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　東京ビルヂング協会は2月6日、国の「省エネルギー月間」に合わせ、東京・丸の内の日本工業倶楽部大会堂
で「オフィスビル分野における低炭素社会づくり推進キャンペーン」と題した講演会を開催しました。
　このキャンペーンは、当協会の地球環境委員会（委員長：鈴木康史氏、東京建物㈱執行役員ビルエンジニア
リング部長）が中心となって実施しており、今回で9回目の講演会となります。講師と講演テーマは以下の通り
で、本号では当日の講演会の骨子を紹介いたします。

基調講演1

「わが国における環境性能認証の動向について」

「環境不動産」とは何か
　本日は、「わが国における環境性能認証の動向について」と
いうテーマで、環境制度認証が不動産マーケットにどういう影
響を与えつつあるかという話をします。
　まず一つキーワードを挙げたいのが、「環境不動産」という
言葉です。これは通常、「環境性能が高く、良好なマネジメン
トがなされている環境価値の高い不動産」という説明がされ
ています。
　環境性能には、環境負荷の低減、すなわち建物が環境に及
ぼす影響を低減していくことに加えて環境品質の向上があり、

さらに最近の日本で
は災害対応性も重
視 さ れ て い ま す 。
データの裏付けが
ある環境性能を分
かりやすく明示する
ことと併せて、その
環境性能に連動し
た環境価値を高め

ていく必要があると思われます。

国内外の動向と今後の見通し
　環境性能に関する動向のうち、国際条約レベルでは、2015
年のパリ協定、2010年の愛知目標、2015年「国連持続可能な
開発サミット」で採択された持続可能な開発目標（SDGs：
Sustainable Development Goals）があります。
　また規制面では、日本では、建築物省エネ法、東京都環境
確保条例といったものが強化されています。ヨーロッパに関し
ては、建物のエネルギー性能に関するEU指令というものが出
ています。
　近年、投資家自身がこれからの持続可能社会の担い手にな
るという認識が、世界中で高まっています。
　2006年に国連環境計画金融イニシアチブと国連グローバ
ル・コンパクトが、責任投資原則（PRI）を策定しました。世界
で2,000近くの機関が署名し、日本でも2015年9月にGPIF
（年金積立金管理運用独立行政法人）が署名しました。
　またGRESBは、前述の責任投資原則のPRIを主導した欧州の
主要年金基金のグループが中心になって2009年に創設しま
した。不動産会社や不動産ファンドのESGへの配慮の度合い
を測るベンチマークを作っています。

伊藤 雅人氏

基調講演1 「わが国における環境性能認証の動向について」
三井住友信託銀行㈱ 不動産コンサルティング部 環境不動産担当部長　伊藤 雅人氏

講演1 「オフィスビルの環境価値向上に資するCASBEEの動向について」
竹中工務店㈱ 設計本部プリンシパルエンジニア　高井 啓明氏

講演2 「日本におけるLEEDの展開　これまで、今、これから」
㈱ヴォンエルフ 代表取締役 （一社）グリーンビルディングジャパン 共同代表理事　平松 宏城氏

講演3 「森ビルにおけるCASBEE認証への取組みについて」
森ビル㈱ 都市開発本部計画統括部 環境推進室 課長　武田 正浩氏

講演4 「築87年 近三ビルディングの省エネ改修と
 　LEED V4.0（ARC1.0）GOLD取得への取組みについて」

近三商事㈱ 代表取締役社長　森  隆氏
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環境性能評価・認証の体系
　「個別不動産向け」の総合的な環境性能として、LEED
（米）、CASBEE（日本）、BREEAM（英）、またエネルギーに
特化した環境性能として、「Energy Star」（米）、BELS（日
本）があります。また、健康・快適性能では「WELL Building 
Standard」（米）があり、日本でもCASBEE-ウェルネスオフィ
スの開発が進行中です。
　そのほか、「街区・地域向け」の認証としてLEED ND（米）
とCASBEE-街区（日本）があり、不動産ファンドや不動産会
社向けには前述のGRESBがあります。
　CASBEEについては、CASBEEの既存不動産への普及に課
題がある等の問題意識のもと、CASBEE-不動産が開発されま
した。CASBEE-不動産は、①シンプルで比較可能で互換性が
あること、②世界共通の指標をカバーしていること等を念頭
に作られ、環境性能の評価と環境性能の表示の両面を併せ持
つことが意識されています。
　2018年の暮れベースで214件ですが、この中で135件は
J-REITが使っています。そのうち128物件については、GRESB
に参加しているJ-REITが保有しています。

環境不動産の付加価値の「見える化」に向けて
　最後に、環境性能の開示がどれだけの付加価値をもたらす
のかを見える化することが肝要です。持論になりますが、環境
性能の向上は、投資対象不動産の増加要因となる「純収益の
増加」と「利回りの低減」をもたらす可能性があると思ってい
ます。省エネルギーに伴う水道光熱費の減少等はもちろんで
すが、最近では環境性能の向上に伴う賃料収入の上昇に関す
る調査結果もあり、「純収益の増加」の裏づけがなされつつあ
ります。これに加えて、環境リスクや市場リスクの低減に伴う
「利回りの低減」については、特に海外投資家の意識が高く、

今後は国内でも注目する必要があると思います。

講演1

「オフィスビルの環境価値向上に資する
  CASBEEの動向について」

CASBEEによる環境性能評価の動向
　CASBEEはいろいろなツールができあがっています。「ファ
ミリー」と称していますが、ツリー状に「住宅系」、「建築系」、
「街区系」、「都市系」といった色々なツールで構成されてい
ます。そして、そのファミリーの中に評価内容に特徴性を持た
せたツールがあります。7年前に「CASBEE-不動産」が開発さ
れた後も、「CASBEE-ウエルネスオフィス」を現在開発してい
ます。
　全国の24自治体で、建築物の新築時の届出のときに
CASBEEによる評価を義務付けている状況です。2017年3月
で2万件を超える届け出（21,241件）がされています。2020
年からは東京都もCASBEEが使えるようになると聞いていま
す。
　CASBEEの考え方について簡単に紹介します。CASBEEは、
建物の内部の環境の質を向上させるクオリティーの「Q」を高
めながら、外に対する環境負荷（Load）を削減していくという
両面を二つに分け、BEEという、「Q／L」という総合環境性能
をレーティングに用いるという考え方があります。

