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令和元年度

東京ビルヂング協会 シンガポール・
タイ（バンコク）研修視察報告

　東京ビルヂング協会中小ビル事業委員会では、国
際委員会と共同して平成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実施しており
ます。
　第8回目となる令和元年度は、今や日本を抜いて一
人当たりGDP・アジア1位のシンガポールとアジアの
中でも目覚ましい発展を遂げているタイのバンコクを
訪問し、現地のオフィスビルを見学した他、街の勢
い・息吹きを感じられるような施設を視察しました。
つきましては、以下の通りご報告いたします。

Capita Green（三菱地所アジア社入居ビル）前での集合写真

Ⅰ.シンガポール編

1. 経済・ビジネス環境概況
（1）GDP
・ 1人当たりGDPは世界最高水準にあり、

2018年は8位（1位はルクセンブルク）、
2012年以降は常に上位10位にランクさ
れている。シンガポールの1人当たり
GDPが高い要因としては、富裕層への税
制等での優遇措置（個人所得税：最大
20%、相続税・キャピタルゲイン税：非
課税等）等のインセンティブが奏功し、

富裕層の割合が増えたためと言われてい
る。

（2）人口動態
・ シンガポール統計局の調査によると、総

人口は2019年で570万人で、1990年か
らおよそ30年で1.8倍に増加しており、ま
た国連のデータによればピークは2043
年の645万人と推計されている。

 　 　また同国の人口動態において特徴的な
のは、都市国家と呼ばれるだけあって、
50年以上前から都市化率（総人口のう
ち都市部に居住している人の割合）が
100%であること。

2. 土地法制・都市開発政策・
　 オフィス市場
（1）土地制度と収用制度
・ 土地制度については、政府が収用する土

地の割合が高く、また埋め立て事業を積
極的に行い国土の18%を埋め立てで増や
したことが特徴的である。

・ 全ての土地は究極的には国に帰属するも
のとされており、国から付与される権利
には、①日本での土地所有権に相当もの
で、私有地として分類されるものと、②
国から付与された、期限付きの土地に対
する排他的支配権・使用権であり、日本
の賃借権に類似しているものがある。

・ 収用については、政府に強制的な土地収
用権原を与えている土地収用法に基づい
て行われる。一度収用が決まると、地権
者は収用価格に対する訴訟はできるが、
収用決定自体に対する提訴はできない。
このように非常に強力な土地収用法があ
るため、政府による土地収用が迅速に行
われ、計画的な都市開発を可能にしてい
る。

（2）都市計画について
・ 法体系・組織
　 1960年2月1日、都市計画の基本である

計画法（Planning Ordinance）が施行
シンガポールの人口動態
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され、計画策定の担当機関として国家開
発省に計画局が設立された。

・ 都市計画の種類（コンセプトプランとマ
スタープラン）

　 シンガポールの持続的な発展を可能にし
たのは、2種類の都市計画、コンセプトプ
ラン（40～50年を期間とした長期計画）
とマスタープラン（10～15年を期間とし
た中期計画）である。2014年6月に最新
のマスタープランが発表されているが、
2019年に新たな草案が発表され、現在
国民の意見を反映する作業を進めている。

（3）オフィス市場について
・ 需要：2019年は、主として中心部のAグ

レードのビルの需要はテック系かフレキ
シブルワークスペース系の業種に主導さ
れること、及び需要が供給を上回ること
が予想される。

・ 供給：過去5年はストックに対して5%の
新規物件が供給されてきたが、2019年
から2021年においては2%と抑制傾向に
あり、次の大量供給は2022年（7%の新
規供給）まで待つことになる。政府が国
有地の供給（貸地）をコントロールして
おり、連動してオフィスビルの供給量も
コントロールされている。供給過剰の懸
念が少なく、物件価格のボラティリティ
も小さい。

・ 賃料水準：2019年を通じては、中心部の
Aグレードビルは15%アップから8%アッ
プに落ち着くことになると思われる。
2022年には大量供給をひかえ2021年か
らいったん下がるものの、やがてリバウ
ンドするものと予想される。賃料水準
（19年9月末）はCBD・グレードAビル
（築浅）で@33,000円/坪。

・ 空室率：過去10年平均空室率は6.2%で
あるが、2019年には2019年中には2.5%
まで下がる見込み。ここ数年の限定的な
供給により、2022年の大量供給まで空
室率は下げたままの状態になるであろう
との由。

3. 施設見学
（1）見 学 先 ①：キャピタスプリング
（CapitaSpring）【三菱地所アジア】
・ 地上51階、建物高さ280mの超高層ビル

・ オフィス、サービスアパートメント、商業
施設、ホーカー（シンガポールの食堂屋
台街が再入居）、駐車場の機能を含む複
合開発

・ 総事業費1,450億円の大規模再開発プロ
ジェクト

・ 容積は、行政との個別交渉により決まって
おり、本物件ではホーカー街（B級グルメ
屋台）の誘致や空中庭園の一般への開放
などを総合的に判断されて決まっている。

・ 低層部はサービスアパートが入居予定。
アスコット社のシタディーンというブラ
ンドで、長期出張者をターゲットにして
いる。計300戸。プール・400mのジョギ
ングトラック付き。

・ 本物件の特徴の一つが、空中庭園（グ
リーンオアシス）。4層分を利用して、螺
旋階段により内部を繋げている。テナン
トだけではなく、専用ELVにより一般の
来館者も利用可能。

・ 緑化については、一律の緑化率が課され
ているわけではなく、当該敷地に開発前に
あったであろう樹木と同じボリュームの樹
木を植えることが義務付けられている。

（2）見学先②：シンガポール国立美術館
【竹中工務店】
（プロジェクト概要）
・ 2015年に建国50周年を迎えたシンガ

ポールの国家的プロジェクト。

・ 「旧市庁舎」と「旧最高裁判所」という2
棟の歴史的建造物を大規模改修し、国立
美術館として保存・再生。

・ 歴史的な建築物の外壁・ホールなどを保
持しながら、既存躯体を解体し、地上と
地下の躯体工事を進めるという難工事。

・ 建築主：国家遺産庁（National Heritage 
Board）

・ 意匠設計：Studio Milou Architecture
（フランス）

・ 実施設計・監理：CPG Consultants （シ
ンガポール）

・ 施工：Takenaka/Singapore Piling and 
EngineeringJV（竹中工務店スポン
サー）

・ 総改修面積：約64,000㎡
・ 工期：2011年1月～2015年6月（53ヶ

月）
・ 地下工事はN値ゼロの軟弱地盤上の既存

建築物を仮設杭と基礎杭で支えながら、
アンダーピンニング工法と逆打ち工法の
併用で地下3階（GL－17m）を構築する
難易度の高い工事であった。

・  「旧市庁舎」（1929年竣工）と「旧最高
裁判所」（1939年竣工）の2棟を地下階
及び最上階に設けられたガラス屋根、渡
り廊下で接続。ガラス屋根を支えている
柱は“ツリーコラム”と呼ばれている。

