
ﾋﾞﾙ名称 所在地 最寄駅 ﾌﾛｱ 面積 入居時期 備考 担当者竣工 連絡先℡

※尚、事情によりご希望に添えない場合もございますので、予めご了承願います。

(坪)(㎡)

【１Ｆ等リテール向け募集情報】

日本生命 テナント募集ビル一覧（2023年5月第4週号）

東北（仙台市を除く）●
秋田アトリオン 秋田市　　　　　　　

中通2丁目3番8号
　　　　　　

中野
（大星）

大星ﾋﾞﾙ管理　北東北（事）
080-5900-4299

1989 JR秋田から5分

←バーチャル内覧はこちら

1 64.81 即入居可 店舗・事務所可20

78.87 2023.7 店舗・事務所可24B1

61.88 2023.7 店舗・事務所可19B1

東京都（千代田区・中央区）●
聖路加タワー 中央区　　　　　　　

明石町8番1号
　　　　　　　　

藤本
（大星）

大星ﾋﾞﾙ管理
090-5438-2991
03-3215-4122

1994 地下鉄築地から7分

←バーチャル内覧はこちら

1 130.63 即入居可 定借契約
飲食

40

1 92.20 2024.2 定借契約
物販・サービス店舗

28

東京都（新宿区・渋谷区）●
エステック情報 新宿区　　　　　　　

西新宿1丁目24番1号
　　　　

住原
松本

（大星）

大星ﾋﾞﾙ管理
080-5012-2895
070-7600-4420
03-3215-4122

1992 JR新宿から5分 484.79 ご相談 定借契約
飲食

147B2

274.56 ご相談 定借契約
飲食

83B2

新宿ＮＳ 新宿区　　　　　　　
西新宿2丁目4番1号
　　　　　

吉田
松木

（大星）

大星ﾋﾞﾙ管理
070-8703-0028
03-3215-4122

1982 JR新宿から7分、
都営線都庁前から3分

←バーチャル内覧はこちら

29 211.06 即入居可 定借契約
飲食

64

29 105.69 即入居可 定借契約
飲食

32

4 340.21 即入居可 定借契約
クリニック優先

103

4 128.57 即入居可 定借契約
クリニック優先

39

1 87.67 即入居可 定借契約
飲食店舗

27

1 44.24 即入居可 定借契約
飲食店舗

13

1 41.03 即入居可 定借契約
事務所（ｽｹﾙﾄﾝ）

12

東京都（品川区・大田区）●
アロマスクエア 大田区　　　　　　　

蒲田5丁目37番1号
　　　　　　　　

井出
（大星）

大星ﾋﾞﾙ管理
070-8703-0058
03-3215-4122

1998 JR蒲田から2分

←バーチャル内覧はこちら

1 100.31 ご相談 定借契約
飲食
65.24㎡と統合可

30

1 65.24 即入居可 定借契約
飲食
100.31㎡と統合可

20

特集① -1-

①賃料はご相談に応じます。

②備考欄に記載の用途について、詳細はご相談となります。

③バーチャル内覧は、撮影時期により現在の募集区画と異なる場合がございます。
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東京都（文京区・豊島区・北区）●
文京ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ ｲｰｽﾄ 文京区　　　　　　　

本駒込2丁目28番10号
　　　

松本
（大星）

大星ﾋﾞﾙ管理
070-7600-4420
03-3215-4122

1998 都営線千石から3分

←バーチャル内覧はこちら

1 38.15 2024.1頃 定借契約、飲食不可
その他用途はご相談
（倉庫14.63㎡との
セット貸）

12

1 31.72 即入居可 定借契約、飲食不可
その他用途はご相談

10

神奈川県（横浜・川崎を除く）●
平塚ＭＮ（商業棟） 平塚市　　　　　　　

宝町3番1号
　　　　　　　　　

梅田
（大星）

大星ﾋﾞﾙ管理
070-7600-4421
03-3215-4122

1988 JR平塚から1分 2 189.31 即入居可 ｽｹﾙﾄﾝ貸、定借契約
187.50㎡と統合可

57

2 187.50 即入居可 ｽｹﾙﾄﾝ貸、定借契約
189.31㎡と統合可

57

2 41.17 即入居可 ｽｹﾙﾄﾝ貸、定借契約12

甲信越（新潟・長野・山梨）●
【新築】
新潟

新潟市中央区　　　　　　
東大通2丁目4番10号　

阿部
（大星）

大星ﾋﾞﾙ管理
070-2199-0946
03-3215-4122

2022 JR新潟から5分

←バーチャル内覧はこちら

1 143.09 即入居可 事務所
店舗・飲食可

43

大阪市（新大阪周辺）●
新大阪 大阪市淀川区

宮原3丁目4番30号
長谷川
（星光）

星光ﾋﾞﾙ管理
080-7608-5389

2001 地下鉄新大阪
から2分

←バーチャル内覧はこちら

2 239.50 即入居可 定借契約
飲食店舗

72

2 100.47 即入居可 定借契約
飲食店舗、ｽｹﾙﾄﾝ貸

30

大阪市（梅田・中之島周辺）●
堂島アバンザ 大阪市北区　　　　　

堂島1丁目6番20号
　　　　　　　

長谷川
（星光）

星光ﾋﾞﾙ管理
080-7608-5389

1999 JR大阪から5分、
地下鉄西梅田から4分

←バーチャル内覧はこちら

47.87 即入居可 定借契約
店舗、ｽｹﾙﾄﾝ貸

14B1

39.58 即入居可 定借契約
飲食店舗

12B1

神戸市●
三宮 神戸市中央区　　　　

加納町4丁目4番17号
　　　　

小山
（星光）

星光ﾋﾞﾙ管理
090-3869-9470

1997 JR三ノ宮から1分

←バーチャル内覧はこちら

1 55.82 即入居可17

三宮駅前 神戸市中央区　　　　
小野柄通7丁目1番1号
　　　　

小山
（星光）

星光ﾋﾞﾙ管理
090-3869-9470

1984 阪神神戸三宮から1分、
JR三ノ宮から3分

←バーチャル内覧はこちら

1 45.84 即入居可14

神戸クリスタルタワー 神戸市中央区　　　　
東川崎町1丁目1番3号
　　　　

小山
（星光）

星光ﾋﾞﾙ管理
090-3869-9470

1993 JR神戸から2分 44.33 即入居可13B1

39.11 即入居可12B1
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北九州市・久留米市●
小倉堺町 北九州市小倉北区　　

堺町1丁目3番15号
　　　　　

大和
（星光）

星光ﾋﾞﾙ管理九州営業本部
092-481-2492
070-3174-7013

1983 JR小倉から8分

←バーチャル内覧はこちら

1 296.09 ご相談90

長崎県・佐賀県●
佐賀駅前 佐賀市　　　　　　　

駅前中央1丁目
14番40号　　

谷口
（星光）

星光ﾋﾞﾙ管理九州営業本部
092-481-2492
090-1140-4288

1989 JR佐賀から1分

←バーチャル内覧はこちら

1 79.45 2023.724
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