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グレード A オフィス市場 4Q 2021

東京

都心5区オフィス：区別の年度別供給動向の見通し 都心5区グレードＡオフィス：想定成約賃料と空室率の見通し
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出典：東京都統計局、オックスフォードエコノミクス

東京都、経済指標
2021年予測

今後12ヵ月の
予測

0.5%
コアCPI（12月中旬速報値）

2.0%
名目都民経済成長率

3.1%
都内失業率

グレードAオフィスの定義 都心5区/2000年以降竣工/貸床面積6,000坪以上/基
準階面積500坪以上

調査対象（棟数） 116棟
調査対象（貸床面積） 2,095,207坪
賃料 想定成約賃料で共益費込みの賃料総額（グロス・レント）
空室率 当期末時点での空室面積を貸床面積合計で除したもの
募集面積率 公開されている募集面積を貸床面積合計で除したもの

出所: Cushman & Wakefield

調査対象・定義

マクロ動向：変異株による不透明感が払拭されていけば、都民経済は全国平均を上回る成長が予測される
オミクロン株の流行で新型コロナウイルス感染者数は過去最多を更新し続けており、足許数か月は下振れリスクに留意が必要。コロナ前の2014年から2018年迄の都の
GDP年平均成長率は1.3％と全国平均を0.2pp下回っていた。しかし、今後の東京都の名目経済成長率をみると、2021年にプラス2.0％、2022年にプラス3.1％、
2022年から2026年にかけての同年平均成長率は1.6％と全国平均を0.2pp上回る回復基調が予測１されている。就業者数についても、全国では前年同期より
0.1％減少した一方で、都は同1.5％上昇。中期的には情報通信業及び卸売・小売業が雇用を拡大し、都の雇用規模は2022年から26年迄の年平均で0.8％増加
し、直近で3.1% まで上昇した都の失業率も26年末迄に2.4％までの減少が見込まれている。全国対比では東京都の就業者動向は底堅く、大企業の在宅勤務移行
に伴う床削減の動きが一巡すれば、長期的なオフィス需要も徐々に底打ちすることが見込まれる。

需給動向：港区は空室増加が顕著、面積縮小の動きが加速する可能性も
第4四半期の都心5区グレードAオフィスの空室率は前年同期比2.2pp増の3.7%、想定成約賃料（賃料）は、前年同期比4.6%減の36,043円となった。なお、
2022年の竣工予定は九段会館テラスと東京ミッドタウン八重洲の2棟にとどまり²、内定率は現時点で約60％となっている。しかし移転を急がない企業は、2023年以降
に竣工が予定されている港区を中心とした大規模開発物件を検討している。

都心5区別の空室率をみると、前年同期から最も上昇したのは港区で、3.6pp増の6.2％となった。サブマーケット別の格差も大きく、大型の空室が目立つ汐留・新橋が
前年同期比12.3pp増の12.4％と、調査対象のサブマーケットの中でも最も高い空室率を示した。 ビル別では、ソフトバンクが退去した東京汐留ビルディングの約
14,500坪や、NTTコミュニケーションズが床を返却する汐留ビルディングの9000坪以上の募集が港区の高い空室率の要因となっている。なお、汐留・新橋エリアの第4半
期の賃料下落率は前年同期比マイナス4.5%と、都心5区平均と同水準に留まった。一方、賃料下落が顕著な西新宿(同9.5%)や虎ノ門・神谷町(同9.0%)におけ
るエリア空室率は1％程度の低水準にとどまっていることも注目される。品川港南口では、エリア空室率は5.8%と港区平均を下回っているものの、在宅勤務を積極的に
導入している日系大手通信系企業も多く、今後、既存テナントの面積縮小が加速する可能性も燻っている。また、外資系が集積する六本木・赤坂では、グローバル・サ
プライチェーンの遅延やコスト高などに伴う不確実性の高まりから、移転需要は総じて先送りされている傾向にある。

