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平成30年度  東京ビルヂング協会 海外研修視察研修

ニュージーランドのクライストチャーチ、
オークランドの2都市の視察を実施

クライストチャーチ

市中心部、2011年地震のつめ跡残る
南島最大の都市で、人口約40万人。

オークランド（153万人、北島）、ウェ
リントン（41万人、北島）に次ぐ第三の
都市。緑の多い整然とした街路が美し
く「ガーデンシティ」と称され、イング
ランドのカンタベリー教会の組織的な
移民により形成された経緯からイギリ
ス的風格を持つ都市と言われている。
東日本大震災の3週間前、2011年2月

22日12時51分にマグニチュード6.3の
地震に見舞われ、市中心部の8～9割の
建物が全半壊した。カンタベリー大聖
堂の尖塔のほか、地元テレビ局カンタ
ベリー・テレビ（CTB）が入居するCTB
ビルも崩壊し、同ビル4階の語学学校に
通っていた日本人28人が犠牲になって
いる。
まちの復興状況をみると、全半壊し

た建物のうち、損害保険会社による損
害査定等の問題が解決しないため、い
まだに建物が取り壊せず、未利用のま
ま建っているオフィスビルが見受けら

れる。まちのシ
ンボルである
カンタベリー
大聖堂も尖塔
が崩れた状態
で、修復途上
にあった。
マーケット

的な観点から
とらえると、新
たに建て替え
ても28mとい
う高さ制限が

ある一方、上層階ほどテナントが付か
ないという状況下にあるという。また、
震災後に中心街から郊外のオフィスビ
ルに移転したテナントの多くが長期賃
貸契約を締結していることから、中心
街に新築のオフィスビルが竣工しても
すぐにテナントが戻ってこられる環境
にないというのが現状。

　東京ビルヂング協会中小ビル事業委員会では、国際委員会と協働して平成24年度からアジア諸地域における
都市開発動向やオフィスビルの建設・運営状況などを実地調査するための研修視察を開催しています。
　第7回目となる平成30年度の海外研修視察は昨年11月12日～17日の6日間にわたり、ニュージーランドの2都
市クライストチャーチとオークランドを巡る視察を実施しました。クライストチャーチでは2011年2月にM6.3
の地震に見舞われた市街地を訪れ、まちの復興状況を視察したほか、市の担当者からまちづくりに対する考え方
を伺いました。また、オークランドではニュージーランドの最先端のオフィスビル事情のほか、商業施設や物流
施設の開発・運営状況を視察することができました。
　視察団に参加したのは、中小ビルのオーナーや大手不動産会社のビル部門の担当者など20名と事務局1名を
合わせた総勢21名（視察団名簿参照）。
　また、1984年からニュージーランドに事業進出し、6棟のホテル運営（国内最高ランクの「the george（ザ・
ジョージ）」ほか）を手掛けている㈱虎ノ門実業会館代表取締役副社長の河村祥宏様に視察全般にわたりコー
ディネート役を務めていただきました。

取り壊すこともできずに残っているビル河村氏（前列左）と視察団一行

修復途上のカンタベリー大聖堂
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街なかにビジネス機能と住宅を
整備へ
　視察団は、クライストチャーチ市の都
市開発を担当しているマネジャーの
Steve Clarke氏に面談。クライスト
チャーチ地震以降のまちづくりについ
てのレクチャーを受けた。
　クライストチャーチは地震後、①人口
減少、②GDPの下落、③失業率の上昇
―といった3つのリスクが指摘されて
いたが、いずれの予想も外れた。その
理由として、Clarke氏は2つの対応を挙
げた。一つは、地震直後すぐに財務省
が中小企業の雇用を守ることをアナウ
ンス。1日当たり600NZ$の補助を、6
週間実施した。もう一つの対応は、市の
中心部において7割以上の建物が被害
を受け、投資家が逃げてしまった中で、
そうした投資家や不動産関連事業者の
不安を払拭するため、地震から100日後
に行政として復興に向けた青写真
「Central City Blueprint」を公表した
こと。こうした素早い対応が功を奏した
とClarke氏は分析している。

 11月
12日（月）

18：30 NZ90便　成田発
<機中泊>

13日（火）

  9：05 オークランド着
12：00 オークランド発 → 13：25クライストチャーチ着
14：30 紙のカテドラルCardboard Cathedralを視察
17：00  ㈱虎ノ門実業会館NZの事業展開についてのレクチャー
18：15 夕食

<クライストチャーチ泊>

14日（水）

  9：00 「NGĀI TAHU Property」、「aurecon」を訪問
10：30 商業施設「The Terrace」を視察
12：00 昼食
13：15 カンタベリー大学・構造建築研究所
15：30 図書館「Turanga Central Library」
16：30 行政のまちづくり方針についてレクチャー
18：00 夕食

<クライストチャーチ泊>

15日（木）

10：00 クライストチャーチ発 → 11：20 オークランド着
12：00 昼食　市内視察後、ホテルチェックイン
18：00 夕食

<オークランド泊>

16日（金）

  9：00 Property Council NZへ表敬訪問
10：00 Kiwi Propertyへ移動
11：00 商業施設「Sylvia Park（シルビアパーク）」を視察
12：00 昼食
13：30 物流施設「Highbrook Business Park」を視察
15：00 ホテルへ　（自由時間）
18：00 夕食

<オークランド泊>

17日（土） 9：55 オークランド発 → 16：45成田着
 通関後、解散

会社名 役職 参加者名
団　長 東山興業㈱ 代表取締役社長 猪股　徳臣
副団長 木村實業㈱ 代表取締役社長 木村　平右衛門

泉吉㈱ 取締役 岸本　將裕
㈱千代田ホテル 代表取締役社長 笠原　健太朗
㈱小谷ビルディング 専務取締役 小谷　礼子
㈱小谷ビルディング 取締役 小谷　誼美
㈱懇和会館 代表取締役社長 藤吉　昭博
㈱昌平不動産総合研究所 取締役 清宮　　仁
新日鉄興和不動産㈱ マネジャー 大脇　幸伸
㈱世界貿易センタービルディング 管理部長 関　　孝史
㈱世界貿易センタービルディング 総務部長 鈴木　達人
タチバナエステート㈱ 代表取締役 橘　　知範
中央土地㈱ 専務取締役 勝田　一成
東急不動産㈱ 課長補佐 前田　創平
東急不動産㈱ グループリーダー 室崎　慶太
東洋熱工業㈱ 営業部長 原川　文男
ピー・エム・ソリューション㈱ 代表取締役社長 水嶋　　望
㈱不二屋ビルデング 副社長 鈴木　喜雄
三井不動産㈱ グループ長 工藤　人護
森ビル㈱ 海外事業部課長 末田　慎也

