
東京から品川までの再開発(一部)

開発名称 �>�����vR�備考 

大手町パークビルディング 冖ﾈ�ｩ�X詹*ﾈ自)ｩmｩ�c9&霎i�h耳顗�8･�&��大手町ホトリ 

再開発事業 �4�,ﾘ���Y�X詹*ﾂ�

地番:東京都千代田区大手町一丁目2番 �7��ｸ4�7(8ｸ6b�

1他 �48984��h,hｯ�,��

階数:29階 偸hﾔ�+X+ﾘ�Y�X薰�

高さ;138.80皿(最高149、95皿) 冢X5�8��ｸ�T･��

完了予定:平成29年1月末 �7(8ｸ�h,Xﾕﾉ�ﾂ�

建築:三菱地所 

設計:三菱地所設計 

施工:竹中工務店 

八重洲二丁目北地区市街地 宙嵎�價ｨ��?�)ｩmｩfｹ&霎i�h耳顗�8･�&�� 

再開発 俐H､ｩJﾘ馼ｼd�ﾓ�&霎b�

階数:44階 

高さ:約245皿 

用途:事務所、店舗、宿泊施設、教育施設 

(区立小学校)、バスターミナル等 

着工予定:2017年度 

完了予定:2021年度 

大手町二丁目常盤橋地区第 ��ﾙMXｻH･粟hﾜH､ｩJﾘ7h8ﾘ5x4h4�6t�8�� 

一種市街地再開発事業 偖ｨ�ｩ8ﾈｹ�79�y�968ｾi�X詹*ﾉ?�)ｩmｨ��(b�

央区八重洲1丁目 

階数:37階 

高さ:約230m 

着工予定:2018年度 

完了予定:2021年度 

常盤橋街区再開発プロジェクトB棟 

住所:東京都千代田区大手町二丁目、中 

央区八重洲1丁目 

階数;61階 

高さ:390皿 

着工予定:2023年度 

完了予定:2027年度 



(仮称)大手町1-1計画A棟 冖ﾈ�ｩ�X詹*ﾈ自)ｩmｩ�c9&霎i�h耳顗�8･�&�� 

再開発事業 

地番:東京都千代田区大手町一丁目2番 

1他 

・A棟(大手門タワー・JXビル) 

階数:22階 

高さ;99.95皿(最高114.85皿) 

完了予定:平成27年11月下旬 

・B棟(大手町パークビルディング) 

階数:29階 

高さ:138.80皿(最高149.95皿) 

完了予定;平成29年1月末 

大手町一丁百第3壇区第- 冖ﾈ�ｩ�X詹*ﾈ自)ｩmｩ�c9&霎i�h耳顗�8･�&�� 

種市街鞄再開発事業 俐H､ｩJﾘ馼ｼb�

地番:東京都千代田区大手町一丁目9番 

階数:A棟(事務所棟)31階,B棟(宿泊施設 

棟)18階 

高さ:A棟(事務所棟)168.28皿,B棟(宿泊 

施設棟)87.67皿 

完了予定;平成28年4月1日 

大手町二丁目塊区第一種市 冖ﾈ�ｩ�X詹*ﾉ?�)ｩmｩ&霎i�h耳顗�8･�&鞋H､｢�逓信総合博物 

街地再開発事業 價ﾘ馼ｼb�館(ていば」 

地番:東京都千代田区大手町二丁目 �*ﾒ��Y&��

階数:A棟35階,B棟83階 �#��iD��

高さ;A棟179皿,B棟170皿 

着工予定:平成27年5月15日 

完了予定:平成30年7月15日 

建築:エヌ・ティ・ティ都市開発 

設計:日本設計 

施工:大林組 

大手町パークビルディング 冖ﾈ�ｩ�X詹*ﾈ自)ｩmｩ�c9&霎i�h耳顗�8･�&��2016年 

再開発事業 

地番:東京都千代田区大手町一丁目2番 

1他 



階数:29階 ��

高さ:138.80皿(最高149.95皿) 

