
（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25年公示価格 平成26年公示価格 変動率

円／㎡ 円／㎡ ％

1 幸５－２ 神奈川県 川崎市幸区大宮町１４番５ 845,000 942,000     11.5

（尊昌ビル）
2 中原５－２ 神奈川県 川崎市中原区小杉町３丁目４４１番２９ 1,050,000 1,170,000     11.4

（カハラ小杉駅前ビル）
3 川崎５－１６ 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町１１番１外 2,640,000 2,920,000     10.6

（パシフィックマークス川崎）
4 新宿５－２４ 東京都 新宿区新宿３丁目３０番１３外 18,100,000 19,900,000     9.9

『新宿３－３０－１１』
（新宿高野第二ビル）

5 中央５－２２ 東京都 中央区銀座４丁目２番４ 27,000,000 29,600,000     9.6
『銀座４－５－６』
（山野楽器銀座本店）

6 新宿５－３５ 東京都 新宿区新宿３丁目８０７番１ 19,100,000 20,900,000     9.4
『新宿３－２４－１』
（三井住友銀行新宿ビル）

7 中央５－４１ 東京都 中央区銀座５丁目１０１番１外 23,900,000 26,100,000     9.2
『銀座５－３－１』
（銀座ソニービル）

8 中央５－２３ 東京都 中央区銀座７丁目１番２外 19,600,000 21,400,000     9.2
『銀座７－９－１９』
（ＺＡＲＡ）

9 中央５－２９ 東京都 中央区銀座２丁目２番１９外 19,700,000 21,500,000     9.1
『銀座２－６－７』
（明治屋銀座ビル）

10 中央５－１８ 東京都 中央区銀座４丁目１０３番１外 14,800,000 16,100,000     8.8
『銀座４－２－１５』
（塚本素山ビル）

(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25年公示価格 平成26年公示価格 変動率

円／㎡ 円／㎡ ％

1 大阪福島５－３ 大阪府 大阪市福島区福島６丁目２０番２ 425,000 472,000     11.1
『福島６－２０－２』
（チェリーヒルビルパート２）

2 大阪中央５－３ 大阪府 大阪市中央区瓦町２丁目２８番１外 750,000 830,000     10.7
『瓦町２－６－９』
（大織健保会館）

3 大阪中央５－３８ 大阪府 大阪市中央区安堂寺町２丁目１６番 541,000 598,000     10.5
『安堂寺町２－２－８』
（フォレストリバービル）

4 大阪北５－１２ 大阪府 大阪市北区野崎町３９番外 680,000 750,000     10.3
『野崎町９－１３』
（梅田扇町通ビル）

5 大阪北５－１５ 大阪府 大阪市北区大淀南１丁目９番６ 528,000 582,000     10.2
『大淀南１－１０－９』
（ビジレンビル）

6 大阪中央５－１６ 大阪府 大阪市中央区谷町６丁目３０番１外 548,000 603,000     10.0
『谷町６－４－３』
（株式会社日建技術コンサルタント）

7 大阪西５－１６ 大阪府 大阪市西区北堀江２丁目１８番２外 619,000 681,000     10.0
『北堀江２－４－４』
（ＵＲＢＡＮ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ）

8 吹田５－２ 大阪府 吹田市豊津町１４番１０ 790,000 868,000     9.9
『豊津町１４－１０』
（丸萬ビル）

9 阿倍野５－１ 大阪府 大阪市阿倍野区昭和町２丁目１番４ 427,000 467,000     9.4
『昭和町２－１－１』
（ウォブ・レマーニー昭和町）

10 大阪西５－１４ 大阪府 大阪市西区江戸堀２丁目１５番外 763,000 832,000     9.0
『江戸堀２－２－１』
（アズワン別館）
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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25年公示価格 平成26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 1,750,000 1,960,000 12.0
『椿町１５－２』
（ミタニビル）

2 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 3,000,000 3,320,000 10.7
『名駅３－２３－１３』
（ロイヤルパークホテルザ名古屋）

3 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 3,720,000 4,100,000     10.2
『名駅南１－２４－３０』
（名古屋三井ビルディング本館）

4 名古屋中村５－１ 愛知県 名古屋市中村区名駅４丁目６０１番 5,050,000 5,560,000     10.1
『名駅４－６－２３』
（第三堀内ビル）

5 名古屋中５－２０ 愛知県 名古屋市中区丸の内２丁目１８２２番 1,150,000 1,260,000     9.6
『丸の内２－１８－２２』
（三博ビル）

6 名古屋中村５－２ 愛知県 名古屋市中村区名駅１丁目２００２番 6,800,000 7,450,000     9.6
『名駅１－２－２』
（名古屋近鉄ビル）

7 名古屋中村５－１５ 愛知県 名古屋市中村区名駅４丁目２４０５番 2,420,000 2,650,000     9.5
『名駅４－２４－８』
（ＥＭＥ名古屋ビル）

8 名古屋中５－４ 愛知県 名古屋市中区金山４丁目６１５番 1,070,000 1,170,000     9.3
『金山４－６－２７』
（金山共同ビル）

9 名古屋東５－６ 愛知県 名古屋市東区葵１丁目１６０９番外 435,000 475,000     9.2
『葵１－１６－３１』
（サンコート新栄）

10 名古屋中５－６ 愛知県 名古屋市中区丸の内３丁目２０１２番外 1,790,000 1,950,000     8.9
『丸の内３－２０－１７』
（中外東京海上ビルディング）

(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25年公示価格 平成26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 263,000 293,000 11.4
『広岡１－１－１８』
（伊藤忠金沢ビル）

2 博多５－１ 福岡県 福岡市博多区博多駅前３丁目４６番２外 2,460,000 2,710,000 10.2
『博多駅前３－２－１』
（日本生命博多駅前ビル）

3 大船渡５－１ 岩手県 大船渡市盛町字木町３番４ 39,700 43,500     9.6

（伊藤住宅）
4 広島東５－１ 広島県 広島市東区光町２丁目８番１７ 314,000 343,000     9.2

『光町２－８－３０』
（フタバビル）

5 宮城野５－８ 宮城県 仙台市宮城野区榴岡４丁目５番１３外 413,000 450,000     9.0
『榴岡４－５－２２』
（宮城野センタービル）

6 大津５－１１ 滋賀県 大津市におの浜２丁目１番３６ 193,000 210,000     8.8
『におの浜２－２－６』

7 宮城野５－１ 宮城県 仙台市宮城野区榴岡５丁目１番８ 161,000 175,000     8.7
『榴岡５－１－１７』
（シンシア・シティ榴岡）

7 伊勢５－３ 三重県 伊勢市宇治今在家町字中賀集楽４７番１外 230,000 250,000     8.7

（宇治園、手こね茶屋）
9 博多５－１１ 福岡県 福岡市博多区博多駅東３丁目３１番 383,000 416,000     8.6

『博多駅東３－３－１６』
（川清ビル）

10 広島東５－４ 広島県 広島市東区東蟹屋町８４番２５ 204,000 221,000     8.3
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