な賃料急落を懸念し、より早い段階で柔軟な対応を見せた

為、高条件オフィスの割安感がリーシング需要回復を後押ししている。今年と来年の供給が低水準であるものの空室率は小幅上昇が続いており、将来の床需要増加の

材料が見いだせないなか都心5区のオフィスマーケットでは2023年以降3年に渡る大量供給が予定されている。

都心5区新規供給 都心5区グレードＡ 賃料と空室率
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※ 年以降の募集賃料及び 年以降の空室率を以下定義へ変更し、新たに現在空室率を追加致しました。
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テナント名
移転時期
（見込み）

移転先 移転元 予想賃借面積

建物名 地区 建物名 地区 坪 SF

東京海上ホールディングス、東京海上日動火災保険、
東京海上日動あんしん生命保険

2021年12月 – 2022年6月 TOKYO TORCH 常盤橋タワー 丸の内・大手町 東京海上日動ビル・本館、同新館 丸の内 10,140 360,815

オリックス 2021年5月 - 7月 世界貿易センタービルディング南館 三田・芝浦 世界貿易センタービルディング、浜松町ビルディング 三田・芝浦 6,580 234,138

クラレ 2021年7月 TOKYO TORCH 常盤橋タワー 丸の内・大手町 大手センタービル 丸の内・大手町 3,600 128,100

IMAGICA GROUP、
IMAGICAエンタテインメントメディアサービス

2021年10月 - 11月 ザ・竹芝再開発 三田・芝浦 MAGICA GROUP所有ビル、内幸町東急ビル 五反田、内幸町 3,007 106,999
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主要なグレードAオフィス新規供給（2021年）

Source: Nikkei Real Estate Market Report

市場 空室率
アブソープション率
（前四半期比）

貸床面積 アブソープション面積 グレードAオフィス 成約賃料

坪 SF 坪 SF JPY/TS/MO USD/SF/MO EUR/SF/MO

東京グレードA
オフィス市場 6.88% -1.05% 2,051,959 73,015,468 -20,314 -722,853 36,773 9.35 7.85

USD/JPY = 110.58 EUR/JPY = 131.58

ステータス 物件名 サブマーケット 区

延床面積
（含 オフィス以外）

竣工時期

坪 SF （含 予想）

竣工 TOKYO TORCH 常盤橋タワー 丸の内・大手町 千代田区 44,165 1,571,536 6月

日比谷FORT TOWER/日比谷フォートタワー 霞ヶ関・内幸町 港区 31,936 1,136,374 6月

建設中 KABUTO ONE 日本橋 中央区 11,849 421,627 8月

東京

渡辺 絵里香
リサーチ・アナリスト

テナント名 状況 物件名 地区
予想減少面積

坪 SF

ヤフー 返却 紀尾井タワー、AKASAKA K-TOWER 赤坂 -7,800 -277,550

KDDI 返却
新宿文化クイントビル、住友不動産飯田橋駅前ビル、

テラススクエア
代々木/飯田橋/神田 -4,000 -142,333

デロイト トーマツ グループ 返却 丸の内二重橋ビル 丸の内・大手町 -1,800 -64,050

アクサ損害保険、アクサダイレクト生命保険 返却
KDX麹町ビル、麹町シルクビル、偕楽ビル、田原町シ

ティビル、蔵前酒井ビル
麹町、田原町、蔵前 -850 -30,246

カルビー 返却 丸の内トラストタワー本館 丸の内・大手町 -627 -22,311

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ 返却 ミューザ川崎セントラルタワー 川崎 -605 -21,528

主要なオフィス減床及び移転キャンセル

Source: Nikkei Real Estate Market Report

Source: Cushman & Wakefield
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