完了予定;平成29年1月末 

建築:三菱地所 

設計:三菱地所設計 

施工:竹中工務店 

太陽生命日本橋ビル 冖ﾈ�ｲ�ﾈ��?ｩgｸｻI?�)ｩmｩ&霎i�h耳顗�2�「日本橋二丁 

街地再開発事業A街区 冦ｩ&霎i�h耳霻�

地番:東京都中央区日本橋二丁目 倡8･�&鞋H､ｩJﾒ�

高さ:144.935皿 倬hｼh�h,ﾄ�･粟b�

階数:27階 �,h+X,Hﾉｩ�ﾙ(b�

着工予定日;平成26年11月上旬 �,ﾈ��ﾉｩZ�,ﾉkﾈ��

完了予定日:平成30年7月下旬 �*ｨ�Y�駢ｩ�ikﾙ?｢�

建築:日本橋二丁目市街地再開発組合 冏ｸｻH7(8ｸ�b�

設計:日本設計・プランテック設計共同 

企業体 

施工:大林組 

日本橋二丁目地区第一種市 冖ﾈ�｢�ﾈ��?ｩgｸｻI?�)ｩmｩ&霎i�h耳顗�2�名称「日本橋高 

街地再開発事業C街区 丼�&鞋H､ｩJﾘ馼ｼd8･粟b�島屋S.C,」 

地番:東京都中央区日本橋二丁目 

用途:百貨店、事務所、店舗、駐車場 

高さ:174.666皿 

階数:82階/地下5階 

着工予定日:平成26年6月上旬 

完了予定日:平成30年12月下旬 

建築;日本橋二丁目市街地再開発組合 

設計:日本設計・プランテック設計共同 

企業体 

施工:鹿島建設 

(仮称)新東京武田ビル 冖ﾈ�ｲ�ﾈ��?ｩgｸｻIgｹ*ﾉ?�)ｩmｩ<�.挨粟b� 

開発計画南街区新築工事 

住所;東京都中央区日本橋本町二丁目・ 

室町二丁目地内 

用途:事務所、店舗、博物館、集会場、 

駐車場、駐輪場 

階数:24階 



高さ:123.29皿(最高123.79皿) ��

着工予定:2015年4月 

竣工予定:2017年10月末 

建築:武田薬品不動産 

設計:日本設計 

施工:竹中工務店 

日本橋室町三丁目鞄区第- 冖ﾈ�ｩ?ｩgｸｻH�*ﾈ蕀)ｩmｩ&霎i�h耳顗�8･�&�� 

種市街地再開発事業A壇区 俐H､ｩJﾘ馼ｼd�&霎i�i'ｨﾔ磯b�

新築工事 偖ｨ�ｩ(h匣ｾi?ｩgｸｻH�*ﾈ蕀)ｩm｣��MB�

用途:事務所、店舗等 

階数:26階 

高さ:142皿 

着工予定;2015年12月1日 

竣工予定:2019年3月31日 

建築:日本橋室町三丁目地区市街地再開 

発組合 

設計;鹿島・清水・佐藤工業 

施工:鹿島・清水・佐藤工業 

日本大学理工学部駿河台キ 冖ﾈ�ｹ?ｩgｹ�Xｧyyﾘﾔ逢yYH�憖�H4ﾈ88987�5�� 

ヤンパス整備事業に伴う南 ��餔X馼ｼh,僵ｨ*I>ﾉ8�嵎���

棟(仮称) �&餉Cｩ8ﾈｹ�79�y�968ｾi��68�憖�H蕀)ｩm｣���

番地 

階数:19階 

高さ:82.4皿(最高82,9皿) 

着工予定:平成27年4月1日 

完了予定:平成31年3月31日 

建築主:日本大学 

設計者:梓設計 

施工主:清水建設 

神田錦町三丁目共同建替計 冖ﾈ�ｩ��68ｽ�*ﾈ蕀)ｩmｨｺI:�ｩ�hﾇh枌�2015年 

画 兩窺Cｩ8ﾈｹ�79�y�968ｾi��68ｽ�*ﾈ蕀)ｩm｣#"�

番、24番他 

階数:17階 

高さ:84.5皿(最高91,6皿) 