期中動向：増床する企業が増えるなか、面積縮小の勢いが上回り、中期的な空室率は緩やかな上昇が続く
第4四半期に公表された移転計画の理由としては、「テレワーク導入」が29.0％と最も多く、面積縮小移転をした企業に多く見られた。一方、「増員予定を含む拡張」も
21.1％と次いで多かった。産業別ではTMT（テクノロジー/メディア/テレコム）の移転件数が全体の27.6％を占め最も多く、「テレワーク導入」で36.4％、「増員を含む
拡張」で37.5％と移転理由で共に最多となり、同じ産業のテナントであっても、移転の動きが二極化している事が覗える。賃料コスト意識の高い製造業では原材料、輸
送コスト高騰や原材料不足の影響を年下期により大きく受ける企業が多く、固定費削減のため面積縮小に動いている。「増員を含む拡張」移転が目立った不動産業で
は、未上場で拡大余地がある若い中小企業が多い。増床する中小企業の数が増えても、成熟した大企業の面積縮小を吸収できず、空室率は今後も緩やかな上昇が
続く事が見込まれる。

出所: Cushman & Wakefield 出所: Cushman & Wakefield*2000年以降竣工/貸床面積4,000坪以上/基準階面積300坪以上

*

１オックスフォード・エコノミクス（2022年1月末付）
²「住友不動産大崎ツインビル東館」及び「JR目黒MARCビル」は品川区に
位置し、当社グレードA基準に入らない為記載しておりません。
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テナント名 業種 移転時期
（見込み）

移転先 移転元 想定賃借面積
建物名 地区 建物名 地区 坪

楽天グループ TMT 不明 NBF品川タワー 品川 不明 不明 4,000

フリー、サイトビジットなど TMT 2022年8月 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 大崎 五反田ファーストビル、オームビル 五反田、神田 3,462

長瀬産業 卸売/小売 不明 常盤橋タワー 大手町 自社ビル 日本橋 2,300

JSOL TMT 2022年10月 九段会館テラス 九段下 晴海センタービル,晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 晴海 2,250

LIXIL、一部グループ会社 製造業 2022年8月 住友不動産大崎ガーデンタワー 大崎 自社ビル3棟 大島 2,008

三井物産アイ・ファッション 卸売/小売 不明 AKASAKA K-TOWER 赤坂 ヒューリック青山ビル、日鉄物産ビル 青山、赤坂 1,960

グレード A オフィス市場 4Q 2021

A CUSHMAN & WAKEFIELD RESEARCH PUBLICATION
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 
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©2019 Cushman & Wakefield. All rights reserved. The information  
contained within this report is gathered from multiple sources believed  
to be reliable. The information may contain errors or omissions and is  
presented without any warranty or representations as to its accuracy.

主要なオフィス移転事例

cushmanwakefield.com

グレードAオフィス市場：2022年新規供給予定ビル

出所）日経不動産マーケット情報

期末稼働面積
（坪）

新規供給
（坪）

ネットアブソープション¹
（坪）

期末空室面積
（坪） 空室率 前年同期比 募集面積率 前年同期比 想定成約賃料

（月/坪・共益費込み） 前年同期比

2,016,787 0 -11,765 78,420 3.74% +2.24pp ↑ 8.00% +2.7pp ↑ 36,043 -4.55% ↓

１ネット・アブソープション＝前四半期末空室面積＋当四半期内新規竣工ビル入居面積ー当四半期末空室面積

物件名 サブマーケット 区 延床面積（坪）
（共有面積を含む ） 竣工時期

九段会館テラス 飯田橋・九段 千代田区 20,570 7月

東京ミッドタウン八重洲 京橋・八重洲 中央区 85,880 8月

東京

テナント名 業種 状況 要因 地区 地区 想定貸借面積
（坪）

三菱UFJインフォメーションテクノロジー TMT 返却 テレワーク導入 晴海フロント 晴海 -10,000

MSD、日本MSD 医療・福祉 返却 テレワーク導入 北の丸スクエア 九段下 -1,500

グラクソ・スミスクライン 医療・福祉 返却 テレワーク導入 赤坂インターシティAIR 赤坂 -1,023

日本オラクル TMT 返却 不明 赤坂センタービルディング 赤坂 -426

インペリアル・ブランズ・ジャパン 卸売/小売 返却 閉鎖 オークラ プレステージタワー 虎ノ門 -230

主要なオフィス減床及び移転キャンセル事例

出所）日経不動産マーケット情報

出所）クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド

² TMT：テクノロジー/メディア/テレコム（通信）の産業区分を業種として参照している

加藤 圭至 （オーナー側）
シニア・ディレクター リーシング・アドバイザリー・グループ
+81 3 3596 7865 / keiji.kato@cushwake.com

樗木 真奈美（テナント側）
ディレクター テナント・アドバイザリー・グループ
+81 3 3596 7077 / manami.chisaki@cushwake.com

グレードAオフィス市場：全体の需給動向

出所）クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド
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