「CASBEE-不動産」の進展と最新動向
　「CASBEE-不動産」の最新版は2016年版で、オフィスビル、
店舗、物流施設の3用途を評価できるようになっています。
CASBEE全体では、今、772件という認証件数で、そのうち
「不動産」は216件です。
　既存の不動産評価への活用普及や使い勝手の向上等の課題
があり、シンプルで費用のかからず、国連環境計画や海外
ツールとも互換性の高いツール作成が求められたため、「不
動産」ではCASBEE
の基本概念である
BEE（環境品質Q/
環境負荷L）を活用
せず、加算方式で、
100点満点という分
かりやすい評価方法
を採用しています。
　CASBEE-不動産 高井 啓明氏
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が認証数を増やし、また用途もオフィス、店舗、物流施設に拡
大している中、既存建物の改修を促進させるインセンティブ
として、CASBEE-不動産で建物の改修を評価できることが求
められてきています。改修版の方向性は、改修する部分は、既
存の建物の評価をした上で、改修する部分の性能向上を予測
評価する形になると思われます。そして、今の「CASBEE-不動
産」の考え方や体系は維持しながら、改修にも使えるように開
発を今進めているところです。
　改修の取り組みは多様で「エネルギー消費の全体削減」、
「再エネルギー増強」、「節水化」、「耐震補強」、「BCP向
上・維持管理改善」、「緑化改善・生物多様性向上」、「交通
機関への接近性」、「自然利用拡大」など多岐にわたります。

「CASBEE-ウエルネスオフィス」の開発と今後
　冒頭に開発中と言いましたCASBEEのウエルネスオフィス
についての概念は、従来の環境品質評価（室内環境の快適性、
建物の機能性・耐用性・更新性、敷地内環境の向上など）に人
の健康増進、知的生産性向上の視点から概念を拡張し、ABW
（Activity Based Working）、運動機会、バイオフィリア、ビ
ルサービス、オフィス家具、テナント取組みなどを評価するも
のです。国土交通省でも健康性、快適性を見える化する勉強
会が開かれており、認証制度が検討されました。この勉強会に
CASBEE-ウエルネスオフィス研究委員会も協力するかたちで
参加しています。
　ケーススタディで具体的に検証してみたところ、1万㎡以下
の築古のビルでも取り組み次第でAランクという高い評価に
なっている結果もあります。
　評価ツールは、日本サステナブル建築協会が、年度内に、評
価ツールを公開する予定で、認証は、建築環境・省エネルギー
機構（IB E C）が、今までのC A S B E E認証制度に倣い、
「CASBEEウエルネスオフィス」認証制度、評価員養成を検討
しており、募集開始の発表がされていくのではないかと思わ
れます。

講演2

「日本におけるLEEDの展開　これまで、今、これから」

環境性能の国際標準としてのLEED普及
　LEED（Leadership in Energy and Environmental 
Design）は、環境性能評価の実質的な国際標準システムです。
環境トップランナーである上位25%のビルを認証対象とし、
さらに〝Certified〟＜ 〝Silver〟＜ 〝Gold〟＜、〝Platinum〟

と4段階に細分化して格付けします。格付けの目的は、「マー
ケットトランスフォーメーション」、すなわちトップランナー
の牽引力によって「市場を変革し、それによって社会の変革を
促す」ことです。
　英国のBREEAMが世界初のグリーンビルディング認証制度
として創設され、米国のLEEDが続いた後、日本でCASBEEが
設けられました。それぞれの国で独自の環境認証制度がある
中で、LEEDに対しては、「黒船が来たぞ」に近い感覚で、受け
入れに消極的だった時代がありますが、その後各国の事情に
配慮した基準の読み替えや補正などが行われています。
　米国から発祥されたLEEDですが、世界での登録数は約
94,000件であり、そのうち認証取得は約43,000件です。
LEEDに取り組む主体として、民間企業が約7割ですが、大学
や自治体の事例も増えています。その動機として、昔からいわ
れている省エネや節水などに加えて、最近では、人材獲得競
争への優位性、気候変動対策など非財務情報開示要請への対
応、価値観へのマーケティング戦略などが挙げられています。

日本におけるLEEDの普及と事例
　わが国におけるLEED普及の経緯ですが、外資系銀行などが
建物一部をインテリア版で認証することから始まり、その後ビ
ル1棟ごと新築時に認証するようになりました。外資系企業が
日本で拠点を設ける際に入居するLEED認証ビルをさがす、あ
るいは新築する時代もありました。その後、国際機関が地球温
暖化・気候変動対策を先導し、SDGsやパリ協定を経て、自治
体と企業が中心となって取り組むようになる中で、LEEDは
様々な分野に拡大しています。将来は、公民連携の下、エリア
マネジメント、公共空間、公園などへの適用も増えると思いま
すし、現実にLEED-ND（エリア開発版）の具体例が増えてき
ています。
　昨年日本で上映された「ジェイン・ジェイコブズ　―ニュー
ヨーク都市計画革命―」という映画では、車中心の都市から
人中心の空間にすることが主張されていますが、ジェイン・

ジェイコブズの言葉
はLEED-ND基準書
の序文にも記載さ
れています。「一番
大切なのは、ウォー
カビリティと多様性
だ」と。
　わが国における
LEED-NDの事例と平松 宏城氏
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して、二子玉川東地区再開発（2015 ゴールド本認証）、柏の
葉（2016 プラチナ計画認証）、HARUMI FLAG（2018 ゴー
ルド計画認証）、南町田グランベリーパーク（2019 ゴールド
予備認証）が挙げられます。
　最近読んだ哲学の絵本で「測れないものを測る」という言
葉がありましたが、持続性指標については建物も街も都市も
各スケールで計測可能なので、それらを測った上で同種の建
物と比較することが重要です。
　なお、LEED運営母体が子会社として「arc」という情報共有
プラットホームを立ち上げ、LEEDを取得していないビルでも
環境に関するパフォーマンス評価が可能になっています。
　LEEDのLは、「リーダーシップ」の頭文字であり、受け身的
に義務を履行するというよりは、積極的に使いこなして、自ら

世の中を変えようとい
う意思を形にするツー
ルとしての利用が期待
されていますので、そ
ういった関心を持って
いただければ幸いです。
　詳細は、グリーンビ
ルディングジャパンの
HP（https://www.
gbj.or.jp/）をご参照く
ださい。

講演3

「森ビルにおけるCASBEE認証への取組みについて」

「CASBEE-新築 森ビル指針」を策定
　2006～2008年頃に地球温暖化対策が国際的に注目され、
国内でも改正省エネ法や東京都の総量削減義務・排出量取引
制度などの議論が活発化する中で、当社ビルにおいても
CASBEEを活用して環境性能を担保しようと考えました。そこ

で、CASBEE-新築
版をもとに、当社ビ
ルの環境性能を実
態 調 査 し た 上 で 、
「CASBEE-新築　
森ビル指針」を策定
し、大規模ビル（概
ね1万坪以上）はSラ
ンク、中小規模ビル