事務局 （一社）東京ビルヂング協会 事務局次長 新井　　崇

行程表

参加者名簿
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　ニュージーランド政府の方針は、政
府主導の開発を進めることで、民間の
開発を誘発しようと考えている。政府
はこれまで円換算で37兆円を投じてい
るが、今後さらに同5.6兆円を投じるこ
とにしている。そうした国の姿勢に合わ
せ、クライストチャーチ市では
「Central City Blueprint」をベースに、
今後のまちづくりを進めていく考え。具
体的な施策として、Clarke氏は①街な
かに活動しやすい、新しいビジネスを創
造・誘発するような機能を整備する、②
街なかに住宅を整備する―の2点を掲
げた。現在、街なかに6,000人が居住し
ているが、住宅を整備することで街な
か人口を2万人まで増やす考えを明らか
にした。
＜視察先レポート＞
● 紙のカテドラル  
（Cardboard Cathedral）について
　・ 紙のカテドラルは、尖塔が崩壊した
大聖堂から数ブロック離れたところ
に、建設されている。

　・ 仮設の大聖堂の建設にあたり、日本
人建築家・坂茂氏が指名された。

　・ 仮設とはいえ、高さ23m（ビル7階
相当）。

　・ 700名収容可という大建築。2013
年7月末完成。

● 「NGĀI TAHU Proper t y」と
「aurecon」の2社を訪問
　・ クライストチャートの中心街、キャ
シェル通りとダーハム通りが交差
する角地（警察署跡地）の街区を開
発したNGĀI TAHU Propertyと街

区内のオフィスビル建設にあたって
構造設計を担当したaureconを訪
問した。

　・ NGĀI TAHU Propertyが開発した
のは2棟のオフィスビル（延床面積
1万6,000㎡）と約630台を収容で
きる立体駐車場。

　・ NGĀI TAHU Propertyでは、クラ
イストチャーチ地域エネルギー会
社と契約し、地熱による地域熱供給
システムを導入。地域熱供給シス
テムにはまだ余剰があり、周辺への
熱供給が計画中。 

　・ 2棟のオフィスの構造設計を担当し
たaureconでは、1階の基礎部分の
下に免震基礎分離システムを導入
した。

　・ 同社は、ニュージーランドで有数の
構造設計の専門会社で、ロッキン
グブレース構造、構造材を2方向に
滑らせる蝶番のジョイントフレーム
構造、Kブレース構造、スプリング、
ロッキングウォール構造など多くの
工法を有している。

●商業施設「The Terrace」
　・ aureconのロッキングブレース構
造を採用して開発された飲食・商
業施設「The Terrace」は、エイボ
ン川のほとり、オックスフォード通
りに面し、約8,500㎡の敷地に異な
る外観の商業施設が建ち並ぶ。ク
ライストチャーチの商業エリアの玄
関口にあり、市内を循環するトラム
（路面電車）が目の前を通る。

●カンタベリー大学・構造建築研究所
　・ 建物の構造部材や建物の構造自体
の耐震性能などを研究するカンタ
ベリー大学の構造建築研究所のラ
ボを訪問した。

　・ カンタベリー大学では、クライスト
チャート地震によって、工学部講堂
が取り壊されるなど大学の校舎全
般に被害を受け、現在でも大学敷
地内で校舎の修理や建て替えなど
が行われている。

　● 今年10月オープンした図書館
「Tranga Central Library」

　・ 今年（2018年）10月12日にオープ
ンしたばかりの図書館「Tranga 
Central Library」を訪問。

　・ 図書館は5階建てで、18万冊余の本
が所蔵されている。

NGĀI TAHU Propertyが構造設計を担
当したaureconが入居

飲食・商業施設「The Terrace」

図書館に導入されている免震設備
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　・ 「地元の人、観光客など様々な人が
集える場所」という考えのもと、知
識収集欲を刺激するよう各フロア
が見渡せる吹き抜け構造とするな
ど工夫を凝らしているのが特徴。そ
の結果、10月のオープンからわず
か1か月で来館者数が10万人を突
破した。

　・ 図書館の構造については、「100年
に一度の大地震にも耐えられる」と
いうコンセプトのもと、免震装置の
採用に加え、長さ25m・重さ140t
のコンクリートパネルを使用した
「ロッキングウォール工法」と「ダ
ンパー」を組み合わせ、耐震性能を
高めている。

　・ 図書館の西側の2街区を国が購入し、
現在1,500人収容可能な国際会議
場の建設が進んでいる。竣工は
2020年の予定だという。

　

オークランド

不動産マーケット活況、
ビル賃料の上昇継続
　オークランドのオフィスビルストック
は145万㎡（推計値）ほどであり、同じ
港町の神戸（183㎡）の8掛けの規模。
中心部において大規模物件（Precinct’s 
Commercial Bay等）の開発と地下鉄
（2024年開通）の工事が進行中。
　2017年に約17,900㎡の優良物件の
新規供給があった。質の高いワークプ
レイスへの移転が社員の雇用対策・満
足度向上策として注目され、2ndグレー
ドビルのテナントが新しく効率的なオ

フィスへ移転。2ndグレードのビルに空
室率の上昇がみられた。その結果、
2017年の空室率は5.5%から5.7%へ3
年ぶりに上昇。
　賃料水準をみると、優良物件は年額
＄425per sqm（坪@￥104,261）、
2ndグレードは同$218per sqm（坪@
￥53,480）。賃料上昇は当面継続する
見通し。
＜視察先レポート＞
●Property Council NZを表敬訪問
　・ 日本のビル協会にあたるProperty 
C o u n c i l  N ZのC ONN A L 
TOWNSEND会長を表敬訪問した。
TOWNSEND会長から活動状況や
オークランドの不動産事情などの
説明があった。

　・ Property Council NZは約600社
の会員企業が加盟。会員企業で
ニュージーランドのGDPの1/8（約
1兆NZドル）を占めている。主な活
動として、政府や市などに対し、不
動産に関わる税制や法制度（ゾーニ
ングの変更、土地利用の変更など）
についての交渉を行っている。

