
（３）商業地の変動率上位順位表（圏域別）

(価格：円／㎡、変動率：％）

順位 標 準 地 番 号 都道府県 標 準 地 の 所 在 地 平成30年公示価格 平成31年公示価格 変動率

円／㎡ 円／㎡ ％

1 台東５－４ 東京都 台東区浅草１丁目１６番１４外 2,770,000 3,730,000 34.7
『浅草１－１－２』
（弘隆ビル）

2 台東５－２８ 東京都 台東区浅草２丁目５２番１１ 849,000 1,060,000 24.9
『浅草２－３４－１１』
（二天門浅草ビル）

3 台東５－５ 東京都 台東区西浅草２丁目６６番２ 1,090,000 1,360,000 24.8
『西浅草２－１３－１０』
（蔵田フラッツ西浅）

4 市川５－４ 千葉県 市川市八幡２丁目１３１番２ 1,250,000 1,500,000 20.0
『八幡２－１６－６』
（内田ビル）

5 新宿５－９ 東京都 新宿区西新宿２丁目６番 10,200,000 12,200,000 19.6
『西新宿２－６－１』
（新宿住友ビルディング）

6 船橋５－１ 千葉県 船橋市本町４丁目１１７８番２３外 1,300,000 1,550,000 19.2
『本町４－３－２０』
（モリウチビル）

7 浦安５－２ 千葉県 浦安市美浜１丁目６番４ 650,000 770,000 18.5
『美浜１－８－１』
（ＯＬＣ新浦安ビル）

8 江東５－１７ 東京都 江東区豊洲３丁目１番５４ 1,500,000 1,730,000 15.3
『豊洲３－２－２４』
（豊洲フォレシア）

9 渋谷５－１２ 東京都 渋谷区道玄坂２丁目２１３番 12,500,000 14,400,000 15.2
『道玄坂２－２９－１９』
（関口ビル）

10 神奈川５－１１ 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町２丁目２４番１ 1,910,000 2,200,000 15.2

（谷川ビルディング）

(価格：円／㎡、変動率：％）

順位 標 準 地 番 号 都道府県 標 準 地 の 所 在 地 平成30年公示価格 平成31年公示価格 変動率

円／㎡ 円／㎡ ％

1 大阪中央５－２４ 大阪府 大阪市中央区日本橋１丁目１６番４外 831,000 1,200,000 44.4
『日本橋１－２１－６』

2 大阪北５－１６ 大阪府 大阪市北区茶屋町２０番１７ 4,030,000 5,810,000 44.2
『茶屋町１２－６』
（エスパシオン梅田ビル）

3 東山５－７ 京都府 京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側２７７番 1,950,000 2,800,000 43.6

（豊田愛山堂）
4 大阪北５－１３ 大阪府 大阪市北区芝田１丁目４７番１外 3,150,000 4,500,000 42.9

『芝田１－４－１４』
（芝田町ビル）

5 下京５－１７ 京都府 京都市下京区七条通間之町東入材木町４８１番 590,000 823,000 39.5

（プルミエール生島）
6 東山５－９ 京都府 京都市東山区三条通大橋東入三町目３５番７外 690,000 959,000 39.0

（ＧＯＺＡＮ　ＨＯＴＥＬ）
7 淀川５－８ 大阪府 大阪市淀川区宮原３丁目５番７外 1,230,000 1,700,000 38.2

『宮原３－５－２４』
（新大阪第一生命ビル）

8 東山５－６ 京都府 京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋１丁目２１６番 805,000 1,100,000 36.6

（日宝リバーサイドビル）
9 吹田５－２ 大阪府 吹田市豊津町１４番１０ 1,190,000 1,620,000 36.1

『豊津町１４－１０』
（丸萬ビル）

10 東山５－５ 京都府 京都市東山区清水５丁目１３０番７ 500,000 678,000 35.6

（（株）村上幸）

東　　京　　圏　・　商　　業　　地
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(価格：円／㎡、変動率：％）