はAランクを目指すこと
になりました。
　その結果、平河町森
タワー（2009年竣工）、
アークヒルズ仙石山森
タワー（2012年竣工）、
虎ノ門ヒルズ森タワー
（2014年竣工）、（仮
称）虎ノ門ヒルズビジ
ネスタワー（2019年12
月竣工予定）の4ビルで
CASBEE-新築版のSク
ラスを取得することが
できました。
　CASBEE-新築版の有
効期間は5年間ですが、
機関投資家によるESG投資の拡大やリートにおける認証重視
を踏まえ、期限切れの物件を含めて既存ビルの格付けをどう
するかという課題が生じました。
　そこで、既存ビルについては、CASBEE-不動産に取り組ん
でいくことになりました。ちなみに、CASBEE-不動産が創設さ
れた2013年当時、先行認証として9つのビルで認証を取得し
ました。その後対象ビルを整理し、昨年度新たにアーク森ビル、
愛宕グリーンヒルズMORIタワー、オランダヒルズ森タワー、
六本木ヒルズ森タワー、平河町森ビル、アークヒルズ仙石山
森タワー、虎ノ門ヒルズ森タワーの7ビルでSランク、後楽森
ビルおよび赤坂溜池タワーでAクラスを取得しました。

リート物件は認証取得が必須
　当社では、既存旗艦ビルについては、新築時に取得した
C A SBEE-新築Sクラスの5年有効期間が経過した後は
CASBEE-不動産Sクラスの取得を目指し、さらにその後も、有
効期間経過後はCASBEE-不動産の再取得を目指します。また、
リート物件については、認証取得を必須とし、新築時に取得し
ていないビルについてもCASBEE-不動産Aクラス以上の取得
を目指します。
　リート物件では、グリーンビル認証を90%以上維持（取得
価格ベース）とする長期目標に対して、実績で93.2%となり、
現時点で目標を達成することができました。
　最後に、今回CASBEE-不動産の認証を取得した際の感想を
お伝えします。
① 先行認証と比較すると、認証機関による検証がより詳細か

情報共有プラットホーム「arc」
スコア図の例

虎ノ門ヒルズ
（CASBEE-不動産 S ランク）

武田 正浩氏
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つ厳密になっており、必要書類を作成するために予想以上
の期間とコストを要した。

② 対象用途がオフィス、店舗、物流施設に限定されるため、住
宅を含む複合用途ビルでは、対象範囲のエネルギーや水の
使用量実績を案分するのに苦労した。

③ 高層ビルでは、屋内環境に関する評価項目の得点が取りに
くかった。

講演4

「築87年 近三ビルディングの省エネ改修とLEED
   V4.0（ARC1.0）GOLD取得への取組みについて」

省エネ性能を向上させたリニューアル
　近三ビルは、元禄設立の銘仙問屋から始まる森五商店の東
京支店として1931年に竣工しました。設計者は村野藤吾、施
工は竹中工務店です。ちなみに竣工はニューヨークのエンパ
イアステートビルと同年です。
　当初は7階建てのビルでしたが、8階建ての新館を増築し、
さらに本館に1フロア増築することにより、全体が8階建ての
ビルとなりました。
　近三ビルでは、毎年省エネに取り組んできましたが、特に、
1965年のリニューアルにおける各階空調への変更、1993年
のリニューアルにおけるエルミン二重窓への改修が後の省エ
ネに大きく寄与しています。
　偶然に東日本大震災を挟む2010～2011年にかけて、ヒー
トポンプ蓄熱センターによるガス空調（冷温水発生機）ビルの
エネルギー診断を受けました。その際、設置20年経過の冷温
水発生機は途中の改修が功を奏し、さほど性能が落ちていな
いものの、ポンプのインバーター化、発生器2台によるオン・
オフ運転見直しへの助言を得ました。即この提案を実行し、節
電要請のあった2011年には年間電力量を19%削減しています。

LEED認証でGOLDを取得
　2014～2015年
にかけて、キーテナ
ントの退出を機に、
念願の耐震補強工
事を実施しました。
室内の快適性を阻
害しないよう、耐震
ブレスの代りに外周
部内壁に補強壁を

構築する「耐震
間柱」補強案を
採用しました。更
に室内には耐震
壁 が 出 来 ま す 。
そのため、壁の
多い下層階の貸
室構成が変わり
ました。さらに、
セントラル空調
には可変風量制
御（VAV制御）
を採用、窓際の
ファンコイルユ
ニット（FCU）は床置型から天井埋込型へ変更し、全ての窓に
ブリーズ吹き出しを設けました。室内照明はLED照明に変更し
た上、天井裏にスイッチ回路毎の調光器を設けテナントと内
装に合わせた自由な照度が調整できるようにしました。
　昨年5月、近三ビルはLEED認証でGOLDを取得しました。
要件中のポリシー文書の作成は極めて困難な作業であり、認
証に適合する建材・ワックス・洗剤が入手できない為、加点項
目は一切諦めてのGOLD受賞です。また、LEEDの最新バー
ジョンでは、屋内喫煙が一切認められませんが、路上喫煙が
規制されている日本特例として、2007年設置の第1種換気、
前室付の喫煙室が日本版の代替手法の第1号で認定されまし
た。
　2017年10月～2018年4月にかけて28年稼働した空調熱源
機器を更新しました。更に進化したインバーター制御により性
能が大幅に向上したことにより、2018年7月の猛暑時でも前
年より電気使用量が低減しています。ちなみに、LEED-GOLD
は主として改修前の機器で取得しています。
　省エネは世界的規模での課題であり、あらゆる分野で努力
する必要があります。近三ビルのような築古のビルでも長所
を活かすことにより、これだけの省エネが可能となっています。
当ビルでは、守衛、清掃、ボイラー運転などを社員の手で行っ
ています。こうした日常のきめ細かい努力がLEED-GOLDにつ
ながっていると思います。
　当社のHPでは、近三ビルに関するLEEDのarcスコアが開示
されていますので是非ご参考にしてください。（http://
www.kinsanbldg.com/）

森 隆氏

近三ビル全景

　　　　　　　　　　　　　　住宅・建築物における
「低炭素社会づくり推進キャンペーン」レポート
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日時：平成31年2月25日（月）
　  　15時～16時
1.決議事項 
（1）新規会員の入会について
　正会員として申し込みのあった三井
不動産ビルマネジメント株式会社、賛
助会員として申し込みのあった一般財
団法人建設物価調査会、大和不動産
鑑定株式会社、株式会社ユニパック、
昭和シェル石油株式会社、株式会社イ
トーキ、ダイキン工業株式会社、斎久
工業株式会社について異議なく承認
された。（14・15頁を参照）
（2） 平成31年度事業計画並びに　　