着工予定:平成24年11月中旬 

完了予定;平成27年4月末日 



日本大学経済学部新校舎新 冖ﾈ�ｩ?ｩgｹ�Xｧxﾆ��yYI�hﾕｨ��i'ｨﾔ磯b� 

築工事 �&餉Cｩ8ﾈｹ�79�y�968ｾi�ﾉ��68自)ｩm｣)MB�

1 

階数:14階/地下2階 

高さ:59.791皿 

完了予定:平成29年3月31日 

建築主:日本大学 

設計者:桂設計 

施工者:フジタ 

東京電機大学東京神田キヤ 偖ｨ�ｩ��68ｽ�*ﾃ"ﾓ�-�*�� 

ンパス跡地と神田警察署跡 丶ｩJﾘｾh刺,ﾉlｩ��津sc��#����

地 佶ｩ'ｨ畯ｨ�thⅸ饕�

設計者:日建設計 

施工者:住友商事 

工事予定期間:平成28年7月末日一平成 

31年5月末日 

住所:神田錦町2-1ほか 冖ﾈ�｢�ﾈ����698ﾈ鉙岔*ﾈ7h8ﾘ5x4h4�6r� 

開発区域の面積:9,761.29請 �&餉Cｩ�y�968ｾi��698ﾈ鉙岔*ﾃ#)MI&隍��

建築主:住友商事 冽�7#ｨｺI:�ｩ����5云ﾈ��駟k���

設計者:日建設計 丶ｹ�Cｳ#X､ｲ�

施工者:住友商事 俘(+3｣�2��萪ャ���(萪��

工事予定期間:平成28年7 �(Xﾔ疫ﾉ.Λ[ﾙ�ﾃ#yD紿ﾈ��Y?｢�

月末日一平成31年5月末日 亂驅冰ﾉ.Λ[ﾙ�ﾃ3�D綛ﾈ��Y?｢�

建築主:スターツコーポレーション 

設計者:山下設計 

施工者:スターツCAM、大成建設企業共 

同体 

(仮称)新日比谷プロジェクト 冖ﾈ�｢�ﾈ���i?ｩNI$ｨ7h8ﾘ5x4h4�6r� 

地番:東京都千代田区有楽町1丁目12番 

他 

階数;35階 

高さ:191.46皿 

着工予定:平成27年1月28日 

完了予定:平成30年1月31日 

建築主:三井不動産 

設計者:鹿島建設 



施工者:鹿島建設 ��

(仮称)内幸町二丁目プロジェ 冖ﾈ�｢�ﾈ��>�ﾔｹ*ﾉ?�)ｩmｨ7h8ﾘ5x4h4�6r�新生銀行旧本 

クト �&餉Cｩ8ﾈｹ�79�y�968ｾi>�ﾔｹ*ﾉ?�)ｩm｣�iMB�店跡地 

1 

用途:事務所、店舗、駐車場 

階数:21階/地下4階 

高さ:108.965皿 

着工予定;平成27年4月1日 

完了予定:平成29年6月30日 

建築主;グリーンアセットインベストメ 

ント特定日的会社 

設計者:鹿島建設 

施工者:鹿島建設 

東京ミッドタウン日比谷 冖ﾈ�｢�ﾈ���i?ｩNI$ｨ7h8ﾘ5x4h4�6r� 

地番;東京都千代田区有楽町1丁目12番 

他 

階数;35階 

高さ:191.46皿 

着工予定:平成27年1月28日 

完了予定:平成30年1月31日 

建築主:三井不動産 

設計者:鹿島建設 

施工者:鹿島建設 

大手町パークビルディング 冖ﾈ�ｩ�X詹*ﾈ自)ｩmｩ�c9&霎i�h耳顗�8･�&�� 

再開発事業 

地番:東京都千代田区大手町一丁目2番 

1他 

階数:29階 

高さ:138.80皿(最高149.95皿) 

