
（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26年公示価格 平成27年公示価格 変動率

円／㎡ 円／㎡ ％

1 中央５－２２ 東京都 中央区銀座４丁目２番４ 29,600,000 33,800,000     14.2
『銀座４－５－６』
（山野楽器銀座本店）

2 中央５－２３ 東京都 中央区銀座７丁目１番２外 21,400,000 24,300,000     13.6
『銀座７－９－１９』
（ＺＡＲＡ）

3 中央５－２９ 東京都 中央区銀座２丁目２番１９外 21,500,000 24,300,000     13.0
『銀座２－６－７』
（明治屋銀座ビル）

4 中央５－２ 東京都 中央区銀座６丁目４番１３外 13,900,000 15,700,000     12.9
『銀座６－８－３』
（銀座尾張町ＴＯＷＥＲ）

5 中央５－４１ 東京都 中央区銀座５丁目１０１番１外 26,100,000 29,400,000     12.6
『銀座５－３－１』
（銀座ソニービル）

6 中央５－１８ 東京都 中央区銀座４丁目１０３番１外 16,100,000 18,000,000     11.8
『銀座４－２－１５』
（塚本素山ビルディング）

7 中央５－４ 東京都 中央区銀座３丁目３番１ 8,480,000 9,420,000     11.1
『銀座３－７－１』
（Ｇ３－ＴＣビル）

8 港５－１０ 東京都 港区高輪２丁目１番９ 1,910,000 2,120,000     11.0
『高輪２－１９－１９』

9 新宿５－２４ 東京都 新宿区新宿３丁目３０番１３外 19,900,000 22,000,000     10.6
『新宿３－３０－１１』
（新宿高野第二ビル）

10 中央５－２７ 東京都 中央区銀座２丁目１０３番６ 2,990,000 3,300,000     10.4
『銀座２－３－１８』
（銀座高孝ビル）

(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26年公示価格 平成27年公示価格 変動率

円／㎡ 円／㎡ ％

1 大阪中央５－２ 大阪府 大阪市中央区宗右衛門町４６番１外 6,300,000 7,010,000     11.3
『宗右衛門町７－２』
（Ｌｕｚ（ラズ）心斎橋）

2 大阪中央５－２３ 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋２丁目３９番１ 5,150,000 5,700,000     10.7
『心斎橋筋２－８－５』
（ヤマハ心斎橋店）

3 大阪北５－２８ 大阪府 大阪市北区大深町２０７番外 9,150,000 10,100,000     10.4
『大深町４－２０』
（グランフロント大阪南館（タワーＡ））

4 大阪中央５－１９ 大阪府 大阪市中央区道頓堀１丁目３７番外 1,840,000 2,020,000     9.8
『道頓堀１－６－１０』
（づぼらや）

5 大阪北５－１５ 大阪府 大阪市北区大淀南１丁目９番６ 582,000 635,000     9.1
『大淀南１－１０－９』
（ビジレンビル）

6 大阪北５－１６ 大阪府 大阪市北区茶屋町２０番１７ 1,780,000 1,930,000     8.4
『茶屋町１２－６』
（エスパシオン梅田ビル）

7 大阪北５－１０ 大阪府 大阪市北区万歳町５２番３ 832,000 900,000     8.2
『万歳町３－１６』
（ＵＣＣ近畿支社）

8 大阪北５－１２ 大阪府 大阪市北区野崎町３９番外 750,000 811,000     8.1
『野崎町９－１３』
（梅田扇町通ビル）

9 大阪北５－４ 大阪府 大阪市北区堂島２丁目３１番３ 668,000 721,000     7.9
『堂島２－３－２』
（堂北ビル）

10 大阪北５－１３ 大阪府 大阪市北区芝田１丁目４７番１外 1,770,000 1,910,000     7.9
『芝田１－４－１４』
（芝田町ビル）
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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26年公示価格 平成27年公示価格 変動率
円／㎡ 円／㎡ ％

1 名古屋中村５－１１ 愛知県 名古屋市中村区椿町１５０１番外 1,960,000 2,290,000 16.8
『椿町１５－２』
（ミタニビル）

2 名古屋中村５－１ 愛知県 名古屋市中村区名駅４丁目６０１番 5,560,000 6,250,000 12.4
『名駅４－６－２３』
（第三堀内ビル）

3 名古屋中村５－２ 愛知県 名古屋市中村区名駅１丁目２００２番 7,450,000 8,350,000     12.1
『名駅１－２－２』
（名古屋近鉄ビル）

4 名古屋中村５－２１ 愛知県 名古屋市中村区名駅南１丁目２４０１番外 4,100,000 4,540,000     10.7
『名駅南１－２４－３０』
（名古屋三井ビルディング本館）

5 名古屋中村５－１４ 愛知県 名古屋市中村区名駅３丁目２３１１番外 3,320,000 3,660,000     10.2
『名駅３－２３－１３』
（ロイヤルパークホテルザ名古屋）

6 名古屋中村５－２８ 愛知県 名古屋市中村区名駅３丁目４０５番 715,000 787,000     10.1
『名駅３－４－８』
（市川ビル）

7 名古屋中村５－６ 愛知県 名古屋市中村区名駅２丁目４１０３番外 1,160,000 1,260,000     8.6
『名駅２－４１－５』
（ＣＫ２０名駅前ビル）

8 名古屋中村５－２２ 愛知県 名古屋市中村区名駅２丁目３６０３番 1,050,000 1,140,000     8.6
『名駅２－３６－１０』
（松岡第二ビル）

9 名東５－４ 愛知県 名古屋市名東区上社１丁目６１２番 232,000 250,000     7.8

（フロント上社ビル）
10 名古屋中村５－１５ 愛知県 名古屋市中村区名駅４丁目２４０５番 2,650,000 2,850,000     7.5

『名駅４－２４－８』
（ＥＭＥ名古屋ビル）

(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26年公示価格 平成27年公示価格 変動率
円／㎡ 円／㎡ ％

1 金沢５－１３ 石川県 金沢市広岡１丁目１１２番外 293,000 343,000 17.1
『広岡１－１－１８』
（伊藤忠金沢ビル）

2 広島中５－２ 広島県 広島市中区堀川町６番１４外 1,820,000 2,060,000 13.2
『堀川町６－１４』
（ａｑｕａｇｉｒｌ）

3 広島東５－１ 広島県 広島市東区光町２丁目８番１７ 343,000 386,000     12.5
『光町２－８－３０』
（フタバビル）

4 宮城野５－８ 宮城県 仙台市宮城野区榴岡４丁目５番１３外 450,000 502,000     11.6
『榴岡４－５－２２』
（宮城野センタービル）

5 宮城野５－１ 宮城県 仙台市宮城野区榴岡５丁目１番８ 175,000 195,000     11.4
『榴岡５－１－１７』
（シンシア・シティ榴岡）

6 博多５－１ 福岡県 福岡市博多区博多駅前３丁目４６番２外 2,710,000 2,990,000     10.3
『博多駅前３－２－１』
（日本生命博多駅前ビル）

7 広島東５－４ 広島県 広島市東区東蟹屋町８４番２５ 221,000 243,000     10.0

8 博多５－６ 福岡県 福岡市博多区博多駅前２丁目１７２番外 1,410,000 1,540,000     9.2

9 仙台青葉５－１５ 宮城県 仙台市青葉区大町２丁目７番１５ 240,000 262,000     9.2
『大町２－７－２０』
（大町パークマンション）

10 石巻５－５ 宮城県 石巻市立町１丁目８７番１ 30,000 32,700     9.0
『立町１－２－１９』
（京呉服さかぶん）

（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。
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