● 商業施設やビル所有・運営のKiwi 
Property
　・ 1992年創立の商業施設・オフィス
ビルを所有・運営するディベロッ
パーで、ニュージーランド証券取引
所に上場しているKiwi Propertyを
訪問。同社は30億NZドルの不動産
を投資しており、その構成比率は
2/3が商業施設、オフィスが28%、
それ以外が5%となっている。

　・ 商業施設のオーナーとしては国内

最大。6つの商業施設と2棟のライ
フスタイルリテール施設を運営管
理しており、859のテナントが16.5
億NZドルの売上を上げている。

● 商業施設「Sylvia Park（シルビア
パーク）」
　・ Kiwi Propertyが手掛けたニュー
ジーランド最大規模の商業施設
「Sylvia Park（シルビアパーク）」
を視察。

　・ 「Sylvia Park」は、もともと競馬場
跡地の広大な土地に開発され、
2007年に竣工した。敷地内をハイ
ウエイの高架が横切り、オークラン
ドの半数以上の住民が車で20分圏
内。また、鉄道のイーストライン
「シルビアパーク駅」で直結してお
り、車以外にもアクセスが容易。

　・ 貸付有効面積は約78,000㎡にのぼ
り、テナント数は276店舗。

　・ 2015年から拡張工事が行われてお
り、今後も敷地内での開発は目白押
しで、今年オフィスタワーや600台
の駐車場が竣工したほか、新たな
商業施設（ファーマーデパート、飲
食施設、60の専門店）が2020年の
オープンを目指し、建設が進められ
ている。

● 物流施設「Highbrook Business 
Park」
　・ 物 流 施 設の開発を展開する
Goodman社を訪問し、併せて同社
が開発を進めている物流施設
「HIGH BROOK Business Park」
を視察した。

平成30年度 東京ビルヂング協会 海外研修視察研修

図書館の隣接地で進む国際会議場の建設

Kiwi Property所有のオフィスビル

「Sylvia Park」内視察の様子
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1. 都市再生特別地区の運用の
　 柔軟化
　都市再生特別地区における大規模な
再開発事業では、計画提案の時点から
事業の竣工までに一定の期間を要する
こと、また、事業竣工後も当該建築物
等は長期にわたり存続することから、社
会環境の変化に対応した計画の見直し
が必要となる。このため、国土交通省で
は、平成29年11月29日付各都道府県知
事等への通知（国都計第94号）によっ
て、都市再生特別地区に関する都市計
画に、都市再生の効果等を有する具体
の取組に係る用途等を定める際に、許
容されうる包括的な用途を記載するこ
と等が助言されている。ついては、東京
都においても、上記通知に沿った具体
的な対応を速やかに講じられたい。
2. 附置義務駐車場制度の柔軟な
　 対応
　都心部では、事務所・商業等の複合
用途ビルを中心として、駐車場の稼働
率が低迷し、附置義務台数は実際の需
要に対し相当過大となっている。東京
都では、平成26年の条例改正による面
積調整率の見直し等もなされているが、
駐車場利用率の低下に対する十分な対

応にはなっていない。これら状況を踏ま
え、国土交通省では、「まちづくりと連
携した駐車場施策ガイドライン」を策
定し、平成30年7月19日に地方公共団
体へ通知しており、駐車場の需給状況
の把握と駐車場の適正化を求めている。
ついては、当方も協力するので、改めて
駐車場の利用実態を反映した更なる運
用改善と制度の見直しを図られたい。
3. 都心部でのプロジェクション
　 マッピング及び建物壁面を利用
　 した公共アート（ミューラル）
　 の促進
近年、大規模なプロジェクションマッ

ピングが話題を呼び、観光コンテンツ
として注目されている。これらに対応し
て、国土交通省では、従来の許可制で
ある「屋外広告物条例」とは別に、プロ
ジェクションマッピングを対象とした
「投影広告物条例ガイドライン」を平成
30年3月に策定・公表し、条件付きで許
可手続き不要とした。東京都において
も、これに準じて東京都投影広告物条
例を制定願いたい。また、ミューラル
（既存ビルの壁面などに描く公共アー
ト）についても、東京都屋外広告物条例
の規制対象となるため、ミューラルが

適切に展開できるよう対応願いたい。
4. 大屋根の下部空間利活用の
　 柔軟な運用
　ピロティ状屋外空間や道路・空地等
の上部にかけられた大屋根の下部空間
については、都市機能として必要な、活
気あふれるにぎわい空間の創出に資す
る利用等の際には、容積率制限に妨げ
られることなく大屋根下部空間の適切
な利用が可能となるよう、柔軟な運用
を講じられたい。
5. 市街地再開発事業に関する
　 補助金について
　都市機能の更新・強化に不可欠であ
る市街地再開発事業では、東京都が支
給する補助金（社会資本整備総合交付
金）が、各事業の資金計画に基づく必
要額に満たない状況である。ついては、
当該交付金の増額を国に働き掛け、市
街地再開発事業を速やかに進捗させる
ために十分な予算の確保をお願いした
い。
6. 文化・スポーツ施設の維持・
　 運営に係るインセンティブに
　 ついて
　魅力的な都市環境においては、文化
やスポーツを楽しむ環境の充実が求め
られるため、都市に不可欠な装置とし
て文化施設およびスポーツ施設が維
持・運営できるよう、補助金等のインセ
ンティブを設けていただきたい。
7. 道路占用許可基準の柔軟な
　 運用
　昨今、都心部における都市開発は大
規模化する傾向にあるが、そのような
傾向が進むにつれ、地下鉄駅と開発地
との地下接続通路等による地下歩行者
ネットワークを形成することが重要に
なってきている。しかしながら、道路占
有許可基準等の制約により、バリアフ
リー等、利便性が高く快適な歩行者空
間となるような地下鉄接続通路を設け

東京都都市整備局との
意見交換会を開催しました
　東京ビルヂング協会都市政策委員会（委員長：谷澤淳一 三菱地所㈱代表執行役
執行役副社長）では、都市開発事業や賃貸ビル事業に関する諸課題について、毎年
東京都都市整備局幹部との意見交換会を開催しており、本年度は、2月1日（金）に
開催されました。
　都市政策委員会から、意見交換会のテーマとして、次の10項目（要約）を提示し、
その中から特に「1. 都市再生特別地区の運用の柔軟化」、「2. 附置義務駐車場制度
の柔軟な対応」および「3. 都心部でのプロジェクションマッピング及び建物壁面を
利用した公共アート（ミューラル）の促進」に関して重点的に意見交換が行われまし
た。会議では、これらの重要性について認識を共有し、具体のあり方等について、今
後も情報交換を進めることとなりました。
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ることができない場合も見受けられる。
ついては、個々の開発の規模や内容に
応じて、道路占用許可のより柔軟な運
用を図られたい。
8. 店舗廊下幅に関する東京都
　 建築安全条例と東京都火災
　 予防条例との整合について
　東京都建築安全条例第26条は面積
（その階における床面積の合計が500
㎡以下は除く）に関係なく両側に店舗
を有する廊下の幅は3m以上としている
が、東京都火災予防条例第51条は600
㎡以上の売場面積の主要避難通路幅を
1.8m以上とし売場の床面積に応じて加