・ 施工は、現地で調査や実測を重ね、また
個別部位の劣化度合いを確認しながら、
施工方法の検討が行われた。インド・バ

CapitaSpring の外観模型

シンガポール国立美術館
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ングラデシュ・中国・タイ中心の作業員
（ほぼ未経験者）を事前研修や個別指導
等を重ね施工技術を指導しながら行われ
た。

【エピソード：シンガポール・チャンギ国
際空港・『Jewel』】
・ 入出国でシンガポール・チャンギ国際空

港を利用したが、そのチャンギ国際空港
内の第1ターミナル付近に今年4月オープ
ンした商業施設が「Jewel」。

・ 設計者はサフディ・アーキテクツ。施工
は、ウォー・ハップ、大林シンガポール。

・ 大きな無柱空間の中、40mの高さから落
下する大量の水を2,000本の樹木と
10,000本の低木が取り囲み、その周縁に
商業施設（53,600㎡、飲食100店舗、物
販150店舗）が配置されている。

・ ガーデン中央の屋内滝（レイン・ボル
テックス）は世界で最も高く、建物内に
冷気を発生させると同時に、内部で再利
用するための雨水取り入れ口でもあると
いう。当地域特有の激しい雷雨の際は、
毎分38,000ℓもの降水が注ぎ込み、地下
の貯留槽にストックされる。また外壁の
ガラスパネルは、16㎜の空気層を設けた
複層ガラスで、飛行機の騒音が遮断され
ている。

・ 階数：地上5階・地下5階、敷地面積：
38,500㎡、延床面積：135,700㎡、工事
費：約17億シンガポールドル（約1,400
億円）。

Ⅱ.タイ（バンコク）編

1. 経済・ビジネス環境概況
（1）GDP・失業率
　製造業が中心となって輸出を梃子として
経済成長を遂げており、製造業の就業者は
全体の約15%だが、GDPの約34%・輸出
額の90%弱を占めている。かっては、コン
ピューター部品などが輸出額で1位を占め
ていたが、現在は自動車・同部品産業がそ
の位置を占めている。
　また、タイの失業率は、日本やシンガ
ポールに比べても大幅に低く、概ね1%か
1%未満である。完全雇用に近い状態で、
人手不足の様子が看て取ることができる。
（2）人口動態
　2015年には、0歳～14歳の年齢層が全
人口の18%を占め、65歳以上は10%を占
めているが、2025年には65歳以上の割合
が、全人口の16%になり、高齢化社会の水
準に達し、労働生産人口においても減少傾
向にあると予想されている。
　また都市化率については、未だ進捗して
おらず、現在48%弱と、1950年の日本
（53.4%）にも及んでいない。
（3）タイ王室について
　タイ王室は、世界一裕福な王室として知
られている。2008年のフォーブス誌によ
れば、プミポン国王の推定資産は、サイア
ム・セメント社やサイアム・コマーシャル
銀行のほか、バンコクの都心部などに
3,493エーカー（14㎢＝1400万㎡、丸ビル
1,400棟分）の土地を所有していると言わ
れている。近年、王室がこれらの土地を有

効活用して様々なプロジェクトを進めてお
り、マーケットに大きなインパクトを与え
ている。
（4）洪水リスクについて
　2011年のバンコクでの洪水は日本でも
毎日のように報道された。製造業を始めビ
ジネス上も大きなリスク要因として挙げら
れる。構造的に、ひとたび上流部分の北部
に大量の雨が降ると、平地部分で洪水にな
りやすく、しかもなかなか水が引かない。
4ヶ月近い期間の冠水は国内経済を直撃し、
GDP成長率においても大きな負のインパ
クトを与えた。
（5）インフラ投資
　バンコクにおいては、渋滞と一極集中が
以前から社会問題となっているが、更なる
都市化が見込まれる状況下において、自動
車依存からの脱却と公共交通へのシフトは
最優先課題とされている。2016年で
85kmほどの鉄道網が2029年には計13路
線が開業し、519㎞に延長することが計画
されている。なお、日本企業も各計画に参
加しており、パープルライン（2016年）は、
丸紅・東芝・JR東日本JV、レッドライン
（2020年予定）には、住友商事・三菱重
工・日立製作所JVがそれぞれ参画して
いる。

2. 土地法制とオフィス市場
（1）土地法制
　日本の所有権に相当する権利もあれば、
賃借権に相当する権利も整備されている。
また土地法上、原則として外国人（外国法
人を含む）による土地所有は認められない
ため、土地を取得するには現地法人を設立

シンガポール・チャンギ国際空港 -Jewel タイの人口動態
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令和元年度　東京ビルヂング協会 シンガポール・タイ（バンコク）研修視察報告

する必要がある。土地法上の「外国人」に
は、外国人が49%超の株式を保有している
タイ法人及び株主の人数の過半数が外国
人であるタイ法人も含められる。
（2）オフィス市場について
・ 供給面積：ストックは900万㎡で東京の

約1/5以下。オフィスの供給はコンドミニ
アムの供給に影響を受ける側面がある。
コンドミニアムが、オフィスビルより手
早く資金回収できたため、オフィスビル
用地供給が限定されることもあった。足
元では、タイバーツが対ドルで高騰して
いるため、海外投資家の動きが鈍ってき
ており、コンドミニアムに逆風が吹きつ
つあり、2020年以降は現況の品薄の反
動から供給面積が増える見通し。特に今
までグレードAのビルが品薄であったた
め、グレードAの供給が多い。

・ 需要・入居率：バンコクの3つの主たるオ
フィス地区では、ほとんどのビルが
100%入居である。特にグレードAのビル、
過去3年の新築ビルではその傾向が強い。

　 　2019年・2020年においては、全体の
入居率は90%以上になる見通しである。
しかしながら2021年に大量供給が見込
まれているため、2021年以降、入居率
が落ちる可能性がある。