予算の件
　平成31年度事業計画、平成31年度
予算が異議なく承認された。

2.報告事項
（1） 代表理事及び業務執行理事の　

職務執行に関する報告
　代表理事である髙木会長、種橋副
会長、業務執行理事である櫻井専務
理事、森本常務理事及び坂本常務理
事が業務執行状況について報告した。
（2） 東京都の温室効果ガス排出総量

取引制度に関する意見書提出に
ついて

　東京都の温室効果ガス排出総量取
引制度に関する意見募集に対し、東京
都宛意見書を提出したことを報告した。
（3） 平成31年度税制改正大綱　　　

（ビル事業関連分）について
　平成31年度税制改正大綱（ビル事

業関連分）の概要について報告した。
（4）国際関係について
① 平成30年度ニュージーランド研修

視察報告の件
② BOMAソルトレイクシティ総大会

参加及び米国ビル事情視察団につ
いて

③ 韓国ビル協会来日スケジュールにつ
いて①と②の視察の概要、ならびに
3月に訪日する韓国ビル協会のスケ
ジュールを報告した。

④ 「国際的なセキュリティ業務・事
情」研究の報告書作成について

　 「国際的なセキュリティ業務・事
情」研究の報告書作成を報告した。

（5） 第9回エグゼクティブサロン　　
実施報告

　本年2月8日に開催したエグゼク
ティブサロンについて報告した。
（6） 平成31年新年賀詞交歓会　　　

実施報告
　本年1月10日に開催した新年賀詞交
歓会の実施状況について報告した。
（7）連合会定時総会について
　連合会の平成31年度第79回定時総
会（福岡）と、平成32年度第80回定
時総会（東京）について報告した。
（8）委員会報告の件
　昨年11月の理事会以降に開催した6
委員会のほか、「低炭素社会づくり推
進キャンペーン」講演会、東京メトロ
との意見交換会等の活動状況につい
て報告した。
（9）平成31年度行事予定
　平成31年度の行事予定を報告した。

■国際委員会
日時：平成30年11月22日（木）
12時00分～13時30分
場所：東京ビルヂング協会内会議室

■都市政策委員会
日時：平成31年1月21日（月）
13時00分～13時30分
場所：東京ビルヂング協会内会議室

■地球環境委員会
日時：平成31年1月24日（木）
10:30～12:00
場所：東海大学校友会館「望星の間」

■国際委員会
日時：平成31年2月7日（木）
12時00分～13時30分
場所：東京ビルヂング協会内会議室

■管理委員会
日時：平成31年2月12日（水）
12時00分～13時45分
場所：東京ビルヂング協会内会議室

■財務委員会
日時：平成31年2月19日（金）
12時00分～13時00分
場所：東京ビルヂング協会内会議室

■総務委員会
日時：平成31年2月21日（水）
13時30分～14時30分
場所：東京ビルヂング協会内会議室

理事会・委員会報告

2月理事会 委員会
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2020年に向けた
オフィスマーケットの行方

㈱ザイマックス不動産総合研究所
代表取締役社長 中山 善夫氏

現状のオフィスマーケット
　不動産マーケットは、不動産の床を貸す・借りるという“不
動産スペースマーケット”と、不動産を売る・買うという“不
動産キャピタルマーケット”があります。いずれも需要と供給
で成り立ち、不動産スペースマーケットでは需給ギャップが
空室率として表れ、不動産キャピタルマーケットでは需給
ギャップがキャップレートで表れ、空室率の変化は賃料に、
キャップレートの動きは不動産価格に連動していきます。
　不動産キャピタルマーケットは、アベノミクスの推進により
2013年には取引が活性化し、好調な市場が東京から地方都市
へと波及していきました。一方、不動産スペースマーケットは
円安から輸出企業の業績がまず改善し、次いで他の業種、中
小企業へと波及していき、雇用の拡大、それに伴うスペース
（床）需要の増大へと繋がり、不動産スペースマーケットも回
復しました。
　当社が発表した『オフィスマーケットレポート東京
2018Q4』をみると、2012年後半から空室率の低下傾向が続

き、空室率は2012年第2四半
期の9.27%から2018年第4四
半期には1.74%へ改善してい
ます。空室の増減量をみても、
空室減少量が空室増加量を上
回り、空室消化率も若干上昇
するなど空室が消化するス
ピードが速まっています。
　この空室率の動きが賃料に

も反映し、新規成約賃料の方向性を示す新規成約賃料DIはプ
ラスが続き、新規賃料の水準を示す新規成約賃料インデック
スも緩やかに上昇しています。規模別の新規成約賃料イン
デックスでは、中小規模ビル（延床面積5,000坪未満）の方が
大規模ビル（同5,000坪以上）よりもボラティリティが低いと
いう傾向が出ています。
　空室率を横軸に、新規成約賃料インデックスを縦軸にとっ
てプロットした「マーケット循環」をみると、需給ギャップに
よる空室率の低下に伴い、賃料の緩やかな上昇はあるものの、
賃料の上昇に以前ほどの力強さはありません。ストックの増加、
高い賃料を支払える企業に限りがあることなどが要因です。

中小規模ビルの築古化進む
　次に需要と供給という側面から分析していきます。
　まず、オフィスのストックをみていきます。当社では、東京
のオフィスストックを詳細にみるため、オフィスピラミッドを
作成しています。人口ピラミッドのように、縦軸に築年数をと
り、賃貸面積ベースや棟数ベースなどで、オフィスストックの
構成を表示するものです。
　東京23区のオフィスストックは9,206棟、1,281万坪で、平
均築年数が30.9年です。これを賃貸面積ベースのオフィピラ
ミッドでみると、中小規模ビルが47%、大規模ビルが53%で
ほぼ半々の構成になっています。また、棟数ベースでは中小規
模ビルが92%、大規模ビルが8%と中小規模ビルの割合が高
くなっています。これをエリア別にみると、中小規ビルと大規
模ビルとも都心5区の割合が8割近くにのぼり、オフィスス
トックが都心に集中していることが分かります。
　賃貸面積ベースのオフィスピラミッドを2000年と2019年
で比較してみると、供給の中心は大規模ビルとなり、この20
年間で大規模ビルの面積が65%増加したのに対し、中小規模
ビルはわずか5%の増加でした。その結果、平均築年数は大規
模ビルが6.3年増、中小規模ビルが14.9年増と、中小規模ビル