算している。東京都建築安全条例にお
いても床面積に応じた加算式とし、数
値も東京都火災予防条例と合わせてい
ただきたい。
9. ホテル容積緩和の対象制度
　 拡大について
　宿泊施設の容積緩和に関しては都市
計画制度（高度利用型地区計画、再開
発等促進区、高度利用地区、特定街区）
のみが運用基準等にて定められている。
これらの制度は大規模開発（敷地面積
5,000㎡以上）を対象としており、そも
そもの目的である日本の観光立国化推
進に対して即効性が低い。対象範囲を

広げるべく、総合設計制度等において
もホテル容積緩和措置を設けていただ
きたい。
10. 都市再開発法における
　   再開発組合の設立要件
　都市再開発法における再開発組合の
設立要件は、「地権者の2／3以上の同
意」であるにも関わらず、一部の自治体
では、その前段階である都市計画決定時
での80%以上の同意や組合設立時にお
いても90%以上の同意を求められるこ
とがある。ついては、あまり過剰に設立
要件が制限されないよう対応願いたい。

　1月24日（木）に東京地下鉄㈱（東京
メトロ）と東京ビルヂング協会・都市政
策委員会において、意見交換会が開催
された。東京地下鉄㈱・望月常務、森ビ
ル㈱・太田都市計画3部長（兼環境推進
室室長）、東京ビルヂング協会・櫻井専
務理事他16名出席のもと、大手町パー
クビルの三菱地所㈱本社にて同社ワー
クプレイス見学を行い、その後懇親会

を催した。
　三菱地所本社
のワークプレイ
ス見学について
は、同社丸の内

開発部藤田ユニットリーダーによる説
明のもと行われた。今までの本社移転
と今回の本社移転との違い、新しい
ワークプレイスでのABW（アクティビ
ティ・ベースト・ワーキング）やペー
パーストックレスなどを通した生産性
向上の試み、新しいワークプレイスを
通じてもたらされた変化などについて
説明を聞いたのち、活発な意見交換が
行われた。またエコッツェリア協会（一
般社団法人大丸有環境共生型まちづく
り推進協会）運営の3×3 Lab Future、
皇居外苑濠浄化設備なども併せて見学
し、有意義な会合となった。

　今回の意見交換会では、重点項目として、昨年に引き続
きH24年に国土交通省より技術的助言が出されている「都
市再生特別地区の運用の柔軟化」、H30年に国土交通省よ
りガイドラインが示された「附置義務駐車場制度の柔軟な
対応」の他、「都心部でのプロジェクションマッピングおよ
び建物壁面を利用した公共アート（ミューラル）の促進」と
いうテーマを選びました。プロジェクションマッピングにつ

いては、平成30年3月30日に国土交通省から、「投影広告
物条例ガイドライン」および「実施マニュアル」が策定・公
表され、プロジェクションマッピングなどの投影広告物の
運用柔軟化が図られました。
　特にこれら3項目については、今後も具体的なあり方など
情報交換を行ってまいります。

ここに注目！

2018年度
東京メトロ意見交換会報告

東京地下鉄㈱望月常務

3×3 Lab Future の Co2の部屋

皇居外苑濠浄化設備
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“ ”

1. 歴史と文化を、新たな建物に伝承

　3棟の一体建替えとなった従前のビルは、日比谷通りに面し
て北側に「東京商工会議所ビル」、南側に「東京會舘ビル」が
立地し、その東側の丸の内仲通りに面するように「富士ビル」
が建っていた。いずれのビルも日本の経済活動を支え、様々
な社会の変化を見てきたビルである。
　「富士ビル」は1962年に竣工した地上9階建てのビル。そ
の前身は、「第13号館ビル」（仲7号館）で、明治44年に竣工
し、第2次大戦の敗戦によりGHQに接収されるなどの歴史を
刻んだビルだった。
　従前の「東京商工会議所ビル」は、1878年に渋沢栄一氏が
初代会頭に就き、東京商工会議所の前身である東京商法会議
所としてスタートして以来、その拠点を置いていた「赤レンガ
ビル」（1899年竣工）を建て替え、1961年に竣工したビル。
東京23区内の商工業者などを会員（現在は約8万社）とする
東京商工会議所の活動拠点となっていた。
　また、「東京會舘ビル」は、ルネッサンス様式の外観が特徴

で“社交の殿堂”と称された初代本舘（1922年竣工）のあと、
1971年に建設された二代目の本舘ビル。煉瓦色のオリジナル
タイルを使用した“クラシックのなかのモダン”な建築様式の
ビルだった。
3棟の建替えに際し、事業者である三菱地所、東京商工会議
所、東京會舘ともそれぞれの歴史とレガシーを受け継ぎ、新
たに建設した『丸の内二重橋ビル』へ伝承していった。
例えば、東京商工会議所では旧ビルの国際会議場に使用さ

れていた大理石を1階エレベーターホールに転用しているほか、
階段に真鍮の手すりを使用し、旧ビルのイメージを引き継ぐ
階段形状を施している。
また、東京會舘でも“伝統と継承”をテーマにした意匠と内
装を採用。3階の螺旋階段の上部に初代本舘から受け継ぐ「大
シャンデリア」を設置しているのに加え、ファサードやバン
ケットのデザインについても初代本舘、2代目の本舘にあった
モチーフを取り入れている。

2. 格式と華やかさを備えた
   『丸の内二重橋ビル』

　『丸の内二重橋ビル』は、“格式と華やかさ”を開発コンセ
プトに置いており、その概要はSRC造一部S造地下4階地上30
階塔屋2階建て、延床面積17万4,054.18㎡の広さを有する。
　地上1階から7階までの低層部は、三菱地所、東京商工会議
所、東京會舘の区分所有となっており、三菱地所による丸の内
仲通り路面店舗を中心とした店舗、東京商工会議所による貸
会議室・賃貸オフィス・事務局、東京會舘による高級レストラ
ン・チャペル・バンケットが配置されている。
　高層部については、三菱地所と東京會舘が共同所有する賃
貸オフィスを皇居外苑の正面を望むよう配している。