・ 賃料水準：賃料水準は過去3年ぐらい上
昇し続けており、この傾向は2019年2Q
においても継続する。中心部での賃料水
準は年5～10%程度上昇しているが、グ
レードAのビルはその稀少性から、四半
期ごとに5～10%上昇しているものもあ
る。中心部にはPark Ventures（パーク
ベンチャー）のように平均賃料が㎡
@1,500バーツ（坪@18,000円）を超え
る物件もある。

3. 施設見学
（1） 見学先①：One City Center
　  【Raimon Land・三菱地所アジア】
（プロジェクト概要）
・建物規模：地下4階・地上61階建　
・敷地面積：約9,700㎡
・延床面積：116,000㎡
・総事業費：約308億円
・工期：2019年2月～2022年末（予定）

・ 事業者：レイモンランド（60%）・三菱地
所アジア（40%）

・ タイの公共交通機関：BTSのプルンチッ
ト駅から冷房完備のSkyWalkが開通する
予定。

・ プルンチット駅周辺は、外資系企業、弁
護士事務所、大使館などが軒を並べるエ
リア。

・ 30年借地。タイでは借地が終了した時点
で地主に現状有姿で引き渡すことが一般
的とされる。そのため、事業者を決める
コンペで、地代だけでなく、デザインな
どもコンペの要件となった。

・ 基準階：1,300㎡、天高：3,000mm、奥
行き:17m。サイドコアにして、コアを西
側にレイアウトしているが、これはバン
コクの強い西日から室内を守るため。ま
た道路車線規制のために、敷地のうち北
側道路から離れた部分に建築して容積を
確保した。

・ 駐車場は契約駐車場で900台。オフィス
棟の低層部（500台）とCivic Parkの地
下（400台）に配置している。バンコクに
おいてこの規模で900台の駐車場は大き
すぎることはない。またオフィス棟の低
層階に駐車場を設けることも一般的。

（2） 見学先②：商業施設見学
　  【The Mallグループ】
・ 当該地区は開発中の物件含め3棟のThe 

Mallグループの商業施設が集積するエリ
ア。Emporium1号店は1997年2月オー
プン、バンコクで初めてブランドショッ
プなどがテナントになった草分け的な商
業施設。

・ 現在は2022年に向けEmspehe re
（Emporium3号店）を開発中で、主たる
ターゲットは中国人・インド人・ロシア人
等の旅行者。ナイトエンターテイメント

の側面を強めて、夜遅くまで安心してお
酒が飲めて、すぐ近くのホテルに帰ると
いう需要を想定している。

・ 隣接地にはマリオットマーキーホテル、
JWマリオット、ホリデーインなど4つの
ホテルが開業する予定。併せて王室が所
有している隣接公園をMallグループがリ
ノベーションし、竣工後は一体的に運営
管 理 す る 。こ の こ と に より 既 存 の
Emporium（1号店）とのアクセスが良く
なり、往来が増えることを期待している。

・ Emspehereの最大の特徴は、屋上が
6,000人収容のコンサートホールになる
こと。バンコクの都心には、音響設備の
整った大きなコンサート会場がなかった
ため、待望の施設が整うことになる。

・予算は1億バーツ。

・ また全くの余談ながら、11/21にタイ市
内移動中に、ローマ法王に遭遇するとい
う出来事があった。渋滞が常態化してい
るタイ市内の道路が、交通規制により水
を打ったように静かになったかと思うと、
暫くして我々の目の前をローマ法王の車
列が通過した。

　 　今年が、カソリック宣教師がタイで
1669年に正式なミサをしてから350年
の記念すべき年になるため訪タイしたと
いう。ちなみにタイで信仰されているの
宗教の割合は、仏教徒：94%、イスラム
教徒：5%、キリスト教徒：0.7%（カソ
リック信者：0.5%弱）。

One City Centerの外観模型

Emspehere の工事現場

ローマ法王の車列
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　令和元年9月27日、東京・日本橋に「日本橋室町三井タ
ワー（商業施設名称：COREDO室町テラス）」がグランド
オープンした。ビジネスの拠点としてだけでなく、商業、観
光など多くの人が集い、大きな賑わいを創出している。開
発にあたったのは、日本橋室町三丁目地区市街地再開発
組合とその事務局の三井不動産である。
　今回は、日本橋での三井不動産の街づくりの取り組みと
ともに、「日本橋室町三井タワー」の概要を紹介する。
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日本橋室町
三井タワー

1.  日本橋再生計画ステージ
2の重要なプロジェクト

　日本橋エリアは、江戸時代の日本橋
を描いた絵巻物「熈代勝覧」の賑わい
からも分かるとおり、かつての日本橋は、
5街道の起点・水陸の交通の要衝であり、
ひと、もの、情報が集まる「日本の中
心」であったが、バブル崩壊後、かつて
の賑わいを失っていた。
　 そこで、三井不動産は2004年、
「COREDO日本橋」の開業を皮切りに、
「残しながら、蘇らせながら、創ってい
く」を開発コンセプトとして、官民地域
一体となった「日本橋再生計画」を推進
し、ミクストユースの再開発で都市機能
の多様化と賑わいづくりを進めてきた。
　2014年からの「日本橋再生計画第2
ステージ」では、街の固有の魅力を活か
しながら、「産業創造」「界隈創生」
「地域共生」「水都再生」の4つのキー
ワードに基づきハードとソフトの融合し
た街づくりを推進。その結果として、

「街の用途の多様化」、「街の企業・人
の多様化・国際化」が進行し、街にはか
つての賑わいが戻りつつある。
　この「日本橋室町三井タワー」は、こ
の「日本橋再生計画第2ステージ」を締
めくくる大規模複合プロジェクトである。

2.  日本橋室町三井タワーの
開発にあたって

　日本橋室町三井タワーは、中央通り
と江戸通りの角に位置し、神田駅や東
京駅周辺と日本橋をつなぐ日本橋エリ

熈代勝覧（日本橋付近の切り取り） 日本橋室町三井タワーの位置図

日本橋室町三井タワーの従前（左）・従後（右）（室町三丁目交差点から）
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アの北の玄関口である。再開発前の計
画地は、中規模・小規模の業務系オ
フィスを中心としたエリアであったが、
2000年代後半に地元地権者中心に再
開発の機運が高まり、2012年に再開発
準備組合、2014年に再開発組合を設立
し、次の開発コンセプトに基づいて、事
業が推進され、2019年に完成した。
　❶ 日本橋エリアの国際化に対応した