2019 春エグゼクティブサロン

　『2019春エグゼクティブサロン』が2月8日、東京・丸の内の日本工業倶楽部3階大ホールで開催されました。
　オフィスマーケットの動向やトレンドの分析など各種レポートを発信している（株）ザイマックス不動産総合研究所
代表取締役社長の中山善夫氏、ファシリティマネジメントの視点から企業の健康経営とオフィス空間のあり方などに
ついて造詣の深い（公社）日本ファシリティマネジメント協会 調査研究委員長の似内志朗氏（日本郵政不動産㈱部長
＝講演当時、現在は㈱ヴォンエルフ シニアアドバイザー）の2氏を講師に迎え、これからのオフィスビル業界や今後の
オフィス市場、オフィス空間のあり方等を占ってもらいました。以下、講演会の骨子を紹介します。

講演会の様子
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の築古化が進んでいることが分かります。
　東京23区における新規供給の推移をみると、2019年は15
万9,000坪ですが、来年の2020年は23万7,000坪と大量供給
が見込まれます。その後、2021年と2022年の2年間は大幅に
減り、2019年～2022年の4年間の平均供給量は13万8,000
坪に止まります。
　2019年から4年間に供給されるエリアは、虎ノ門や豊洲、
丸の内・大手町・有楽町など都心の特定エリアが中心となりま
す。こうした状況から、今後は大規模ビルと大規模ビルの競
争が激化してくると予想されます。もともと最寄り駅から近く、
築浅であっても、より駅近で新築の大規模ビルが供給されて
きます。また、新しいビルは、省エネ性能をはじめ、オフィス
ビルとして最新のスペックを備えたものになっています。

オフィス需要の見える化
　次に、オフィスの需要についてみていきます。
　オフィスの需要は、オフィスワーカー数と1人あたりの面積
を乗じて表されます。当社の調査によると、1人あたりオフィ
ス面積は2016年が3.80坪、2017年が3.81坪、2018年が
3.85坪と推移しています。
　また、当社ではオフィス需要の“見える化”を図る目的で、
オフィス需要の動向を半年に1回のペースで『大都市圏オフィ
ス需要調査』を実施しており、直近の『大都市圏オフィス需要
調査2018秋』をみると、オフィスの利用人数の変化では「増
えた」との回答が37.9%で、「減った」との回答14.0%を大き

く上回り、オフィスが手狭と感じている割合が4割近くに上り、
オフィス面積を「拡張した」との回答が平均して8%～9%台で
推移しています。企業業績が拡大し、人材採用を増やし、オ
フィス（床）需要の増加につながっています。
　どのような業種がオフィス面積を増やし、賃料単価が上昇
しているのかというと、「情報通信業」の伸びが大きく、従業
員規模でいえば、以前は1,000人以上の大企業がリードしてい
ましたが、現在は100人以上1,000人未満の中小規模の企業が
主流となっています。今後の意向も調査していますが、今後も
人を増やし、面積を拡張したいとの回答割合は高く、その理由
をみると、「採用強化」や「快適性アップ」、「従業員のモチ
ベーション向上」など働く環境の改善をあげる回答が増えて
きています。

働き方改革でオフィスに質的変化
　このようにオフィス需要をみるとき、“量的”変化だけでな
く“質的”変化も起こっています。それが「働き方改革」です。
当社の需要調査では働き方改革についての設問もあり、働き
方改革を実施済み・取組み中という回答が4割超で、うち取組
み中との回答が3割ですので、まだ始まったばかりだといえま
す。働き方改革の促進のためにICT投資をしているとの回答は
7割近くにのぼり、具体的には在宅勤務制度、レンタルオフィ
ス・シェアオフィス等の利用などの取組みが上がっています。
　働き方改革の目的では、生産性の向上や従業員の働きやす
さに関連する回答が増えてきており、必然的にオフィス選びや
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オフィス戦略に大きく影響してきます。従来のオフィス以外の
場所で働くテレワークが普及し始めていますが、在宅勤務制
度のほか、サテライトオフィスやシェアオフィス、コワーキン
グスペースといったサードプレイスオフィスの利用が増えて
きています。テレワークの整備状況ですが、従業員1,000人以
上の大企業がリードしており、業種別では情報通信業の取組
みが進んでいます。
　また、オフィス内も変化していて、オープンミーティングス
ペースやリフレッシュスペース、フリーアドレス席等を導入す
る動きが増えています。

集約と分散を上手く組み合わせたオフィスへ
　これまでオフィス需要はオフィスワーカーの人数をもとにし
て捉えてきましたが、オフィスを取り巻く環境の変化から、
「集約するオフィスにこだわらない・分散するオフィスへ」、
「都心に全員分のスペースを必要としない」、「賃貸借契約に
縛られない、フレキシブルな利用形態のオフィスが増える」な
どオフィスの需要が変わっていきます。
　働く場所の自由度、働く時間の自由度、メンバー（働く単
位）のオープン度という3つの方向性が生まれています。ただ、
集約と分散にはそれぞれメリットとデメリットがあり、これか
らのオフィスには集約と分散を上手く組み合わせ、ワーカーの
満足度と生産性を高める「柔軟性」が求められていきます。

健康と快適性に配慮したオフィスビル
㈱日本ファシリティマネジメント協会
調査研究委員長 似内 志朗氏

「健康経営」と密接に関わるFM
　日本ファシリティマネジメント協会（以下、「JFMA」）で
「健康経営」に関するタスクフォースに参加している立場から、
本日は『健康と快適性に配慮したオフィスビル』というテーマ
で、健康経営について話を進めていきます。
　この数年健康経営という言葉が盛り上がっていますが、そ
の理由は経済産業省が推し進める施策と働き方改革がリンク
し、一種のブームのようになっているからです。経産省では、
健康経営銘柄として東証上場会社から健康経営に優れた企業

を 毎 年 選 定し て い るほ か 、
2020年には上場企業に限らず、
優良な健康経営実践の企業を
500社選定しようとしていま
す。
　健康経営とは何か、という
ことですが、健康経営とは「経
営資源としての社員の健康」
へ投資し、経営貢献すること

を目的としています。例えば、疾病などによる欠勤（アブセン
ティズム）を削減すること、また健康問題による生産性低下
（プレゼンティズム）を削減することです。これにより、医療
費の企業負担が削減されて生産性が向上し、「働きやすく社
員を大事にする会社」といった企業イメージがアップ。それに
伴って有能な人材が集まり、業績が向上し、企業価値も向上
する～という循環が健康経営の骨子になっています。
　経営基盤の機能の一つであるFMは、経営資源であるヒトに
働きやすい環境を提供する機能であり、健康経営という観点
から健康経営とFMは密接な関わりがあるということが分かり
ます。