皇居外苑を望む、
新たなランドマークが誕生

丸の内二重橋ビル
丸の内二重橋ビルの外観

東京・丸の内エリアと有楽町エリアの結節点に新たな
ランドマークとなる『丸の内二重橋ビル』が昨年10月
15日、竣工した。「富士ビル」「東京商工会議所ビ
ル」、「東京會舘ビル」の3棟の一体建替えによって誕
生したもので、丸の内のビジネス街と有楽町・銀座・日
比谷の商業地に近接し、水と緑の景観が広がる皇居外苑
を一望できる好立地とあって、多くの人が行き交い、新
たな賑わいを創出している。
本誌では、建替えにあたった三菱地所㈱、東京商工会

議所、㈱東京會舘の開発コンセプト等とともに『丸の内
二重橋ビル』の特徴を紹介する。

皇居外苑を望む
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また、同ビルの開発に併せ、隣接する新東京ビルと地下鉄
コンコースとの地下接続工事を実施しており、東京駅と地下
鉄2駅をつなぐバリアフリー対応の地下歩行者ネットワークを
整備している。これにより、JR京葉線東京駅から都営三田線日
比谷駅、東京メトロ日比谷駅・二重橋前<丸の内>駅・有楽町
駅までを雨に濡れずに移動することが可能となっている。

3.「The Premier Floor」など
    多様なオフィスニーズに対応

高層部に配したオフィスフロアは、皇居外苑と丸の内仲通り
の両方に面し、皇居外苑を一望できるだけでなく、南西奥に日
比谷公園を望むことができるなど開放的な眺望が魅力の一つ。
また、三菱地所が2014年から展開しているサービス機能付
小規模オフィスの第3弾「T h e  P r e m i e r  F l o o r 
MARUNOUCHI NIJUBASHI BUILDING」を21階に設置して
いる。
「The Premier Floor」は、フロアを小規模区画に分割し、
レセプション・会議室・ラウンジ等を備えた上質なオフィス空
間として提供しているもので、これまで「丸ビル」と「大手町
パークビル」に導入している。
今回の「The Premier Floor MARUNOUCHI NIJUBASHI 

BUILDING」は約1,370㎡（約415坪）のフロアを10区画に分
割して提供。テナントのみが利用可能な、各テナント専用のセ

キュリティ性の高いWi-Fi環境を用意しているほか、受付にコ
ンシェルジュと、クリーニングの取次ぎや接待用贈答品の購
入などに対応するバトラーを常時配置している。

4. MICE機能を高めた、東商と東京會舘

こうしたオフィス機能に加え、『丸の内二重橋ビル』には、
MICE（Meeting、Incentive、ConferenceまたはConvention、
Exhibitionの頭文字を取ったもの＝大きな集客効果を望める
ビジネスイベントの総称）誘致機能を高めた様々な施設が整
備されている。

地階から低層部、高層部の権利関係が記載された図版

オフィス基準階 内観

オフィスエントランスホール

「The Premier Floor」レセプション

皇居外苑を望む、新たなランドマークが誕生
丸の内二重橋ビル
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東京商工会議所が区分所有する地下2階から地上6階までの
スペースのうち、5階には移動観覧席・電動式昇降ステージ・
300インチのスクリーンを備え、最大500人を収容することが
できる「東商グランドホール」のほか、中小規模8室の会議室
（80㎡～280㎡）を配している。
国際会議をはじめ、株主総会や会社説明会、記者会見など

多様な会議・イベントに対応できるほか、会議室の全室にはプ
ロジェクターやスクリーンを設置しており、メイン会場の画像
を別会議室へ同時配信することができる。このほか、多くの人
が行き交う1階エントランスは総合案内、多目的スペース、カ
フェなどからなる開放的な空間を提案。先進の設備として、顔
認証により重要人物、不審者を識別できる警備ロボットを導
入している。
また、東京會舘の本舘は地下1階から地上7階にかけてレス

トランやバンケット、チャペルや神殿などのウェディング施設
を備えた複合施設となっている。建物内にはバンケットルーム
13室（貴賓室含む）、レストラン・ショップ8店舗を配してい
るが、その中でもメインバンケット「ローズルーム」は最大
2,000名規模の宴席を行うことが可能で、丸の内地区最大級

の規模。国際規模のMICEに対応する最新の音響機器や高性
能プロジェクター、7mの天井高を活かした500インチの大型
スクリーンを完備しているのが特徴。
さらに、都心型MICEの誘致促進を目的に、MICE施設やユ

ニークベニュー（歴史的建造物や文化的施設を本来の用途で
ない会議やレセプションに使用して特別な雰囲気を演出す
る）施設を所有・運営する20団体で2017年4月に結成した組
織「DMO東京丸の内」が6階に拠点を置いている。
「DMO東京丸の内」では地域と連携し、エリア内のMICE
施設を国内外に情報発信するとともに、ユニークベニュー施
設の新規発掘や活用の検討、観光誘致のために旅行事業者・
メディア・ブローカーを招く視察ツアーでのプレゼンテーショ
ン等を行っていく。さらに、東京商工会議所や東京會舘が所
有・運営するMICE施設の活用や連携も推進していくことにし
ている。
このほか、5階と6階には「日本外国特派員協会（プレスク

ラブ）」が入居している。GHQ統治下、同協会の前身である
東京特派員クラブは三菱地所所有の丸之内会館（当時）に初
めて拠点を設けて以降、丸の内・有楽町エリアで移転を重ねて
おり、今回が5代目の拠点。「DMO東京丸の内」とともに、丸
の内エリアから海外に向けた情報発信が期待されている。

5. 充実した商業ゾーン、
    まちの魅力を一層アップ

　『丸の内二重橋ビル』の商業ゾーンも充実している。
　三菱地所による商業ゾーン「二重橋スクエア」（地下1階～
地上2階）は、本物志向のファッションから飲食店舗まで25店
舗が出店しており、店舗面積は約2,700㎡におよぶ。日本初出

DMO東京丸の内

東京商工会議所「東商グランドホール」

東京會舘メインバンケット「ローズルーム」
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店や新業態などをはじめ、仲通りに面したテラス席を備えた
店舗など飲食17店舗、物販7店舗、サービス1店舗と多彩な店
舗構成となっている。
また、東京商工会議所の商業ゾーンは、診療所や調剤薬局、