業務・商業拠点の形成
　❷ 日本橋の新たな賑わいの創出と、

日本橋らしい景観の継承
　❸ 防災機能の高度化による持続可能

な街づくり
❶ 日本橋エリアの国際化に対応した　

業務・商業拠点の形成
　ビルは、オフィス、商業機能、ホール、
広場空間などで構成され、地下1階～地
上2階には商業フロア「COREDO室町
テラス」、3階には「室町三井ホール&
カンファレンス」と名付けた約375㎡あ
るホールとカンファレンスを配置。5～
25階はオフィスフロアになっており、
基準階専有面積で都心最大級となる約
4300㎡のスペースを確保したオフィス
フロアを配置している。
　オフィスのメインロビーとなる5・6
階スカイロビーフロアには、コーヒー

ショップ、コンビニエンスストアのほか、
「あなたの“もっと”をかなえる場所」
をコンセプトに、テナント企業向け会員
制施設「mot.」を用意している。部門単
位のミーティングや社外との打ち合わ
せなどに活用できる貸会議室や、作業
に集中したいときに使える個室スペー
ス、社内やテナント企業間での交流に
使えるラウンジ、仕事の合間や就業後
のリフレッシュに生かせるフィットネス
ジムやスタジオを整備している。7階に
は英語に対応した外来診療や人間ドッ
クなどを備えたメディカルサービス機
能も設け、オフィスで働く人たちが、快
適なビジネスライフがおくれる環境を
整えている。また、6階の一部には、国
際的なコミュニティを創出する会員制
クラブである「東京アメリカンクラブ日
本橋」が2020年秋以降にオープン予定
で日本橋エリアの国際化を助長する。
　COREDO室町テラスでは、「『価値
ある時間』を、過ごす場所。」をコンセ
プトに据え、国内外の優れた「モノ」
「コト」「食」を体験できる店舗をそろ
えている。そのひとつである台湾発の
「誠品生活」の日本初出店となる「誠品
生活日本橋」では、書籍・商品の販売だ
けでなく、ガラス工芸を製作できる炉

を置くなどの体験型コンテンツや、ワー
クショップ等のイベントの開催により、
多彩な文化情報を発信している。「誠
品生活日本橋」の他にも、「五街道の起
点」にふさわしい、日本全国および海外
から東京に初出店する店舗や、日本橋
ならではの業態を展開する新業態の店
舗等が多数出店し、全館を通じて新し
い体験や喜びを生み出していく場に
なっている。

❷ 日本橋の新たな賑わいの創出と、　
日本橋らしい景観の継承

　敷地南側の本町通りに面する大屋根
広場は、日本橋の北の玄関口に新たな
賑わいを創出している。約1500㎡ある
広場には、上空にガラス張りの大屋根
を設置するとともに周辺に緑を配し、開
放感と安らぎをもたらす空間を生み出
している。
　デッキやテーブルを配した広場では、

日本橋室町三井タワー５F スカイロビー

日本橋室町三井タワーのフロア構成 日本橋室町三井タワーのオフィス基準階平面図
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COREDO室町テラスでテイクアウトし
たものを食べてくつろいだり、オフィス
ワーカーが仕事や打ち合わせなど豊か
な緑の中で普段とは違う発想を生む場
としたり、来訪者とリラックスした雰囲
気で歓談する様子が垣間見ることがで
きる。また、休日には大屋根広場で四季
折々のイベントを開催し、さまざまな世
代の来街者を呼んでおり、日本橋最大
級のコミュニケーションスペースとして
新たな賑わいの拠点となりつつある。
　そして、これまで日本橋エリアに少な
かった緑を、大屋根広場を中心にビル
を取り囲むようにふんだんに配置した
のも特徴の一つである。
　桜やモミジ、ケヤキなど日本の在来
種を取り入れており、例えば桜はソメイ
ヨシノだけでなくエドヒガン、サトザク
ラ、シダレザクラなど種類を変え、開花
の時期をずらすことで来訪者に長い期
間日本らしい春を感じてもらえるように
工夫をしている。
　街並みの連続性の観点では、日本橋
室町三井タワーの低層部デザインにつ
いて、中央通り沿いに隣接する三井本
館、日本橋三井タワーで採用されてい
る100尺（31m）ラインでのセットバッ

ク、コーニスデザイン、列柱などの景観
コアの基本理念を踏襲しており、また
高層部においては、頂部を隣接する日
本橋三井タワーの中層オフィス部（高
層ホテル部の下）に高さを合わせて、神
田駅側に向かって階段状にボリューム
を下げており、日本橋らしい景観に配
慮・継承している。

❸ 防災機能の高度化による持続可能な
街づくり

　日本橋室町三井タワーの地下は、日
本橋エリア約15haにある約20棟、延床
面積にして約100万㎡の施設へのエネ
ルギーの安定供給に大きく寄与する拠
点施設としての役割も持つエネルギー
プラントも誘致している。三井不動産
と東京ガスが出資する三井不動産TGス
マートエナジーが事業運営をしており、
ビルの地下には電力と熱を生み出す
「コジェネレーションシステム」と呼ば
れるガスエンジンが設けられ、平常時
のエネルギーの地産地消による省エ
ネ・省CO2の実現と、災害時の持続的
なエネルギー確保が実現する。災害に
強い中圧ガス導管を活用してガスが供
給されるため、災害時における広域停
電時でも必要な電気や熱の供給が可能
となる。また、帰宅困難者を受け入れ滞
在施設のエネルギーにもなり、日本橋
室町三井タワーだけでも約3000人分の
滞在施設のエネルギーを確保する。
　東日本大震災以降、ビルごとに非常
用の電源設備を設ける動きが増えてき

日本橋室町三井タワーの大屋根広場

エネルギープラントの電気・熱の供給可能エリア
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日本橋室町三井タワー

たが、今回のシステムはエリア全体の
電力バックアップを構築するものにな
り、エリアとしての安全性を高めるとと
もに、ビルに入居するテナントの安心
感も高めている。日本橋室町三井タ
ワーは、ビルとしてにぎわいを生み出す
だけでなく、エネルギープラントを誘
致することでエリアの安全・安心も生
み出す公共的な役割も果たしている。

3.  これからの日本橋

　三井不動産が2004年から進める日
本橋再生計画によって、街の用途がオ
フィス中心から商業施設、多目的ホール、
ホテル、住宅、シネマコンプレックスな
ど多様化している。また、福徳神社の再
生や江戸情緒の風情がある路地空間の
整備など歴史や文化に関する街固有の
魅力を活かした街づくりを推進し、日本
橋らしい景観やコミュニティが醸成さ
れている。そして、この街の地場産業で
あるライフサイエンス領域をはじめ、交
流・連携の「場」と「機会」を提供する
ことにより、企業・人の新たな出会いを
創出し、オープンイノベーションの促進
を図ってきたことで、産業が活性化して
いる。これらの取り組みによって、さま
ざまな世代の方々が街を訪れ、国の内
外から企業や人を呼び込み、新しいも