健康経営への投資で企業価値向上
　健康経営の投資対効果について2011年にニューズウィーク
誌に掲載されたジョンソン&ジョンソングループ（世界250社、
社員11.4万人）の試算によると、健康経営の投資対効果は約3
倍と紹介されています。ここでは健康経営に対する投資とし
て人件費、システム費、設備費（診療施設・フィットネス）、
保健指導利用費等が挙げられ、効果としては生産性向上（ア
ブセンティズム、プレゼンティズムの最小化）、医療費削減
（疾病手当、長期的医療費）、モチベーション、リクルート効
果、企業イメージ向上が試算対象となっています。
　また、他の会社でも従業員の健康維持に1ドル使うと、医療
経費減少・病欠日数減少で約3ドル節約になり、投資対効果が
約3倍と紹介されています。
　このほか、CBREロサンジェルス・オフィスにおいて「ウェル
認証」取得のために従業員1人当たり約3,600米ドルの投資を
行ったところ、従業員1人当たりのリターンは1年目で3,000米
ドル、2年目で5,000米ドル、3年目で6,000米ドルと3年間合
計で14,000米ドルにのぼり、投資対効果は3年間で約3.6倍と
いう結果が示されています。
　経産省が作成した健康経営と株価連動についてのデータを
みると、健康経営銘柄に選定された22社の株価はTOPIXに比
べて高い水準を示すなど、企業価値を高めています。
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健康経営の実践例とその効果
　働き方改革という側面だけではなく、健康経営によっても
ワークプレイスが多様化してきています。
　JFMAでは、2017年に5回にわたって健康経営分野に関わ
る有識者や実践者を集めた「JFMAシンポジウム」を開催しま
した。1回当たりの参加者が4名なので、計20名の方々の事例
等を学ぶことができました。
　ここでいくつかの事例を紹介します。まず、㈱フジクラでは
行動改善として自転車通勤プログラム（4回開催）やノル
ディックウォーキングの実施、雲梯の設置などオフィス環境の
改善、健康測定ルームの新設、スタンディングデスク化（1日
5.5時間の立ち作業）などに取り組んだそうです。その結果、
健康意識が30%アップ・平均歩数が27%アップ・下肢筋力が
57%アップ・血圧有リスク者数が20%改善という効果がもた
らされ、時間管理や集中力、感情コントロール力が向上し、社
員の活性度が162%に上がりました。事業への貢献として、健
康経営を実施する前に比べ、営業利益が510%、営業利益率が
370%向上したということでした。健康経営と利益向上の因果
関係の立証は難しいものの、「一定の相関関係があったといえ
る」と同社では評価しています。
　また、ロードバイク等の製造・販売を主力とする㈱シマノで
は健康経営が注目される以前から社員の多くが自転車通勤し
ており、駐輪場やシャワー施設等を完備しています。3か月自
転車通勤すると、体重が7%減少し、体脂肪率が4%低下する
との成果が出ているほか、競技用自転車（ヘルメット有り）で
通勤した社員の医療費は自家用車で通勤した社員の医療費の
約半分という結果もでているようです。
　オフィス用品を取り扱う㈱イトーキでは、ワークとエクササ
イズを組み合わせた造語の「ワークサイズ」と称して、1日の
大半を過ごすオフィスでの運動を提案し、早い段階から健康
経営への取組みを推奨しています。

欧州でもオフィス移転の際に“Wellness”重視
　こうした健康経営がワークプレイスに変革をもたらしてお
り、JFMAでは、FMに優れた業績や功績のあった組織等を表
彰する「JFMA大賞」を毎年発表していますが、例えば2013
年最優秀賞の㈱シグマクシス本社の場合は、ワーカーが移動
し、働きやすい執務環境を選ぶことができる取組みに加え、
「いつでもどこでも」自由で自律的に働ける執務環境を実現す
るため、セキュリティの問題や人事制度の問題などあらゆる障
壁をクリアしているのが特徴です。
　また、行政においても、当時の野田聖子大臣が旗振り役と
なって、総務省の行政管理局が霞ケ関初のオフィス改革に取
り組み、他の省庁にも拡がっています。
　日本郵政グループの「JPタワー名古屋」では、地上5階から
39階のオフィス部分に各企業の支店や営業所が多いという特
性を踏まえ、最小39坪の部屋分割に対応しているほか、快適

で効率的に働く
オフィス環境を
サポートするた
め、13階にラウ
ンジ・カフェ・
食 堂 ・コ ン ビ
ニ・貸し会議室
な ど を 備 え た
「 オ フ ィ ス サ
ポートフロア」提案しています。それに加えて、ソフト面の
サービスとして様々なテナントニーズに対応する「コンシェル
ジェサービス」も提供しています。スペースとサービスのシェ
アリングが有効と思います。
　最近のオフィス事情をみると、大手デベロッパーが提供す
るシェアオフィスに加え、世界的に事業展開している
WeWorkのコワーキングスペースなどが増えてきています。
　海外に目を向けても、欧州では“Wellness”が価値観の中
心軸となってきており、オフィス移転においてはWellnessを
重視する傾向が強まっています。Wellnessの構成要素として
は自然光や自然空気、植物、食事、運動などで、欧州各国に広
まっています。

環境と健康が次世代ビルの条件に
　これまでの環境を重視する流れに加え、健康が次世代ビル
の条件になっていくと思われます。
　グローバルな視点では、環境についてはLEED認証、健康に
ついてはWELL（ウェル・ビルディング・スタンダード）認証
が浸透してきています。日本では環境認証としてCASBEEが
一般的ですが、健康で快適なオフィスの認証制度はまだなく、
国土交通省の「ESG投資の普及促進に向けた勉強会」で検討
されているところです。
　WELL認証は、働く人の健康や幸せ（well-being）に配慮し
たワークプレイスを目標に据えており、主な認証スタイルとし
て①新築／既存建物版（自社ビル向け）②新築／既存インテ
リア版（テナント向け）③コア&シェル版（ビルオーナー向
け）～の3タイプがあります。
　評価項目は、①空気、②水、③食物、④光、⑤フィットネス、
⑥快適性、⑦こころ―の7つの概念に分けられます。昨年5月
末時点で、33か国の866件が登録され、95件が認証されてい
ます。日本では8件登録されていて、1件認証を受けている状
況です。
　健康経営は「経営資源としての社員の健康への投資による
経営貢献」ということですが、企業のこうした健康経営は『都
市の健康経営』へと繋がっていき、ヒト中心の都市・建築・社
会への転換という大きな可能性を秘めています。これはまさ
にSDGsの目指す方向と一致するものです。