カフェ、コンビニエンスストア、スポーツクラブなど就業者の
利便性を向上させる店舗が入居。東京會舘の本舘エリアでも、
初代・二代目本舘から続く伝統の味を継承しながら、新たなメ
ニューを加えた6店舗のほか、フレンチを融合した和の新形態
の店舗、ダイニング・ラウンジ・バーという3つの機能を持た
せ、カジュアルなメニューを展開する店舗の計8店舗が出店し
ている。
こうした3者による多様なバリエーションの店舗が集積する

商業ゾーンは、エリアにおける賑わいの創出に大きく寄与して
いる。

6. エリアの防災性能と環境性能を
    高めた取組み

『丸の内二重橋ビル』では、建築基準法で求められる耐震
性能の1.5倍の強度を実現する制震構造を採用。中圧ガスによ
るコージェネレーションシステムや2種類の燃料に対応する
デュアルフェーエル非常用発電機を導入しているほか、水害
に備えて重要電気室を地上階に設置するなど高い防災性能を
有しているのが特徴。
また、同ビルの開発と併行して整備を進めている丸の内仲

通り下の洞道「SUPER TUBE※」（2020年12月完成予定）を
活用し、丸の内熱供給㈱が『丸の内二重橋ビル』内に新設した
地域冷暖房のメインプラントから有楽町エリアへ熱・電力（非
常用）を供給する面的なエネルギーシステムの構築していく
ことにしている。単体ビルの開発に留まらず、エリア全体の防
災性能と環境性能を高めるエネルギーネットワークの構築を
視野に入れている。
　※丸の内熱供給㈱が名付けた丸の内エリアの地下における洞道
および配管ネットワークの総称。

「二重橋スクエア」通路

洞道の将来接続による供給イメージ

皇居外苑を望む、新たなランドマークが誕生
丸の内二重橋ビル
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ビ ル キ ョ ウ サ ロ ンビ ル キ ョ ウ サ ロ ンビ ル キ ョ ウ サ ロ ン

当社は、名古屋市に本社を置く会社
で、2年前の平成28年に名古屋駅前の
JPタワーに本社を移転するとともに、
東京支店を開設しました。東京支店は
丸の内仲通りビルにあります。主な事
業としては耐震補強工事事業、太陽光
発電事業、風力発電事業、設備メンテ
ナンス事業などを展開しています。こ
のうち、耐震補強工事事業は、会社の
代表自ら従事し、積み上げてきた技術
やノウハウを基礎としており、当社創業

のルーツでもあります。
　当社の耐震補強工事の強みは、ワン
ストップ対応を実現した「一貫請負体
制」にあります。当社を中心とした耐震
専門の下請けネットワークを構築して
いるのが特徴です。耐震鉄骨工事、あ
と施工アンカー工事、未収縮モルタル
工事、炭素繊維補修工事、耐震スリット
工事など様々な工事に熟練した専門業
者のネットワークによって、より高品質
な施工を実現してきています。耐震工
事にかかわる全ての工程を一貫して行
うため、現場での各工事の担当者への
説明は一度行うだけで、次の工程への
連携もスムーズに済み、効率的で無駄
な作業や作業員にかかる費用を削減す
ることができます。
こうしたノウハウを活かし、耐震工事

にかかわるコンサルティング的な業務
のほか、多くの人が利用する公共機関
や病院などで旧耐震基準の建物につい
て、現行の耐震基準に照らし合わせて
耐震性の有無を調べる耐震診断にも対
応しています。このほか、各種工事の報
告書の一括作成なども請け負っていま
す。
　当社では、これまで17年にわたって
年間最低100件以上の耐震工事を手掛
けてきており、累計で3,300件以上の実
績にのぼっています。平成25年度から
29年度まで過去5年間の耐震工事の実
績を配布していますが、県や市などの
自治体や学校などの実績が多く、大き
な信頼が寄せられています。
　耐震補強工事に関わる当社への問合
せは（03-6551-2391）まで。

ビルキョウサロン（9月18日開催）

「大規模地震に備えた建物の
   耐震補強」
～柴田工業の地震への提言～

㈱柴田工業 耐震営業部
安井 和正 氏

本日は、ビルオーナー様の関心が高
い「オフィスビルのリノベーション」に
あたって、①建築物の現状把握。②法
的適合性について。③BCP対策―と
いった観点から話を進め、最後に当社
の大規模リノベーションの事例を紹介
していきます。
まず、所有されているビルのリノベー

ションを実施する上で必要な書類は、
「検査済証」や「検査済証取得時の設計
図書（竣工図）」、「構造計算書（旧耐震
ビルの場合）」です。検査済証を取得し
ていない場合、国交省のガイドラインに
基づく調査等を行う方法があります。

次に、所有ビルの現状を把握する手
段ですが、当社では長期修繕計画（以
下「長計」）の作成・活用を推奨してい
ます。長計は、ビルの老朽化の現状把
握だけでなく、将来発生する費用の把
握、修繕費用の平準化にも役立ちます。
また、最近では耐震診断の次のステッ
プとして「コンクリート躯体の劣化診
断」を実施する動きが増えてきている
ほか、所有ビルに「被災度判定システ
ム」を導入する動きも顕在しています。
これは建物内に複数の加速度センサー
を設置し、地震直後の揺れを分析して
建物の安全度を「安全、要注意、危険」
の3段階で判定するもので、被害状況の
早期把握ツールとして国からも推奨さ
れています。
建設当初は適法に建てられたビルが、

その後の法改正等によって現行規定に
適合しなくなった「既存不適格」となっ
た場合、大規模修繕や用途変更を行う
際に一定範囲の是正義務が生じること
になります。法適合性の問題ですが、昨

年6月公布された建築基準法の一部改
正では、用途変更に伴って建築確認が
必要となる規模を見直し、建築確認が
不要となる規模の上限を100㎡から
「200㎡」へ緩和しています。
東日本大震災後、昨年も台風や豪雨、

地震などの自然災害で大きな被害を受
けましたが、改修時のひと工夫で所有
ビルのBCPを強化することができます。
例えば、非常用発電機や排水設備の整
備、津波・洪水対策などです。
このようにビルのリノベーションには
様々なノウハウと知識が必要ですが、
当社では「サンシャイン60」における
長周期地震動対策工事をはじめ、金融
機関の本社ビルの水害対策工事、地下
鉄直結の「山王パークタワー」のセキュ
リティ設備工事、オフィスビル1階を企
業内保育園へ改修する工事、広島市で事
務所ビルを医療ビルへコンバージョンし
た工事など、数多くの大規模リノベー
ションの実績があります。詳細は、同社
営業推進部（03-3287-5556）まで。