のを生み出すための舞台ができている。
　そして、日本橋室町三井タワーのオ
フィスフロアには、トヨタ・リサーチ・
インスティテュート・アドバンスト・デ
ベロップメント株式会社（TRI－AD）、
外資系コンサルティングファーム、東
京アメリカンクラブ日本橋、英語対応
クリニックなどが入居し、COREDO室
町テラスには台湾の誠品生活が日本1号
店を出店し、日本橋という日本の伝統と
歴史の中心地に、先進性とグローバル
が融合する施設が誕生した。
　日本橋再生計画は、この日本橋室町
三井タワーの竣工を経て第3ステージに
進んでいる。第3ステージでは、昭和通
りを境にWESTエリアとEASTエリアと
いう個性の異なる2つのエリアを合わせ
た「GREATER日本橋」を舞台に、「共
感・共創・共発」の考え方のもと、「豊
かな水辺の再生」「新たな産業の創造」
「世界とつながる国際イベントの開催」
を3つの重点構想の推進を通して、日本
橋を「未来に続く、街道の起点」とする
ことを目指している。
　さらに、これまで取り組んできた「ラ
イフサイエンス事業」に加え、「宇宙」
「モビリティ」「食」を新たな戦略カテ
ゴリーとして、新たな産業の創造に向け
た取り組みを推進していくという。
　世界中から人・もの・ことが集まり、

未来に向けて新たな価値を創造する街
を、地元や様々なパートナーの方々と
ともに作り上げていき、日本の国際競
争力向上に貢献することを期待したい。

施設概要
建物名称：日本橋室町三井タワー
所在地　：�東京都中央区日本橋室町

3-2-1
用途　　：オフィス、商業、駐車場　等
敷地面積：約11,484㎡
延床面積：約166,728㎡
構造規模：地下3階、地上26階
建物高さ：約142m
施工者　：�日本橋室町三丁目　　　　

地区市街地再開発組合
（理事長：株式会社タナチョー�
　代表取締役社長　田中�廣）　
（事務局・参加組合員：三井不動産株式
　会社）
事業コンサルタント：株式会社日本設計
設計　　：
　基本設計�株式会社日本設計
　実施設計�KAJIMA�DESIGN　　　
　（鹿島建設株式会社）
�デザインアーキテクト：� �
　Pelli�Clarke�Pelli�Architects
　ペリ�クラーク�ペリ�アーキテクツ��
　ジャパン株式会社
ランドスケープデザイン：� �
　株式会社ランドスケーププラス
ライティングデザイン・広場環境演出：
　有限会社内原智史デザイン事務所
施工　　：鹿島・清水・佐藤工業特定
� 　�業務代行共同事業体

※ この絵は将来の日
本橋のイメージで、
実際の開発計画等
とは異なります。

　 2019年8月29日
三井不動産「日本
橋再生計画」ニュー
ス リ リ ース よ り 
（江戸橋から、室
町１丁目の親水空
間を望む）



【主要議題】
1. 東京の魅力の世界への発信に
　 向けたエリアマネジメントの
　 支援のための総合的な仕組みの
　 確立
（1）手続きに係る要望
■都知事要望
多岐に亘る手続きの円滑化のための支
援体制の充実・強化
・ 各種制度に関する情報提供、担当部

局との連絡・調整
・ 複数部局が係る許認可についての同

時協議の場の設営等
■都議会要望
手続き迅速化のためのワンストップ窓
口創設
・ 公的空間の占用・利用上の制限を、エ

リアマネジメント活動の活性化のため
に、一元的に緩和できる制度や運用方
法で対応いただきたい。

・ 制度の利活用にあたっての協議・手続
きをワンストップで行うことができる
協議窓口を設けていただきたい。例え
ば、各自治体の中に、エリアマネジメ
ント推進部局を設け、各種（警察、保
健所、広告、道路管理等）協議・手続
きを担当していただきたい。

（2）収入確保の支援に関する要望
■都知事要望
道路の活用等についての更なる規制の
緩和、手続きの迅速化

・ 継続的活動が可能となるよう、広告収
入、道路・公共空地での有料イベント
などの収入確保の支援のための規制
緩和等。※先行成功事例などを踏ま
えた思い切った緩和等の実現

■都議会要望
・ エリアマネジメント団体の活動に対す

る資金・財源面での支援措置の拡充・
創設をお願いしたい。例えば、大規模
建築物に壁面広告を掲出し、広告料
等収入により安定的な財源が確保で
きるようにしてほしい

（3）財政支援に係る要望
■都知事要望
活動の立ち上げ支援と継続的活動に向
けた負担の軽減
・ 協議会などの活動団体の準備段階で

の資金援助
・ 道路占有料、関連施設の固定資産税

の軽減等
■都議会要望
・ エリアマネジメント団体の活動に対す

る賑わい創出活動におけるハード面の
費用を公共が負担する制度の創設や
実証実験に関する補助金の充実等を
図っていただきたい。

・ エリアマネジメント活動を活性化する
ために公共施設の占用料の減免をお
願いしたい。

■その他関連要望（都議会要望）
・ 都市開発事業が完了した後のエリア

マネジメント活動の実施を見据え、人
材確保・育成面での仕組みの創設を
検討頂きたい。例えば、

　① 民間のまちづくり人材育成の促進
制度や国や自治体職員のまちづく
り研修の実施、

　② 官民（UR人材等）それぞれからエ
リアマネジメント活動を行う人材
を派遣し、役割分担する仕組みの
創設

■追加要望（新規）
・ エリアマネジメントにおいて活用され

ている「東京のしゃれた街並みづくり
推進条例」の適用要件について大規
模プロジェクトだけでなく、賑わい創
出の活動が行えるよう現行1haとなっ
ている区域面積要件を緩和されたい。

【課題解決に向けた意見交換議題】
1. オフィスビルにおける駐車場
　 規制の緩和に向けた実態把握等
　 について
　昨年12月に駐車場条例の改正を視野
に、オフィスビルにおける駐車場の現
状把握等について、要望者・事務局と
貴局との意見交換を実施。これを踏ま
え、今後の進め方につき、意見交換を
お願いしたい。
■（参考）議会要望（令和1年7月、8月）
　改めて駐車場の利用状況の実態を調
査いただき、そ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。
2. 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
　 促進について 
　プロジェクションマッピングに係る
屋外広告物規制の取扱基準の策定等屋
外広告物条例の改正に向けた検討を開
始していただいており、運用改善につき
適切に進めて頂きたい。
※ 本年、NHK報道にて「プロジェクショ