2019春エグゼクティブサロン
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平成30年度事業報告

1. オフィスビルの事業環境と当協会の事業活動
（1）経済状況と都内のビル市況
　（略）
（2）東京の政策課題と協会の事業展開
　（中略）

　平成30年度において、当協会は （一社）日本ビルヂング協会
連合会（以下「連合会」という）の中核団体としてビル業界が当
面する諸課題を踏まえつつ、東京の政策課題に的確に対応して
以下のとおり事業を展開した。　
　

2.政策活動
（1）国に対する税制改正・予算要望活動
　「平成31年度税制改正・予算要望」について税制・企業経営委
員会を中心に検討し、連合会と連携して以下の要望を行った。　
① 都市再生緊急整備地域に係る課税特例措置の延長
　② 市街地再開発事業の施行に伴う新築の施設建築物に係る固

定資産税の特例措置の延長
　③ コージェネレーション設備に係る固定資産税の特例措置の

延長
　④中小企業経営強化税制の延長
　⑤ 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長
　⑥建築物に係る多重課税の見直し
　⑦耐震対策緊急促進事業の延長
　⑧ 耐震対策緊急促進事業（長周期地震動対策の支援）の延長
　⑨災害時拠点強靭化緊急促進事業の延長
　⑩テナントビルの省CO2促進事業の延長
　⑪ ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業の延長
　これらにつき「平成31年度税制改正大綱」では、税制延長要
望項目（①～⑤）が盛り込まれた。
 また、「平成31年度政府予算案」において、予算要望項目（⑦
～⑪）が盛り込まれた。
（2）都に対する予算等要望活動
　「平成31年度東京都予算等要望」について都市政策委員会を
中心に検討し、以下の要望を行った。
　（要望の概要）
　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
　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（東京都屋外広告物
条例の見直し）

　④大屋根の下部空間利活用の柔軟な運用
　⑤ 環境確保条例による温室効果ガス総量削減義務と排出量取

引制度（C&T制度）等について
　⑥市街地再開発事業に関する補助金について
　⑦ 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
　⑧グリーンリース普及促進事業の継続
（3）政策課題解決のための活動
　1）国、都、民間団体の審議会等への委員派遣
　（略）
　2）東京都との情報・意見交換　
　 　都市政策委員会を中心として、東京都都市整備局の幹部職

員と東京のまちづくり課題、ビル事業の推進課題に関する情
報・意見交換を行った（『BUILDING TOKYO』3月号参照）。

　3）東京地下鉄株式会社との情報・意見交換
　 　都市政策委員会を中心として、東京地下鉄株式会社と都市

開発に関する意見交換を行った（『BUILDING TOKYO』3月
号参照）。

　4）オフィスビル経営に係る制度に関する活動
　（ア）ビル事業に関連する法改正等への対応　　
　　 　税制・企業経営委員会を中心として、民法（債権関係）改

正法（平成29年公布）が平成32年度から施行されることを
踏まえ、「オフィスビル標準賃貸借契約書」改訂版の作成作
業を行った。

　（イ）オフィスビルに関する定期建物賃貸借制度の普及
　　（略）
　（ウ） BOMA360及びIPMS（国際不動産面積測定基準）の普

及等
　　（略）
　5）安全・安心への対応
　（ア）ビルの耐震性能向上
　　 　首都直下地震等に対応して会員ビルの耐震性能を向上さ

せるため、国や都の耐震化推進施策を普及啓発するととも
に、東京都の耐震化推進都民会議の活動に参画した。

　　 　その一環として、組織・広報活動委員会を中心として、
「首都直下地震に備える」をテーマとする講演会を開催した。

　（イ）各種事業継続計画の普及　　
　　（略）
　（ウ）オフィスビルの総合的な安全管理
　　（略）
　6）地球温暖化対策に関する活動
　（ア）国の地球環境施策への対応
　　 　地球環境委員会を中心として、省エネベンチマーク制度

（省エネ法に基づくベンチマーク指標の報告制度）、環境ラ
ベリング制度、グリーンリース等について、会員等へ普及・
啓発を行うとともに、制度の課題等について、委員会等の場
において国等に意見を陳述した。

　（イ）「オフィスビル分野における低炭素社会実行計画」の推進
　　a 　地球環境委員会を中心として、経団連及び連合会と連

携し「オフィスビル分野における低炭素社会実行計画」を
推進し、オフィスビルのエネルギー使用量削減数値目標達
成に向けて「会員ビルのエネルギー使用量調査」（平成30
年10月）を実施した。
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　　b 　「低炭素社会づくり推進キャンペーン」講演会（平成31
年2月）を開催するとともに環境対策に優れたビル等の見
学会を開催して会員に対する最新技術等の普及に努めた。

　（ウ）東京都環境確保条例等への対応
　　 　地球環境委員会を中心として、東京都環境確保条例に基

づく大規模事業所のCO2総量削減義務・排出量取引制度に
ついて、都による2020年以降の削減義務率等の提示案に対
して、都に意見書を提出し、事業者の意見を制度に反映する
よう要望活動を行った。

7） 中小ビル振興に関する活動
　（ア）中小ビルの経営戦略に関する検討
　　 　中小ビル事業委員会を中心として、連合会と連携し長期

修繕計画の作成と運用実態に関するアンケート調査を実施
した。

　　 　その調査結果を踏まえ、6月の「中小ビルの経営を考える
集い」において、地方4協会の代表によるパネルディスカッ
ションに参画し、全国から参加した会員と中小ビルの経営課
題などについて議論を深めた。また、アンケート結果を踏ま
え「長期修繕計画作成システム」の開発に協力した。　

　（イ）中小ビルの防災意識に関する調査の実施
　　 　中小ビル事業委員会を中心として、連合会と連携し、中

小ビルの防災意識に関する調査を実施した。
　（ウ）未来研究会の活動
　　（略）
　

3.調査・研究活動
（1）調査活動
　税制・企業経営委員会を中心として、連合会と連携し、調査事
業の再編を図った上で、ビル実態調査を実施した。
（2）研究活動
1）最新オフィスビルの調査
  （略）
2）国際的なセキュリティ業務・事情の研究
  （略）

4.国際交流活動
（1）BOMAインターナショナル
　連合会と連携して第111回総会（米国サンアントニオ）に参加
し、各国のビル経営者と意見交換を行うとともにサンフランシス
コのビル事情を視察した。　
（2）世界不動産連盟（FIABCI）
　第69回総会（ドバイ）に不動産関係団体と連携して参加した。
（3）ニュージーランド視察研修
　中小ビル事業委員会及び国際委員会を中心として、ニュー
ジーランドの視察研修を行い、地震からの復興状況、行政のまち
づくりに対する考え方、最先端のオフィスビル視察等の情報収
集活動を実施した。
（4）韓国ビル協会
　（略）