ビルキョウサロン（10月16日開催）

「オフィスビルのリノベーション
   に関わる最新動向」
～建物現況調査から最新リニューアル
事情まで～

㈱三菱地所設計 執行役員
リノベーション設計部長

河向 昭 氏

　（一社）東京ビルヂング協会では、会員及び賛助会員が自由に集まり、情報交換
する場として、毎月第３火曜日に「ビルキョウサロン」（三火会）を開催してい
るが、毎回講師をお招きし、勉強会を兼ねた懇親会として大盛況となっている。
ここでその講演の一部を紹介する。

12 BUILDING TOKYO ─ MARCH.2019.



SANKAKAI

当社は、家賃債務を保証する会社で
す。家賃を滞納した借主に代わって家
賃を立て替え、オーナーに代わって借
主に滞納家賃を請求することを主力業
務としています。一般の賃貸住宅など
の住居系では約7割で導入されていま
すが、オフィスビル等の事業用不動産
については敷金をしっかり確保してリー
シングしているので、事業用不動産の
オーナーや不動産会社が保証会社を活
用するケースは少ないのが現状です。
そうした状況の中で、本日は事業用

不動産の家賃債務保証をいかに活用し
ていけばよいのかということを紹介し

ていきます。まず、120年ぶりに改正さ
れた改正民法が2020年4月1日より施
行されることに伴い、①個人保証にお
いて書面等の保証契約で極度額を定め
ることが義務付けられ、②債務の個人
保証を依頼する際、借主に正しい情報
を提供する義務が課され、事実と相違
する説明を行った場合、保証人が保証
契約を取り消せることになる―など賃
貸借の分野が大きく変わることを念頭
に置いてください。
　保証会社である当社の事業スキーム
は、不動産会社様と代理店を、家主様と
賃貸借保証契約を、入居希望者様と賃
貸借保証委託契約をそれぞれ結びます。
当社が入居者様の連帯保証人に近い役
割を果たす仕組みです。その特徴は、
当社が東証一部上場会社であり、昨年
からスタートした国土交通省告示の家
賃債務保証業者登録制度の登録業者で
もあることから信頼が高く、万が一のリ
スクに備えて信託口座を設定し、入居

者様の口座から引き落とされた家賃を
当社の財産と切り離している点です。
　事業用プランを紹介すると、「J－
AKINAI」はオフィス・飲食店舗・倉庫
など様々な事業用不動産に対応したプ
ランで、従来の保証限度額が月額賃料4
か月～6か月分であるのに対し、24か月
分まで保証します。また、保証範囲は月
額賃料だけではなく、退去時の原状回
復費用（最大、月額総賃料の2か月分＝
敷金を超えた分について）、解約予告
義務違反金（最大、月額総賃料の1か月
分）など広範囲にわたります。
　当社の保証プランを活用することに
より、例えば保証金・敷金を12か月か
ら8か月程度に引き下げられ、勢いのあ
るITベンチャー企業や起業したばかり
の個人事業主にとって入居しやすい環
境が提供され、また家主様にとっては
入居が進むというメリットがあります。
　詳細についての問合せは、同社（03-
5909-0240、担当：木村英輔氏）まで。

ビルキョウサロン（11月20日開催）

「事務所（店舗・事務所）の
   家賃債務保証のご案内」
～事業用の家賃債務保証の活用事例に
ついて～

ジェイリース㈱東京本社営業部 部長
木村 英輔 氏

当社は、1999年4月に創業した20期
目を迎える会社です。千代田・中央・
港・新宿・渋谷の都心5区に立地する中
規模ビルを購入し、社名からとった
「VORT」という名称を付け所有してい
ます。この所有ビルを1棟で販売するの
ではなく、フロアごと、あるいは部屋ご
とに分譲している会社です。
当社の掲げている使命は「1社でも多

くの100年企業を創出すること」です。
日本には100年続く会社が約3万社あり、
その1割の2,874社が東京に所在してい
ます。業種別に見ると、貸事務所業が
最も長寿な業種としてランキングされ
ています。
当社では、いきなり不動産賃貸事業

を勧めるのではなく、本業がしっかりし
ている企業に対し、サブエンジンとして
フロアで自社ビルを保有しませんか、ビ
ル賃貸事業を始めませんか、と提案し
ています。
　具体的にビジネスモデルを紹介する
と、都心5区でワンフロア30坪～200坪、
価格にして10億円台～100億円を超え
るビルを購入し、1棟ではなく、フロア
ごと、あるいは部屋ごとに分け、区分所
有オフィスとして分譲しています。あく
までも本業を下支えする事業として提
案するので、1棟単位の50億、100億円
という価格は高額です。
　例えば、50億円で購入した10階建て
のビルがあるとします。1棟で販売する
と50億円ですが、区分所有オフィスと
してフロアごとに分譲すれば、1フロア
5億円と価格を抑えることができます。
購入層SANSANも、都SANSAN場合、SANSAN

ルビルになります。区分所有オフィスと
して購入した1フロアのテナントと小規
模なペンシルビルのテナントを比較し
ても、投資リスクは大きく違ってきます。
区分所有オフィスを取得するニーズを
みると、「ビル賃貸事業として」、「資
産運用として」、というニーズに加え、
「相続・事業承継のため」、「自社ビル
を購入したいという実需」に分類され
ます。
　最近ではビルオーナー様から相続・
事業承継といった観点からの依頼も増
えてきています。所有するビルをフロア
ごと・部屋ごとに区分所有化すること
によって、①一部フロアの分譲により相
続税の納税資金に充てられる。②複数
の法定相続人に個別のフロア・部屋を
相続することができる。③当社の専門
ノウハウにより低空室率の運用が可能

KAKAKAKAAKAAKAKAKAKAKAKAKKAK

ビルキョウサロン（12月18日開催）

「ビルを区分化して賢く活用する」
～区分所有という選択～

㈱ボルテックス 実需課 課長
前川 明久 氏
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　4施設はいずれも、72時間以上の非常用発電機能を持ち、周辺地域の帰宅困難者受け入れを積極的に行う仕様であり、それも含
むBCP対応のため、強化された地域冷暖房システム又は中間階電気室を導入している。

　東京ビルヂング協会では、ビル協施設見学会｢ビル見学会｣を適宜行っ
ています。会員内外企業の先進的または話題のビルを見学するというもの
で、組織･広報活動委員会の下、年に複数回開催。下半期（2018年9月～
翌2月）は次の4回を実施しました。