順位 標 準 地 番 号 都道府県 標 準 地 の 所 在 地 平成30年公示価格 平成31年公示価格 変動率
円／㎡ 円／㎡ ％

1 名古屋中５－７ 愛知県 名古屋市中区錦２丁目１１２９番１外 900,000 1,170,000 30.0
『錦２－１１－３１』
（株式会社大善新館）

2 名古屋中５－３３ 愛知県 名古屋市中区錦１丁目６１５番外 876,000 1,130,000 29.0
『錦１－６－１７』
（オリジン錦）

3 名古屋東５－１１ 愛知県 名古屋市東区泉１丁目２３０４番 1,560,000 2,000,000 28.2
『泉１－２３－２２』
（トヨタホーム栄ビル）

4 名古屋中５－３２ 愛知県 名古屋市中区大須２丁目１６０８番 900,000 1,150,000 27.8
『大須２－１６－１４』
（シティコーポ大須）

5 名古屋中５－２１ 愛知県 名古屋市中区錦２丁目１９０１番 2,400,000 3,050,000 27.1
『錦２－１９－１』
（名古屋鴻池ビルディング）

6 名古屋中５－３ 愛知県 名古屋市中区栄３丁目２５０２番２ 1,220,000 1,550,000 27.0
『栄３－２５－４１』
（エフジー栄３丁目ビル）

7 名古屋中５－１９ 愛知県 名古屋市中区大須３丁目３１０２番外 945,000 1,200,000 27.0
『大須３－３１－１』
（ゲオ名古屋大須店）

8 名古屋中５－３５ 愛知県 名古屋市中区丸の内２丁目１４０３番１外 780,000 990,000 26.9
『丸の内２－１４－４』
（エグゼ丸の内）

9 名古屋中５－２０ 愛知県 名古屋市中区丸の内２丁目１８２２番 1,800,000 2,280,000 26.7
『丸の内２－１８－２２』
（三博ビル）

10 名古屋中５－２２ 愛知県 名古屋市中区栄１丁目１２１４番外 1,150,000 1,450,000 26.1
『栄１－１２－１５』
（西川毛織株式会社）

(価格：円／㎡、変動率：％）

順位 標 準 地 番 号 都道府県 標 準 地 の 所 在 地 平成30年公示価格 平成31年公示価格 変動率
円／㎡ 円／㎡ ％

1 倶知安５－１ 北海道 虻田郡倶知安町南１条西１丁目４０番１外 40,000 63,500 58.8

（三井生命）
2 那覇５－１５ 沖縄県 那覇市前島３丁目１番８外 323,000 460,000 42.4

『前島３－１－１５』
（大同生命ビル）

3 那覇５－１４ 沖縄県 那覇市久茂地３丁目１番１ 1,010,000 1,400,000 38.6
『久茂地３－１－１』
（日本生命那覇ビル）

4 那覇５－１８ 沖縄県 那覇市安里１丁目４６９番５ 501,000 660,000 31.7
『安里１－１－５９』
（炭火焼肉くんち家）

5 那覇５－１３ 沖縄県 那覇市おもろまち４丁目１６番２ 358,000 465,000 29.9
『おもろまち４－１６－５』
（サンライズＧＩＮＯＺＡ）

6 博多５－１６ 福岡県 福岡市博多区博多駅前４丁目１０２番外 548,000 688,000 25.5
『博多駅前４－２０－１６』
（第一白水ビル）

7 札幌中央５－２１ 北海道 札幌市中央区南６条西３丁目６番３１ 424,000 530,000 25.0

（ジョイフルさっぽろ）
7 札幌中央５－２３ 北海道 札幌市中央区北２条東１丁目２番１外 460,000 575,000 25.0

（プラチナ札幌ビル）
7 姫路５－１５ 兵庫県 姫路市駅前町２５２番 1,200,000 1,500,000 25.0

（姫路北口ビル）
10 福岡中央５－２０ 福岡県 福岡市中央区天神４丁目３８番 873,000 1,070,000 22.6

『天神４－２－３４』
（ＯＨＫＥＮビル）
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（注）『　』書きは住居表示
      同じ変動率で順位が異なるのは、小数点第２位以下の四捨五入によるもの。