完了予定:平成29年1月末 

建築:三菱地所 

設計:三菱地所設計 

施工:竹中工務店 

「(仮称)OH-1計画」(大手 丶ｩJﾙkﾃｩ�X詹*ﾈ自)ｩm｣)MH･粟h自�ﾈ､ｩJﾘ鍈�三井物産ビル、 

町一丁目2地区開発事業) 仂b�ﾈ���大手町パルビ 

所在地:千代田区大手町1-2(住居表示) �8ｸ���X詹*ﾈ自)｢�



事業主:三井物産、三井不動産 冦ｨ蓼皐7(8ｹ�R�

用途:オフィス、店舗 �&��

階数:A棟30階、B棟39階l地下5階 

高さ:A棟160皿、B棟200m 

着工予定:平成28年5月15日 

完成予定:平成33年3月末日 

建築:三井物産、三井不動産 

設計:日建建設・鹿島建設設計共同企業 

体 

施工:鹿島建設 

大手町二丁目地区第一種市 冖ﾈ�ｩ�X詹*ﾉ?�)ｩmｩ&霎i�h耳顗�8･�&鞋H､｢� 

街地再開発事業 價ﾘ馼ｼb�

地番;東京都千代田区大手町二丁目 

階数;A棟35階,B棟33階 

高さ:A棟179皿,B棟170皿 

着工予定:平成27年5月15日 

完了予定;平成30年7月15日 

建築:エヌ・ティ・ティ都市開発 

設計;日本設計 

施工:大林組 

「(仮称)OH-1計画」(大手 丶ｩJﾙkﾃｹ�X詹*ﾈ自)ｩm｣)MH･粟h自�ﾈ､ｩJﾘ鍈� 

町一丁目2地区開発事業) 仂b�ﾈ���

所在地:千代田区大手町1-2(住居表示) 

事業主:三井物産、三井不動産 

用途:オフィス、店舗 

階数:A棟30階、B棟39階/地下5階 

高さ:A棟160m、B棟200m 

着工予定;平成28年5月15日 

完成予定;平成33年3月末日 

建築:三井物産、三井不動産 

設計;日建建設・鹿島建設設計共同企業 

体 

施工:鹿島建設 

(仮称)大手町1-4-2計 丶ｩJﾙkﾃｲ�ﾈ���X詹*ﾃ�ﾓBﾓ(ﾇh枌� 

画 傀ｨﾝﾙ&羯8ﾈｹ�79�y�968ｾi�X詹*ﾈ自)ｩm｣���

番、12番 



用途:事務所、貸会議室(集会場)、飲食 ��

店、美術品展示場、自動車車庫 

階数:22階/地下2階 

高さ:111.9皿 

着工予定:平成29年11月1日 

完成予定:平成32年10月31日 

建築:丸紅株式会社 

設計:大成建設 

(仮称)丸の内1-3計画 冖ﾈ�｢�ﾈ�亊ｸ,ﾉ>��ﾓ8ﾇh枌� 

地番;東京都千代田区丸ノ内一丁目8番 

の1他 

階数;29階/地下4階 

高さ:139.945皿(最高149.70皿) 

着工予定:平成29年12月上旬 

完了予定:平成32年9月下旬 

建築:みずほファイナンシャルグループ、 

一般社団法人全国銀行協会、三菱地所 

設計:三菱壇所設計 

施工:未定 

(仮称)丸の内3-2計画 冖ﾈ�｢�ﾈ�亊ｸ,ﾉ>�8ｮﾃ(ﾇh枌� 

地番:東京都中央区丸の内3丁目10番地 

用途:事務所、商工会館、宴会場、会議 

場、駐車場 

階数:30階 

高さ;140皿(最高150皿) 

着工予定:平成27年11月中旬 

完了予定:平成30年10月中旬 

建築:三菱地所、東京商工会議所、東京 

合舘 

設計:三菱地所 

施工:大成建設 

日本生命大手町ビル新築工 冖ﾈ�｢�ﾈ��?ｩgｹ�ikﾙ�X詹*ﾈ7(8ｹ�i'ｨﾔ��2015年 

事 倬b�

地番:東京都千代田区丸の内1丁目10-4 

階数:23階 

高さ;100皿(最高115皿) 