ンマッピングで五輪盛りあげ都が規
制緩和へ」が配信（1月11日）

東京都都市整備局との
意見交換会を開催しました

令和元年度

　東京ビルヂング協会の運営する9委員会の内の一つ、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、毎年初に東京都都市整備局との意見交換会を行ってお
り、今年度は、1月28日（火）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、今年度の都議会要望（7～8
月）、小池都知事要望（11月）を中心とした、次の3議題、【主要議題】、【課題解決
に向けた意見交換議題】、【その他の要望】に関して、重点的に意見交換が行われ
ました。
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3. 都市再生特別地区の運用の
　 柔軟化の検討状況等
　都市再生特別地区の運用の柔軟化に
ついては、昨年5月に説明会、意見交換
会を実施。その後の検討状況、今後の在
り方などにつき意見交換をお願いしたい。
【その他の要望】
1. 河川空間整備における
　 河川区域内の工作物設置許可
　 基準について
　都市計画では、水辺の利活用を東京
都都市整備局宛てに提案したが、その
実現をする上で建設局河川部の「河川
法に基づく許可等の手引き」の指導に

よる河川空間整備の制約が厳しくなっ
ており、水利上の安全性を確保するこ
とを前提に、東京都の両局の間でよく
調整を図り善処頂きたい。
2. 市街地再開発事業における
　 関係権利者の同意取り付けに
　 関する運用適正化
　市街地再開発事業の都市計画決定か
ら組合設立認可、権利変換計画認可の
各段階において、関係権利者の同意に
ついて、過大な同意状況を要件とせず、
適切な運用を図られたい。
3. 文化・スポーツ施設等に係る
　 固定資産税の減免措置の創設等

　都市に不可欠な装置として文化施設
及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につい
て継続してご検討いただくとともに、文
化・スポーツ施設等に係る固定資産税
の減免措置の創設を検討いただきたい。
4.  東京の業務中枢拠点におけるグ

ローバルレベルの都市活動を途
絶えさせることのない防災性の
向上のための施設整備（エネル
ギー導管等）に対する助成制度
「災害時業務継続施設整備事
業」の継続

　令和元年12月7日（金）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。東京メトロ・望月常
務、森ビル㈱・太田都市計画部長（兼環
境推進室室長）、東京ビルヂング協会・
櫻井専務理事他14名出席のもと、東京
メトロの中野車両管理所にて同施設見
学を行い、また併せて同社の「えき・ま
ち連携プロジェクト」のプレゼンテー
ションが行われた。
　中野車両管理所においては、東京地
下鉄社の案内により、アルゼンチンの
ブエノスアイレス地下鉄に譲渡されて
いた丸ノ内線旧500形と最新車両であ
る2000系の車両内部を内覧した。旧
500形は1957年に製造され、丸ノ内線
として活躍した後、アルゼンチンで20
年走行し、里帰り後、同管理所で修復さ
れ、現在は研修などに使われている。鉄
道業で古い車両を大切にする気持ちと
不動産業で古い建物を大切する気持ち
には相通ずるものがあり、最新の2000

系と共に参加者の関心が集まった。ま
た「えき・まち連携プロジェクト」では、
同社単体では解決できない課題を駅周
辺の不動産オーナーと連携するという

取り組みを、そのインセンティブや具体
的な事例等含め、望月常務取締役から
説明があり、活発な意見交換がなされ、
有意義な会合となった。

四ツ谷駅 2 番出入口付近東京メトロ・中野車両管理所にて

東京メトロ・HPより引用

東京メトロ意見交換会報告
令和元年度
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　下期も“見逃せない”特徴あるま
たは大型プロジェクトについて実施
することができたが、その特徴を紹
介したい。共通してBCPインフラが
しっかりと標準装備されているほか、
ひとつのビル・一体街区の中での利
便機能が融通されている点が浮かび
上がる。

　東京ビルヂング協会では、「ビル見学会」として施設見学を適宜行っている。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、年に複数回開催し、下半期
（2019年9月～2020年2月）は1月末現在で以下の5回実施した。

ビル協施設見学会報告
2019年度下期
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■ 街区でのエリアマネジメントも特徴的な 
ミュージアムタワー京橋

　1952年来永く親しまれたブリヂストン美術館所在ビルの、
隣地一体建替による新築ビル。BCP対応強化や免震装置など
最先端のスペックを備えたのはもちろん、オフィスは斬新な
発想で機能性とワーク環境を追求し、それが特に基準階の圧
巻に高い天井・ペリメータに表現されている。背後で、各階バ
ルコニー、長い柱スパン、ばらつき無い照明、外調エアの床取
り入れ、自然換気、蓄煙計画による〝ルートC〟活用、時間ご
とに変化する太陽光を効果的に遮断する設計が施されたアル
ミ製ルーバー等の工夫に裏打ちされ、3面採光の無柱空間と
採光溢れるトイレ・給湯室含め、ワンフロア貸のポリシーの下
ながら、従来にない先進的なレイアウトが可能となるとのこと。
　更に「ソフト型特区貢献」として、2020年1月開館の低層部
「アーティゾン美術館」という唯一無二のコンテンツを核に、
地域で誰もが気軽に多彩な芸術文化に触れられるエリアマネ
ジメントを標榜、アートと文化が誰にも近い街「京橋彩区」と
して、今後の隣地（仮称）新TODAビル建築とあわせて連続
的に話題が提供される予定。すでに竣工後さまざまな「芸術
文化講座」が開催されて盛況と聞く。ht tps://w w w.
kyobashi-saiku.tokyo

■住友不動産新宿セントラルパークタワー
　先行完成した隣接街区「新宿セントラルパークシティ」と動
線や外構整備等連続する街並み形成が図られた一体的な街区
プラン。同タワーの用途の特徴は、高級賃貸マンション「ラ・
トゥールブランド」が併設されていること（1R～5LDK）。〝シ

ティ〟側にも850戸弱の同レジデンスがある昼間人口を強み
に、会議室、商業、サービス施設機能をエリアに提供している。
もちろんここでも同社ブランドの特長は、ハイクラスビルで標
準化されたテナントBCPへの備え（中間免震構造や停電時
バックアップ電源、中間層電気室等）の配慮に表れている。
＜参考＞災害時の無停電対応（共用部）

　　　　　　　　　　　　