5.組織活動
（1）会員増強活動等
　組織・広報活動委員会を中心に会員増強活動に努め、平成30
年度末の会員数は前年度末から5社増加して317社となった。
　ホームページの会員ビル紹介マップを活用するなど広報活動
の活発化、会員間情報交流の充実、会員マークの活用などにより
会員の増強に努めるとともに連合会と連携してビル事業に関す
る調査研究を推進し、社会への情報発信や国への政策提言など
により協会の社会的価値の向上に努めた。
（2）総会及び理事会
　1） 第49回定時総会において、役員補充選任決議、平成29年

度事業報告及び決算並びに平成30年度事業計画及び予算
の審議を行った。

　2） 理事会において定款により理事会で議決又は承認すべき事
項等について審議した。

（3）創立80周年記念事業の準備
　第50回定時総会を当協会の創立80周年記念総会として開催
（平成31年4月予定）するに際し、記念講演会、記念パーティ、
80年史発行等の準備を行った。
（4）組織活動
　（略）
（5）広報・会員サービス活動
　（略）
　1）機関誌「BUILDING TOKYO」
　　（略）
　2）ホームページ
　　（略）
　3）メールニュース
　　 　メールニュースを配信して講演会・見学会の開催情報な

どを会員に的確に提供した。
　4）講演会及びビル見学会　
　　 　会員のビル経営に資するため、講演会及びビル見学会を

開催した。　
　5）ビルキョウサロンなど
　　 　ビル事業に関する最新情報を提供し、会員相互の交流を

図るため「ビルキョウサロン」及び「エグゼクティブサロ
ン」を開催した。

　　　（中略）
　6）共同購買事業等
　　（略）
（6）関係団体との連携　
　（一財）日本ビルヂング経営センターが実施するビル経営管
理士試験、ビル経営管理講座などの事業運営に協力するととも
に各方面にビル経営管理士の活用を働きかけた。
　連合会と連携して（公社）全国ビルメンテナンス協会、（公
財）日本建築衛生管理教育センター及び（一財）日本ビルヂング
経営センターとビル事業に関する情報・意見交換を行った。
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（会社名）　三井不動産ビルマネジメント 株式会社
（住　所）　東京都中央区銀座 6 － 17 － 1
（代表者）　代表取締役社長　髙橋  寛　
（ひと言コメント） PM 事業とソリューション事業の両輪で「テナント企業の     

  ビジネスパートナー」を目指します
（事業の内容） ・不動産のマネジメント（PM）

 ・ソリューションサービスの提供
 ・不動産の清掃・保守・警備・管理の請負
 ・不動産の工事の請負
 ・不動産の賃貸借および売買の仲介
（従業員数）　1,693 人
（会社の沿革） 昭和 57 年 8 月　「東京プロック㈱」設立

 昭和 61 年 3 月　東京都知事から宅地建物取引業の免許取得
 平成 15 年 8 月　現社名に商号変更
（所有・管理ビル）　「日本橋三井タワー」　「霞が関ビルディング」　「東京ミッドタウン日比谷」
（担当者）　総務部長　常盤 英二
（紹介者）　三井不動産㈱

新会員紹介

三井不動産ビルマネジメント正会員

（会社名）　株式会社 ユニパック
（住　所）　埼玉県川口市西川口 2 － 7 － 1
（申込者）　代表取締役　松江 昭彦
（事業の内容）　�空調用フィルターの企画、製造、

販売、管工事業ほか
（担当者）　営業部部長　金子 昭彦
（紹介者）　新菱冷熱工業㈱

（会社名）　大和不動産鑑定 株式会社
（住　所）　東京都千代田区一ツ橋 1 － 1 － 1
（申込者）　代表取締役社長　渡邊 茂雄
（事業の内容）　�不動産の鑑定評価およびコンサ

ルティング
（担当者）　執行役員 業務推進部長　以倉 栄二
（紹介者）　三信㈱

（会社名）　昭和シェル石油 株式会社
（住　所）　東京都港区台場 2 － 3 － 2
（申込者）　電力販売部長　岡崎 淳子
（事業の内容）　�石油事業・エネルギーソリュー

ション事業
（担当者）　綿谷 鮎子
（紹介者）　近三商事㈱

建設物価調査会　

ユニパック

大和不動産鑑定　

昭和シェル石油

賛助会員

賛助会員

賛助会員

賛助会員

（会社名）　一般財団法人 建設物価調査会
（住　所）　東京都中央区日本橋大伝馬町 11 － 8
（申込者）　理事長　北橋 建治
（事業の内容）土木、建築等の建設工事に関する工事費並

びに資材の価格及び労務費等の自主調査
と、その成果の定期刊行物等の提供ほか

（担当者）　総合研究所 技術研究課長 小池 正倫
（紹介者）　㈱文祥堂
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令和時代が始まる。皇居の変わらぬたたずまいの背景
では大手町のビル建設（OH－１計画)が進む。
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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

（会社名）　株式会社 イトーキ
（住　所）　東京都中央区日本橋 2 － 5 － 1
（申込者）　代表取締役社長　平井 嘉朗
（事業の内容）　�オフィス関連事業・設備機器関

連事業
（担当者）　プロジェクト開発部 部長　岡田 直之
（紹介者）　三井不動産㈱

（会社名）　齋久工業 株式会社
（住　所）　東京都千代田区丸の内 2 － 6 － 1
（申込者）　代表取締役社長　齋藤 久経
（事業の内容）　空気調和・衛生設備の設計、施

工及び付帯サービス
（担当者）　営業本部 第一営業部長　米澤 敏
（紹介者）　三菱地所㈱

（会社名）　ダイキン工業 株式会社
（住　所）　�大阪府大阪市北区中崎西  

2 － 4 － 12 梅田センタービル
（申込者）　代表取締役社長 兼 CEO　十河 政則
（事業の内容）　�空調・冷凍機、化学、油機、特機、

電子システムの製造・販売
（担当者）　�空調営業本部 事業戦略室 企画担当部長　檜垣 勝行
（紹介者）　三菱地所㈱

（会社名）　株式会社 日建設計
（住　所）　東京都千代田区飯田橋 2 － 18 － 3
（申込者）　代表取締役社長　亀井 忠夫
（事業の内容）　�建築と土木の企画、  

設計監理および都市計画
（担当者）　�執行役員　クライアントリレーショ

ン部門副代表　大﨑 一仁
（紹介者）　住友不動産㈱

イトーキ

齋久工業

ダイキン工業

日建設計　

賛助会員

賛助会員

賛助会員

賛助会員
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