完了予定;平成26年6月末 ��

名称:(仮称)三井住友銀行本店東館計画 

地番;東京都千代田区丸の内1-8-6ほか 

階数:29階 

高さ:150皿 

完了予定:201512128 

大手町二丁目常盤橋地区第 冖ﾈ�ｸ�ﾙMXｻH･粟hﾜH､ｩJﾘ7h8ﾘ5x4h4�6t�� 

一種市街地再開発事業 �8��

住所:東京都千代田区大手町二丁目、中 

央区八重洲1丁目 

階数:37階 

高さ:約230皿 

着工予定:2018年度 

完了予定:2021年度 

名称:常盤橋街区再開発プロジェクトB 

棟 

住所:東京都千代田区大手町二丁目、中 

央区八重洲1丁目 

階数:61階 

高さ:390皿 

着工予定:2023年度 

完了予定:2027年度 

(仮称)浜松町二丁目4地区 冖ﾈ�｢�ﾈ�儼ﾈ鉑*ﾉ?�)ｩm｣I&霎d�･粟b� 

A街区(A棟、TM棟) 嫡�8���nTﾙ8��

住所:東京都港区浜松町二丁目 

階数:A棟39階、TM棟5階 

高さ;A棟GL+200皿,TM棟GL十35m 

着工予定:A棟2017年9月1日、甘M棟 

2018年1月11日 

完了予定:A棟2025年12月31日、甘M 

棟2027年12月31日 

建築主:世界貿易センタービルディング、 

東京モノレール株式会社、東日本旅客鉄道 

株式会社 



設計;A棟日建設計、鹿島建設、TM棟 ��

ジェイアール東日本建築設計事務所 

施工:A3棟鹿島建設 

パークコート浜離宮ザタワ 冖ﾈ�ｩVﾈ鉑*ﾈ自)ｩmｩ&霎i�h耳顗�8･�&鞋H､｢� 

発事業に伴う施設建築物 

地番;港区浜松町1-3、4、5 

階数:37階 

高さ:132.67皿(最高139.90皿) 

着工予定:平成27年2月末日 

完了予定:平成30年10月末日 

建築:浜松町一丁目地区第一種市街地再 

開発組合 

設計;株式会社アール・アイ・エー 

施工:清水建設 

(仮称)虎ノ門2・10計画 冖ﾈ�｢�ﾈ�佻X6ﾙnS(ｨｳ��ﾇh枌� 

地番:東京都港区虎ノ門二丁目103番1 

号外 

用途:ホテル、オフィス、飲食店舗、駐 

車場 

階数:建築基準法上38階(運用呼称;41 

階) 

高さ:188.65皿 

着工予定:平成28年6月1日 

完了予定:平成31年6月28日 

建設:ホテルオークラ 

設計:(仮称)虎ノ門2-10計画設計共同体 

施工:大成建設 

(仮称)苦手ハイツ建替え計画 冖ﾈ�｢�ﾈ��<X訷6�4868ﾉｩ�hﾇh枌� 

地番:東京都港区虎ノ門四丁目12番他 

2 

階数;18階/地下2階 

高さ:70.62皿 

建設;苦手ハイツ・マンション建替組合 

設計:株式会社工AO竹田設計 

施工:前田建設工業 

着工予定:平成27年9月1日 
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完了予定:平成29年2月28日 ��

東京ワールドゲート 冖ﾈ�ｸｴ8�ｹ*�ﾍX6ﾙnY*���ﾈ���Xﾖ�ｾhｻ2�森トラストが 

育センター 佶ｨ,H,H*(.���3r�

抱番:東京都港区虎ノ門三丁目33、34、 丶ｳ�s倅ﾘ�Y8ﾈｹ��

35番 �8��ｸ8ｸ6�5��ｲ�

用途:庁舎、博物館、図書館、駐車場 �6x,h���X��､ｲ�

高さ;87皿 塔x蒭�Xｴ8�ｹ*�ﾍR�

階数:15階l地下2階 �6ﾙnY*���ﾂ�

着工予定日;平成28年10月11日 傲ﾂ��Xﾖ�ｾhｻ8屍�

完了予定日:平成32年2月29日 �5ｨ985��ｸ�b�

建設:輔絵サイエンスパートナーズ株式 

会社(大成建設グループ) 