■アーバンネット内幸町ビル
　建築面積約1,466㎡（敷地面積は約3,600㎡）とさほど用地
規模に恵まれているわけではない中で、1階は緑と街に解放感
にあふれた憩いのピロティを配し、オフィスは整形無柱、4面
採光の専用部空間約330坪を実現、1Fからの動線を分けた上
層階ホテルでは、オフィスワーカーやビル来訪者は各種ホテ
ルサービス、眺望の良いレストランやバー、会議室を利用する
ことができるなど、ビジネスを主とする様々なシーンをサ
ポートする体制が整う。オフィス階でも3層にわたりレンタル
オフィス事業者が入居する等、1棟に快適で知的生産性・事業
継続性を支援する多くの利便用途・機能がほしいままに巧み
に凝縮して収められた様にうかがわれた。

約 400 坪のオフィス階の基準階天井高は圧巻（4.2、システム天
井部 3.6、2.8m）

WeWork 渋谷スクランブルスクエアでの説明案内。世界的には”
路線変更”の必要も余儀なくされた同ブランドだが、国内におい
てはこれからも前向きに拡大展開していく方針も語られた。

法定点検時の無停電
対応（専有部）としても、
ビル内 2 系統送電によ
り照明・コンセント用
15VA/ ㎡、 空 調 用 7 
VA/㎡の電源供給が可
能。（通常時コンセン
ト容量の 1/4 程度。）



ビ ル キ ョ ウ サ ロ ンビ ル キ ョ ウ サ ロ ンビ ル キ ョ ウ サ ロ ン

　2020年4月より改正健康増進法（以下
「改正健増法」）、東京都受動喫煙防止条例
（以下「都条例」）が完全施行されます。
　「都条例」は「改正健増法」を一部上乗せ
横出しした条例となっております。「改正健
増法」では、学校や病院、行政機関などの
“第一種施設”は『敷地内禁煙で、基準を満
たした屋外喫煙場所の設置可』となりますが、
「都条例」では幼稚園から高等学校まで未成
年の生徒がいる学校施設では『屋外喫煙場
所設置不可』の努力義務となります。
　また、オフィスやホテルなどの“第二種施
設”は、「都条例」と「改正健増法」とも『原
則屋内禁煙で、喫煙室の設置可』となります。

東京都の飲食店は、「都条例」で、従業員が
いる場合は『原則屋内禁煙で、喫煙室の設置
可』となり、小規模店（個人または資本金5
千万円以下、かつ客室面積100㎡以下）かつ、
家族経営のように従業員がいない場合は、経
過措置として『喫煙可』を選択することが出
来ます。
　各施設において、条例で定められている喫
煙室の設置と標識の表示も義務付けられてい
ます。オフィスやホテル、集客施設等では「全
面禁煙」、「喫煙専用室」（※飲食不可）、「指
定たばこ（加熱式）専用喫煙室」（※飲食可）
のパターンが考えられます。屋内に喫煙でき
る場所がある場合は『喫煙できる場所の出入
口』、『施設の主な出入口』に『○○室あり』
という標識の両方を提示する必要があります。
また、喫煙できる場所の出入口には、当該場
所への20歳未満の立ち入りが禁止されている
ことも標識に記載しなければいけません。
　喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室には、
「技術的な基準」として、①喫煙室の出入口

を全開にして、室外から室内に流入する空気
の気流が0.2m/秒以上、②床面から天井まで
仕切られていること、③屋外に排気している
こと――が決められています。現在据え置き
型の空気清浄機のみを設置している場合は、
屋外に排気する設備が必要となります。また
排気設備があっても風速を満たしているかの
確認が必要となります。風速が満たせない場
合はのれんやカーテン等の設置により喫煙室
の開口面の面積を狭くする等の工夫で解決
できることもあります。
　 詳細については、東京都の相談窓口
（0570-069690）、厚生労働省のコールセ
ンター（03－5539-0303）までお問い合わ
せください。屋外や他県につきましては、自
治体毎に独自の喫煙ルールを定めている場
合がありますので、各自治体にお問い合わせ
ください。なお、当社ではたばこに関する疑
問を総合的に無償でサポートしております。
JT東京支社社会環境推進担当（03－6703－
0567）までお気軽にご相談下さい。

ビルキョウサロン（7月16日開催）

「受動喫煙防止に向けた法令が
   施行されます」

日本たばこ産業㈱

　当社は、オフィス街のランチ需要に着目し、
「屋台DELi」、「社食DELI」、「お弁当デリ」
の3つの事業をメインに展開しています。
　昼食を巡っては、オフィステナントやワー
カーの悩みとして「ビル内や周辺の飲食店の
値段が高い」、「飲食店やコンビニが混雑す

るので待つ時間がもったいない」等の声が寄
せられています。また、ビルオーナーやビル
管理会社からは「飲食テナントへ集客を図り
たい」、「飲食テナントを入れる区画はない
ものの、オフィステナントのワーカーへ食事
環境を用意したい」等の悩みが聞かれます。

ビルキョウサロン（10月15日開催）

「テナント満足度向上のご提案」
ワオ㈱

　まず、ビルの維持管理のうち、見えない部
分である給排水管の維持管理について、㈱富
士計器の「活水システムによる配管の保護・
延命」について紹介します。
　配管の更生方法として、①配管取替、②洗
浄ライニング法、③薬剤投入法、④脱気処理
法、⑤セラミック法、⑥磁気処理法―があり
ますが、当社の「活水システム」は永久磁石
（磁気処理法）と遠赤外線放射材（セラミッ
ク法）を、独自の特許技術によって組み合わ
せ、水が本来持っている「溶解力」「浸透
力」を向上させる活水器です。配管に活水シ
ステムを設置することで、配管内の錆や腐食、

物質の付着等を抑えます。
　具体的な特徴としては、100年で最大5%
の減磁というほぼ永久的な磁石を使用してい
るためメンテナンスが不要です。また、遠赤
外線放射材はブラックシリカという天然鉱石
を使用しており、素材が消滅しない限り、8
～14ミクロンの波長を出し続けて、効果が持
続します。一度処理された活性水の延命期間
は48時間、2日間は効果を維持します。
　活水システム設置に伴うコストダウン費用
をみると、設置すると約2倍の配管維持の効
果があり、仮に配管修繕で1,500万円の費用
がかかるとしたら活水システム設置により
3,000万円のコスト削減となります。また、
クーリングタワーに対するコスト試算による
と、活水システム設置前に年5カ月稼働・年2
回清掃だったものが、年5カ月稼働・年1回清
掃となり、清掃のための薬品費用と清掃費が
半減するといった効果が出てきます。
　続いて、三井ホームコンポーネント㈱から
非常用貯水機能付き給水管「マルチアクア」
について紹介します。
　ビル等の貯水設備をみると、完全に密封さ

