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経済は成長も輸出入ともに減少
2019年第一四半期の日本経済は2.2%（年率換算）の成長を維持したが、輸出入ともに減少

が目立った。コア消費者物価指数の前年同期比は0.8％上昇し、前期からは0.1ポイント上昇した。

同指数は2017年1月以降プラス成長を続けているものの、依然として１％未満の水準で推移して

いる。日銀の「経済・物価情勢の展望」によると、予想物価上昇率が中長期的に高まる事を理由と

して２％の物価目標は維持されたものの、日銀各委員のなかには下振れリスクが大きいとの見解も

多く見られた。

ネット・アブソープションは33か月ぶりのマイナス成長
19年第二四半期における東京都心5区の空室率は2.07%であり前期からさらに微増した。一方、

募集賃料は37,527円（前期比▲1.5％）と小幅ながら下落に転じた。これは同区におけるオフィ

ス大量供給に伴う二次空室が出たもの。ネット・アブソープションは▲0.07%（前四半期比）と僅

かだが、2016年第３四半期以来33ヶ月ぶりのマイナス成長となった。

賃料は小幅下落後に横ばいの見通し
賃料は、今期の募集面積微増により小幅に下落したが、19年末までは現在の水準を維持する見

通し。20年には新規供給及び二次空室により僅かに賃料は軟化するものの、堅調なテナント需要

の維持が見込まれるため、21年以降は横ばいで推移する見通し。

都心 5区グレードＡ 募集賃料と空室率

(出典: Cushman & Wakefield) 上記は指定のない限り、年末時点の値。
Aグレードオフィスの定義: 都心5区に所在する延床面積30,000平米以上のオフィスビル
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東京グレードAオフィス 2019年6月（第２四半期）

3.32% 2.07% -0.07%
賃料上昇率 (前年同期比) 空室率 アブソープション率（四半期）

Q4 18 今後12ヶ月の予測Q1 19

(出典: 内閣府, 総務省： 実質GDP季節調整済前期比の年率値, コア消費者物価指数の季節調整済前年同期比)
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Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) is a leading global real estate 

services firm that delivers exceptional value for real estate occupiers 

and owners. Cushman & Wakefield is among the largest real estate 

services firms with approximately 51,000 employees in 400 offices 

and 70 countries. In 2018, the firm had revenue of $8.2 billion across 

core services of property, facilities and project management, leasing, 

capital markets, valuation and other services. To learn more, visit 

www.cushmanwakefield.com or follow @CushWake on Twitter.
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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オフィス募集賃料

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

2.07% -0.07% 3,326,119 118,354,290 -2,328 -82,848 37,527 9.77 8.59

USD/JPY = 107.93 EUR/JPY = 122.71

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）

竣工済み Shinagawa HEART 品川 （港南） 港区 11,074 394,049 2月

Abema Towers 渋谷 渋谷区 11,480 408,496 2月

日本橋室町三井タワー 日本橋 中央区 50,820 1,808,343 3月

渋谷ソラスタ 渋谷 渋谷区 14,203 505,390 3月

建設中 オークラプレステージタワー 虎ノ門 港区 54,479 1,938,543 7月

アーバンネット内幸町ビル 新橋 港区 10,920 388,570 7月

ミュージアムタワー京橋 京橋 中央区 12,656 450,342 7月

住友不動産新宿セントラルパークタワー 西新宿 新宿区 18,760 667,543 8月

新宿南口プロジェクト 新宿 渋谷区 13,007 462,832 8月

渋谷フクラス 渋谷 渋谷区 17,847 635,055 10月

渋谷スクランブルスクエア 東棟 渋谷 渋谷区 54,752 1,948,257 10月

渋谷パルコ建替計画 渋谷 渋谷区 19,360 688,893 10月

虎ノ門ヒルズビジネスタワー 虎ノ門 港区 52,332 1,862,145 12月

主要なグ レード Aオ フ ィ ス新規供給（ 2 0 1 9年）

主要なグ レード Aオ フ ィ ス移転

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

高松コンストラクショングループ、高松建設、
青木あすなろ建設 等

2019年7月以前 住友商事美土代ビル 神田 TCGビル（自社ビル） 芝 2,700 96,075

大広 2019年9月 オリックス芝2丁目ビル 芝 赤坂パークビル 赤坂 19,555 695,831

芙蓉総合リース 2020年5月以降 住友不動産麹町ガーデンタワー 麹町 複数個所 複数地域 3,700 131,658

JX金属 2020年6月 オークラプレステージタワー 虎ノ門 大手門タワー・JXビル 大手町 2,754 97,996

Facebook Japan 2020年下期 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 虎ノ門 アークヒルズ仙石山森タワー 六本木 2,400 85,400

セールスフォース・ドットコム 2021年下期 日本生命丸の内ガーデンタワー 丸の内 JPタワー、ミッドタウンタワー 丸の内・赤坂 9,600 341,600

伊藤忠商事 不明 神谷町トラストタワー 虎ノ門 自社ビル 青山 20,000 711,666

日立ハイテクノロジーズ 不明 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 虎ノ門 不明 不明 5,400 192,150

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル 不明 神谷町トラストタワー 虎ノ門 藤澤ビル 杉並区荻窪 4,000 142,333

エイチ・アイ・エス 不明 神谷町トラストタワー 虎ノ門 住友不動産新宿オークタワー 新宿 2,320 82,553

(出典：日経不動産マーケット情報)

(出典：日経不動産マーケット情報)