設計:大成建設 

施工;大成建設 

名称:虎ノ門トラストシティ　ワールドゲ 

ート 

抱番;東京都港区虎ノ門四丁目24-6他 

用途:事務所、ホテル、共同住宅、店舗、 

神社 

高さ:179.95皿 

階数:37階l地下4階 

着工予定日;平成28年10月17日 

完了予定日:平成32年3月工6日 

建設:森トラスト 

設計;清水建設 

(仮称)虎ノ門ヒルズビジネ 冖ﾈ�ｨﾍX6ﾙnX自)ｩmｩ&霎i�h耳顗�8･茜8ﾜH､｢� 

スタワー 價ﾘ馼ｼh,僵ｨ*Hﾘ)�y8�ｩ�ﾘﾔ磯b�

地番:東京都港区虎ノ門一丁自201番1 

外 

用途;事務所、店舗、駐車場等 

階数:地上36階/地下3階 

高さ:約183.49皿(最高185.49皿) 

着工予定:平成29年2月1日 

完了予定:平成31年12月81日 

建設;虎ノ門一丁白斑区市街地再開発組 
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亭○○叶中門○調子÷“ ‾二㌔。_二観　　　音臆臆.÷7 ÷〇〇二二で

∠ゝ ��

口 

設計:森ビル 

・(仮称)虎ノ門ヒルズレジデンシヤルタ 

ワ、- 

名称:(仮称)愛宕山周辺地区(I地区) 

新築事業 

地番:東京都港区愛宕一丁目2番6外 

用途:共同住宅、店舗、駐車場、子育て 

支援施設 

高さ:215.25皿(最高221.55皿) 

階数:54階/地下4階 

着工予定:平成29年2月1日 

完了予定;平成32年4月30日 

建設:森ビル 

設計:竹中工務店 

施工:竹中工務店 

msbTama.chi(ムスブ田町) 冖ﾈ�｢�ﾈ�疋tﾔﾘ�葺7h8ﾘ5x4h4�6r���JR田町駅芝浦 

棟・ホテル棟新築工事) 佰ｲ�

用途:事務所、店舗、集会場、ホテル、 

駐車場 

住所:東京都港区芝浦三丁目 

階数:32階I地下2階 

高さ:168.98m 

着工予定:平成27年10月1日 

竣工予定:平成30年6月30日 

建設:三井不動産、三菱地所 

設計:三菱地所設計 

施工:大成建設 

名称;(仮称)TGMM芝浦プロジェクト(B 

棟) 

用途:事務所、店舗、駐車場、駐輪場、 

公共用歩廊 

住所;東京都港区芝浦三丁目 

階数:36階/地下2階 

12



高さ:180.08皿 ��

着工予定:平成29年8月1日 

竣工予定:平成32年3月31目 

建設:東京ガス 

設計:日建建設 

施工:清水建設 

パークコート浜離宮ザタワ 冖ﾈ�ｩVﾈ鉑*ﾈ自)ｩmｩ&霎i�h耳顗�8･�&鞋H､｢� 

発事業に伴う施設建築物 

地番:港区浜松町l-3、4、5 

階数:37階 

高さ;132.67皿(最高139.90皿) 

