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オフィス立地ブランドMAP を一挙公開！ 
～ 都心５０エリアを８タイプに分けて分析 ～ 

【調査概要】 

2015年11月9日 
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 不動産関連企業へのコンサルティングを行うディー・サイン不動産研究所（本社：東京都中央
区 所長：吉崎誠二）は、１都３県在住、東京23区内に勤務している2,000名を対象に実施した
WEBアンケート形式による「オフィス立地ブランド調査2015」を実施しました。集計後、全50エ
リアをイメージ全体像の傾向が類似する8タイプに分類し、マッピングした結果を「オフィス立
地ブランドMAP」にまとめましたので、以下概要をご報告します。調査実施時期は2015年6月、調
査対象エリアは都内50ヵ所。有効回答者数は2,000名。 

 都内50エリアについての多方面からのイメージ調査データを基に、８つのタイプにクラスター分析により
分類しました。各タイプの配置を地図上にまとめた結果は以下の通りです。※詳細次ページ参照。 

 皇居周辺を見ると『老舗タイプ』が大部分に分布しているのが分かります。しかし、その中でも『羨望
タイプ・高バランスタイプ』として突出している「丸の内」「銀座」「日本橋」が一部分布しており、こ
のエリアの特殊性を把握することができます。 
 一方で、「丸の内」以外の『羨望タイプ』は渋谷東側に集中しており、一定の幅でこのエリアの特徴と
して捉えることが出来そうです。 
 『親密タイプ』『活動タイプ』『新興タイプ』は皇居からやや離れた場所が多いながら交通のハブとな
るエリアであり、それぞれの特色が出ていると言えます。 

画像のダウンロードはこちらから（http:～） 



①高バランスタイプ ②羨望タイプ ③親密タイプ ④下町タイプ 

長期に渡って一等地として認
知され続けているエリアであ
る。 

羨望性の極めて高いエリアが
所属している。 

利便性の良さと憩いの場が共
存しているエリアが所属して
いる。 

歴史や文化が感じられ、気持
ちが安らぐエリアが所属して
いる。 

銀座、日本橋 丸の内、表参道、外苑前・青
山一丁目、六本木、広尾・西
麻布 

日比谷・有楽町、恵比寿、新
宿三丁目・新宿御苑、上野 

飯田橋・神楽坂、御茶ノ水・
神保町、九段下、人形町・小
伝馬町、芝公園 

⑤老舗タイプ ⑥活動タイプ ⑦新興タイプ ⑧平凡タイプ 

ビジネス街としての認知度が
高いエリアが所属している。 

活動的で移動の便利さが際立
つエリアが所属している。 

近年開発が進み、街のイメー
ジ構築途上のエリアが所属し
ている。 

特徴の少ないエリアが分類さ
れている。 

大手町、赤坂・溜池山王、京
橋、東銀座・築地、虎ノ門、
永田町・赤坂見附、神田、
霞ヶ関、麹町・半蔵門、茅場
町・八丁堀 

渋谷、原宿・神宮前、秋葉原、
池袋東口、池袋西口、台場 

汐留、六本木一丁目、豊洲、 
天王洲 

八重洲、品川、新橋・内幸町、
西新宿、目黒、水道橋・後楽
園、四ツ谷・市ヶ谷、代々木、
浜松町・大門、田町、神谷町、
大崎、五反田、錦糸町 
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■24のイメージワードと５つのイメージファクター 
 各エリアに該当すると思うイメージワードをそれぞれ回答（複数選択可)。 

レーダーチャート 
青実線：タイプ傾向 
赤点線：全エリア平均 

：偏差値55以上60未満 

：偏差値60以上 

：偏差値40超45以下 

：偏差値40以下 

■イメージタイプ分類 
 全体データをもとにクラスター分析を行い、イメージ全体像の傾向が類似する8タイプに分類。 

【イメージ調査内容紹介】 
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リラックス

■エリアイメージの視覚化 

 各エリアのイメージについて、回答傾向を偏差値化して表記。 
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「オフィス立地ブランド調査2015」では全50エリアの全体感だけでなく、各エリアそれぞれに対して、 
 ・ 性別 
 ・ 年代別 
 ・ 業種別 
 ・ 職種別    
などの詳細調査結果データを提供しております。詳しくはディー・サイン不動産研究所までお願いいたしま
す。以下、オフィス立地ブランドランキング１位の「丸の内」エリアのデータを一部ご紹介します。 

【その他提供データ概要】 
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ディー・サイン不動産研究所について 
ディー・サイン不動産研究所は、不動産関連事業を営んでいる企業に対して、経営戦略立案から業務コンサルティング、さらには、CRE戦略、
マーティングツール、調査レポートの提供などを通して、クライアントの企業発展のサポートを行っております。 
《本件に関するお問い合わせ》 
担当：田村、黒山 
〒104-0031 東京都中央区京橋3-3-11 京橋サウス2階 
TEL:03-3243-2500 mail : labo-info@design-inc.co.jp URL：http://design-inc.co.jp/real_estate/rei_blog 

セミナー開催のお知らせ 
 
2015年11月12日(木)に東京ビッグサイトで開催される「第17回不動産ソリューションフェア2015」におい
て、オフィス立地ブランド調査の詳細を解説いたします。 
 
■セミナー内容 
-最近のオフィス動向について 
-オフィス立地ブランドを知る重要性 
-エリア魅力度ランキングの考察 
-エリア魅力度と賃料の相関関係についての分析結果 
-オフィス立地ブランドMAPについての解説 
 ※講演内容は変更になる場合がございます。 
 
■セミナー詳細 
セミナー名：「調査結果から読み取るオフィス立地ブランドの最新状況2015」 
講師：チーフリサーチャー 田村英彦 
日時：11月12日(木) 11:20～ 
場所：東京ビッグサイト（西4ホール）セミナーD会場 
《詳しくは以下を参照》 
「第17回不動産ソリューションフェア」公式HP（http://www.biru-mall.com/fair2015.html） 

魅力度（働く）： 1位 イメージタイプ： 羨望タイプ 賃料相場： Ｓ

【魅力度】 ※％はTOP２BOXの合計 【イメージ全体像】 【イメージ構成項目 TOP５】

(％) (％)

順位 順位 順位

1 8 37 23.8 20.3 20.1 17.5 17.4

7.4 7.5 11.1 10.2 5.9

イメージ構成項目（％）
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％　 ％　 ％　

丸の内 37.0 36.8 10.7 丸の内

全エリア平均 20.2 26.3 13.9 全エリア平均 50.0

58.0 68.0 59.6
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■丸の内 エリア詳細データ 

※１賃料相場 
  エリアの賃料を坪あたりの金額ごとに４つに大きく分類。S:4万円～/坪、A:3～4万円/坪、B:2.5～3万円/坪、C:～2.5万円/坪。 

※１ 

▲不動産ソリューションフェア2014セミナー風景 
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