れていないので空気中の浮遊物等が入り、水
質の維持管理が難しいという問題があります。
もともと水は無機質なので腐らないのですが、
水が腐るのは空気中の浮遊物が混入するか
らです。非常用にペットボトルを準備する
ケースもありますが、スペースや賞味期限の
管理などの課題があります。
　非常用貯水機能付き給水管「マルチアク
ア」は、貯水部がシリコンチューブ、内層管
が塩化ビニール管、それをステンレス管が覆
う“3層構造外層管”の筒状の貯水タンクで、
空気に触れない構造のため水の劣化を防ぎ
ます。また、水道管に直結して水を循環させ
ているので常に新鮮な水を貯水することがで
き、7日間飲料水としての品質を保持できま
す。マルチアクア1本あたり120ℓの貯水が
可能ですので、例えば6本パッケージの場合、
総給水量が720ℓになり、飲料水のみの場合
は3日間、80名分の水が確保できます。また、
衛生水併用の場合は、3日間で24名分となり
ます。
　問合せ先は、三井ホームコンポーネント㈱
施設開発部（03－3242－3134）まで。

ビルキョウサロン（10月15日開催）

「“活水システム”による
   配管の保護・延命」

㈱富士計器
「災害時のための
  “マルチアクア”の設置」

三井ホームコンポーネント㈱

　（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。
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　こういった悩みを解消するのが、当社の包
装食品販売サービスです。東京都では、弁当
類や惣菜類、乳製品等を販売する場合、食品
製造業等取締条例に基づく「食料品等販売
業」の許可が必要ですが、平成26年10月か
ら、食料品等販売業のうち、包装食品のみを
販売する場合、施設基準が一部緩和されまし
た。それに加え、販売店舗を設ける場所が所
定の条件（空調設備があるなど）を満たして
いると、さらに施設基準が緩和されることに
なりました。
　この都条例の緩和により、オフィスビルの
ロビー等の共有スペースでの包装食品（弁当
類）の販売が可能になりました。
　当社では、オフィスビルのロビーや企業内

等で「社食DELI」を展開しており、累計導入
実績は200社以上で、月当たり15万食のお
弁当を販売しています。事例を紹介すると、
8,000人のワーカーが働く「品川シーズンテ
ラス」の場合、テナントの飲食店だけでは
「混雑が激しく、昼食を取るのに時間がかか
る」などの事情があって当社に声がかかりま
した。2階の通路のスペースで1日当たり300
食を販売しているほか、テナントの企業内で
も社食として1日当たり100食の販売実績が
あります。
　当社の特徴を挙げると、日本三大臨床検
査センターである第三者機関の㈱LSIメディ
エンスの衛生検査を定期的に行っており、衛
生管理がしっかりしています。また、ランチ

タイムのみの営業で、何もないスペースに可
動式の机を設置し、お弁当を販売した後は元
の状態に戻すので、ビルのオーナーや管理会
社の手を煩わせません。さらに、保健所申請
などの手続きは全て当社で行いますので、導
入費や固定費もかかりません。
　このほか、フードコート型の「屋台DELi」を
首都圏の大型オフィスビルを中心に38店舗
展開しており、月当たりの販売実績は50万食
にのぼっています。今後は、お弁当を販売す
るだけでなく、イートインスペースを組み合
わせた「屋台DELi」の展開を検討しています。
新築のオフィスビルなどを視野に入れていま
すので、何かあれば当社（03－5414－
5085）までご連絡下さい。

　当社はNTT東日本のグループ会社で、ビ
ルの清掃・メンテナンス業務をはじめ、NTT
東日本が所有する土地・建物を利活用するア
セットプランニング、食堂運営、介護施設な
ど幅広い分野で事業展開しています。
　本日は、数多い事業の中からビルオーナー
の皆様に役立つ、オフィスビルのWi-Fi環境
を整備してビルの利便性を向上させるサー
ビスを紹介したいと思います。
　そのサービスとは、公衆無線LAN（Wi-
Fi）と自動販売機をパッケージにした「Wi-Fi
自動販売機」の設置です。自販機の設置だけ
をお願いするのではなく当社独自の付加価値
を付けた自販機を設置することで、ビル共用

部のWi-Fi環境が構築できるサービスです。
Wi-Fi環境の構築によって、クラウドカメラ
やデジタルサイネージなどのバリューアップ
サービスの展開が可能になるほか、災害時の
安否確認通信手段として見直されている
Wi-Fiの環境整備は、テナントの従業員や来
訪者の安心にもつながっていきます。どのよ
うな端末でも快適に使用でき、暗号化や端末
資源でセキュリティー面でも安全で、サポー
ト体制も充実しているという特徴があります
　具体的な仕組みは、Wi-Fi自動販売機導入
にあたって必要となる、①「光回線敷設費
用」などのイニシャルコスト、②「光回線費
用」や「IPS費用」、「Wi-Fiアンテナレンタル
費用」、「自販機の電気代」といったランニ
ングコスト―について、自販機の飲料収入
を原資としてまかなうというものです。ビル
オーナー様の費用負担をゼロにするという仕
組みですが、自販機の設置条件があります。
　まず、自販機と無線アクセスポイントを設
置するスペースを提供いただくことです。ま

た、設置基準となる自販機の販売本数の目安
ですが、在館人数が30人の中小オフィスビ
ルの場合、20日営業日で月当たり販売本数
は300本になります。当社では、長い間自販
機事業に携わっているので自販機ベンダーと
取引があり、テナントの業種や年齢層などを
勘案した提案ができますので、お問い合わせ
ください。飲料の販売本数によっては、防犯
対策等に活用できるネットワークカメラの設
置や映像の配信、防災備蓄品の備蓄（自販機
とともに設置する空き缶・ペットボトル入れ
の上部に設置するスペースを活用）などのオ
プションも用意しています。
　約5～6年前から事業展開していて現在の
設置台数は全国で約500台にのぼっています。
オフィスビルだけでなく、公共施設や商業施
設、宿泊施設等への設置も進んでいます。
　詳細や問い合わせについては、当社営業企
画部（03-3350-7253、tw-business@
telwel-east.co.jp）まで。

ビルキョウサロン（12月19日開催）

「自動販売機を活用した共用部の
  Wi-Fi環境整備について」

テルウェル東日本㈱
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