着工予定:平成27年2月末日 

完了予定:平成30年10月末日 

建築;浜松町一丁目地区第一種市街地面 

開発組合 

設計;株式会社アール・アイ・エー 

施工:清水建設 

(仮称)芝公園一丁日ビル計画 冖ﾈ�｢�ﾈ�們Xﾏh��自)ｩmｨ7(8ｸﾇh枌� 

地番:東京都港区芝公園1丁目 

階数:22階l地下2階 

高さ:129皿 

着工予定:平成27年6月1日 

完了予定:平成30年8月31日 

建築:住友不動産ビル事業本部 

設計:日建設計 

施工:三井住友建築 

(仮称)竹芝ウオーターフロ 冖ﾈ�｢�ﾈ��'ﾈ�4X4��ｸ5��ｸ7H8ﾘ986x､｢� 

ント開発事業 價ﾘﾇh枌�

住所:東京都港区海岸1丁目22-1他 

用途;ホテル、事務所、劇場、店舗、駐 

車場 

階数:高層棟26階/地下2階劇場棟6 

階/抱下1階 

高さ:高層棟122皿,劇場棟46皿 

着工予定;平成29年5月1日 

完了予定:平成32年6月30日 
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建築:東日本旅客鉄道株式会社 ��

設計:株式会社ジェイアール東日本建築 

設計事務所 

施工;A棟(高層棟)清水建設、B棟(劇場 

棟)未定 

(仮称)竹芝地区開発計画建築 ��T�･粟b鮎ik�8�� 

計画(業務棟)新築工事 冖ﾈ�｢�ﾈ��'ﾈ�&Hｾh､ｩJﾘﾇh柯ﾉｩ'ｨﾇh枌�

(業務棟)新築工事 

用途:事務所、展示場、飲食店、物販店 

舘、集会所、駐車場 

建築面積:9,558.24壷 

延べ面積;180,682,51請 

階数;40階,地下2階 

高さ;208.83皿 

着工予定:平成28年5月16日 

完成予定:平成32年5月31日 

建築主:アルベログランデ 

設計者;鹿島・久米設計 

施工者:鹿島建設 

・B街区(住宅棟) 

名称;(仮称)竹芝地区開発計画建築計画 

(住宅棟)新築工事 

用途:共同住宅、店舗、保育所 

敷地面積:3,434.49請 

延べ面積:19,560.41請 

階数:18階 

高さ:60m(最高70皿) 

着工予定:平成30年4月2日 

完成予定:平成32年6月30日 

建設主:アルベログランデ 

設計者;長谷工コーポレーション 

施工者:長谷工コーポレーション、鹿島建 

設 

アパホテル　〈品川泉岳寺駅 冖ﾈ�｢�ﾈ��4�7�7ｨ6X8ｸ����V��ﾉ�(ｧ磯ｲ� 

前〉 �y���)�i'ｨﾔ磯b�
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地番;東京都港区高輪二丁目23番1 ��

階数:21階 

高さ:66.91皿 

完了予定:平成27年9月30日 

新橋田村町地区市街地再開 冖ﾈ�ｩ�hｻI69�ｩ*ﾉ&霎h�8･�&鞋H､ｩJﾒ�三井物産の「物 

発 弌)MCｹ8ﾈｹ�78ﾖ�ｾi�ﾉ�hｻC�)ｩm｢�産ビル別館」や 

用途:業務、商業、業務支援、文化・交 ��Y?ｩgｸ���(橙�

流、生活支援 亊��h�Y8ﾈｹ鞜y62�

階数:27階l抱下2階 �7(8ｸ�i9�/�ｭﾈ爾�

高さ:150皿 ����

着工予定:2018年度 

完了予定:2021年度 

ニッセイ浜松町クレアタワ �(･粟c｢� 

名称:浜松町二丁目4地区B街区(仮称) 

浜松町駅前プロジェクト 

地番:東京都港区浜松町2丁目5番2他 

用途:事務所、飲食店舗、物販店舗、集 

会場、駐車場 

敷地面積:7,646.56壷 

建築面積;5,700請 

延べ面積:99,700請 

階数:地上29階/地下3階I塔屋1階 

高さ:156皿 

着工予定:平成27年11月1日 

完了予定:平成30年8月31日 

建築主:日本生命保険相互会社、株式会 

社大林組 

設計者:株式会社大林組一級建築士事務 

所 

施工者:株式会社大林組 

東京ミッドタウン日比谷 冖ﾈ�｢�ﾈ���i?ｩNI$ｨ7h8ﾘ5x4h4�6r� 

地番:東京都千代田区有楽町1丁目12番 

他 

階数:85階 

高さ;191.46皿 

着工予定:平成27年1月28日 
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完了予定:平成30年1月31日 ��

建築主:三井不動産 

設計者:鹿島建設 

施工者;鹿島建設 

(仮称)大崎複合再開発タワ 冖ﾈ�ｹ�ﾉV著�X6y)ｩmｩ&霎h�8･�&��h耳顗�8･�� 

ープロジェクト(西品川一丁 �&鞋H､ｩJﾘ馼ｼb��･粟b��

目地区第一種市街地再開発 �&餉Cｩ8ﾈｹ�79V��ﾈｾi�ﾉV��ﾈ自)ｩm｣ss窺C��

事業) ��ﾂ�

階数:24階 

高さ:115皿 

着工予定;平成27年2月27日 

完了予定:平成30年3月31日 

建築;西品川一丁目地区市街地再開発組 

∠ゝ 

口 

設計:日建設計 

施工:大成建設 

名称:西品川一丁目地区市街地第一種市街 

地再開発事業(B街区) 

地番;東京都品川区西品川一丁日778番1 

他 

階数:22階 

高さ:82.59皿 

着工予定:平成27年3月31日 

完了予定:平成30年8月31日 

建築;西品川一丁目地区市街地再開発組 ∠ゝ 

口 設計:日建設計 

施工:前田建設工業 

(仮称)品川区商品用1丁目 冖ﾈ�｢�ﾈ�儼��ﾈｾi>ﾉV��ﾃ�)ｩmｨﾇh枴�b� 

計画新築工事 �'ｨﾔ磯b�

用途:共同住宅・店舗 
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階数:15階 ��

高さ:44.59皿 

着工予定:2017年6月上旬 

完成予定;2019年3月下旬 

建築主:大阪ガス都市開発 

設計者:千葉設計 

施工者:未定 

(仮称)東五反田二丁目ホテ 冖ﾈ�｢�ﾈ��8ﾈﾍﾉKﾙ69?�)ｩmｨ7ｨ6X8ｸﾇh枌� 

ル計画 �&餉Cｩ8ﾈｹ�79V��ﾈｾi8ﾈﾍﾉKﾙ63))ｩm｣"ﾓ��

他 

用途:ホテル、飲食店、物販店舗 

階数:16階 

高さ:57、318皿(最高62.118皿) 

着工予定:平成28年9月16日 

完了予定:平成30年3月15日 

建築:三井不動産 

設計:三井住友建設 

施工;三井住友建設 

(仮称)大崎複合再開発タワ 冖ﾈ�ｹ�ﾉV著�X6y)ｩmｩ&霎h�8･�&��h耳顗�8･�� 

ープロジェクト �&鞋H､ｩJﾘ馼ｼb��･粟b��

地番:東京都品川区西品川一丁目778番1 

他 

階数;24階 

高さ:114.12皿 

着工予定:平成27年2月27日 

完了予定:平成80年1月10日 

建築;西品川一丁目地区市街地再開発組 

∠ゝ 

口 

設計:日建設計 

施工:大成建設 

名称:西品川一丁目壇区市街地第一種市街 

地再開発事業低街区) 

地番:東京都品川区西品川一丁目778番1 

他 

階数:22階 
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高さ;82.59皿 ��

着工予定:平成27年8月31日 

完了予定:平成30年8月31日 

建築;西品川一丁目地区市街地再開発組 

∠ゝ 

口 

設計:日建設計 

施工:前田建設工業 

北品川5丁目計画 冖ﾈ�ｩfｹV��ﾃY)ｩmｨﾇh枌� 

地番:東京都品川区北品川5丁目420 

-1 

用途:事務所・駐車場 

階数:19階/地下2階 

高さ:107皿 

着工予定:平成30年3月31日 

完了予定:平成32年3月31日 

建設;住友不動産 

設計:日建設計 
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