2018年度下期

ビル協施設見学会報告

日時 対象 協力（敬称略） 参加人数 見学ポイント

(平成30年)
9月10日
　　12日

2回/各75分

大手町プレイス
千代田区2-3-1
平成30年9月25日
グランドオープン

NTT都市開発㈱
（他に共同事業者
複数あり）

2×40名強

逓信ビル・旧東京国際郵便局等跡地の、独立行政法人都市再生機
構とNTT都市開発の共同施行による大手町二丁目地区第一種市街
地再開発事業。
圧倒的スケールの大街区化と業務支援機能強化、周辺都市基盤整
備により、高次の業務中枢･国際交流拠点形成を目指す。
イースト･ウェストのツインタワーを併せ計350,000㎡超。
見学対象：基準階、低層パブリックスペース(タッチダウンスペー
ス他)､コンファレンスホール､防災センター､サンクンガーデン)

9月14日 

2回/各60分

日本生命浜松町
クレアタワー
港区区浜松町2-3-1
平成30年8月末竣工

日本生命保険相互
会社
（他に共同事業者
あり）

2×40名強

都市再生特別地区･浜松町二丁目4地区の初弾プロジェクト。オ
フィス棟は約99,000㎡、地下3階、地上29階、フロア専有面積約
790坪。
羽田や新幹線などアクセス抜群、東京タワーを眺める無柱空間と
大型カンファレンス、高い耐震性(ハイブリッド制震構造)やコジェ
ネレーション、非常用電源設備を配したBCP機能に強みを示す。
用途：事務所、店舗、集会場、駐車場
見学対象：基準階、駅方向接続デッキ、カンファレンス、中間階電
気室ほか

12月19日

2回/各70分

丸の内
二重橋ビルディング
千代田区丸の内3-2-3
平成30年11月
グランドオープン

三菱地所㈱
(他に区分所有･共
有者あり)

2×30名強

東京商工会議所･東京會舘･三菱地所㈱ 3社共同での一体建替計
画。本誌記事掲載。延床：約174､000㎡ ､地下4階/地上30階。
用途：オフィス、会議室、店舗、交流施設。
見学対象(オフィス部分);DMO東京丸の内、プレミアフロア(サービ
ス機能付き小規模オフィス階)、熱供給洞道、商業フロア。

(平成31年)
1月22日

2回/各70分

渋谷ストリーム
渋谷区渋谷3-21-3
平成30年9月オープン

東京急行電鉄㈱ 2×30名強

｢旧渋谷駅南街区」跡地の一大開発計画。
東急東横線と副都心線の相互直通運転に伴い、東横線渋谷駅と代
官山駅間の線路地下化。旧渋谷駅ホーム及び高架が撤去された跡
地の再開発で、施設前を流れる渋谷川と遊歩道を官民連携で整備
し、オフィスはGoogle日本本社が一棟借り(視察対象外)。延床：
約116,000㎡ ､地下4階/地上35階。
用途：オフィス･ホテル・ホール・店舗
見学対象：4階特区要件交流施設サイクルカフェ、外構(デッキ･渋
谷川)、設備･コジェネ室(中間階)、地域集会室
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行事 時間 場所

定時総会 15:30～16:30 日本工業倶楽部会館2階大会堂

記念講演会
講師 清宮克幸氏 16:45～17:45 日本工業倶楽部会館2階大会堂

記念パーティー 18:00～20:00 日本工業倶楽部会館3階大ホール

定時総会と「80周年記念行事」

清宮 克幸氏 プロフィール

1967年大阪府生まれ。大阪府立茨田
（まった）高校でラグビーを始め、3年
時に花園の全国大会に出場。高校日本
代表にも選出される。
1986年早稲田大学入学。2年時に日
本選手権優勝。4年時は主将として大
学選手権優勝。
1990年サントリー㈱入社、ラグビー
部入部、1992～94年主将として活躍。
2001年早稲田大学ラグビー部監督就
任。5年連続関東大学対抗戦全勝優勝、
大学選手権も3度制覇。
2006年サントリーラグビー部監督就
任。2007年度サントリーを初のトッ
プリーグチャンピオンへと導く。
2011年ヤマハ発動機ラグビー部監督
（現任）就任。4年で日本一に導く。
著書：『「荒ぶる」復活』（講談社）、
『究極の勝利』（講談社）ほか
好きな言葉：有言実行
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東京ビルヂング協会80周年記念行事
4月23日開催
　東京ビルヂング協会は、協会設立か
ら80年を迎えるにあたり、4月23日に
開催する定時総会に合わせて「80周年
記念行事」を東京・丸の内の日本工業
倶楽部で開催いたします。
　記念行事としては、今シーズンまで
ラグビーのトップリーグに所属するヤ
マハ発動機ジェビロの監督を務めてい
た清宮克幸氏を講師に迎え、記念講演
会を企画しています。ラグビーワールド
カップ2019の開幕が9月に迫っている
中、初めて日本で開催されるラグビー

ワールドカップについての話題やサン
トリーラグビー部、ヤマハ発動機ジェビ
ロを日本一に導いた選手の育成方法、
さらにプロ野球・日本ハムファイターズ
で活躍する清宮幸太郎選手の父として
の子育てについてなど、多岐にわたる
テーマでお話しいただく予定です。
　記念講演会後は、協会活動を支えて
いただいている会員の方々と80周年を
祝う記念パーティーへ移ります。
　是非多くの会員の皆様のご参加をお
待ちしています。

新規会員の紹介をお願いします
東京協会では、会員増強に向け、新規会員の募集を積極的に展開しています。
ホームページを通じ、また講演会や見学会など協会行事を紹介するリーフレットの配布により、協会活動や会員メリッ
トをPRしてまいります。
会員におかれましては、入会をお薦めいただく企業のご紹介を事務局までお願いいたします。

東京ビルヂング協会　事務局　☎03（3212）7845
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　エコチューニングとは、建築物の快適性や生産性を確保しつつ、設備機器・
システムの適切な運用改善等を行うことです。
　低炭素社会の実現に向けて、業務用等の建築物から排出される温室効果ガ
スを削減することは我が国にとって喫緊の課題であり、ビルの利用者の皆様の
快適性や生産性を損なわずに省エネを行うことは、ビルオーナーやビル管理者
にとっての悩みでもあります。
　こうした課題やお悩みを解決するための有効な手段が「エコチューニング」
です。


