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坪単価  (万円) 駅 路線 坪単価 駅 路線 坪単価 駅 路線 坪単価 駅 路線 坪単価 駅 路線 坪単価 駅 路線 坪単価
���～��� 外苑前 東京メトロ銀座 ���.� 白金台 都営三田 ���.� 信濃町 JR総武 ���.�
���～��� 渋谷 東急田園都市 他 ���.� 青山一丁目 東京メトロ銀座 ���.�
���～��� 麹町 東京メトロ有楽町 ���.� 神谷町 東京メトロ日比谷 ���.�
���～��� 赤坂見附 東京メトロ丸ﾉ内 他 ���.� 半蔵門 東京メトロ半蔵門 ���.� 六本木 東京メトロ日比谷 他 ���.�

代官山 東急東横 ���.� 北参道 東京メトロ副都心 ���.� 代々木八幡 小田急 ���.�
���～��� 代々木公園 東京メトロ千代田 ���.� 市ヶ谷 都営新宿 他 ���.� 水道橋 JR総武 ���.�

赤坂 東京メトロ千代田 ���.� 恵比寿 JR埼京 他 ���.� 表参道 東京メトロ銀座 他 ���.�
���～��� 中目黒 東急東横 ���.� 広尾 東京メトロ日比谷 ���.� 六本木一丁目 東京メトロ南北 ���.�
���～��� 乃木坂 東京メトロ千代田 ���.� 代々木上原 小田急 他 ���.� 赤羽橋 都営大江戸 ���.�

白金高輪 都営三田 ���.� 四ツ谷 東京メトロ南北 他 ���.� 不動前 東急目黒 ���.�
���～��� 二子玉川 東急田園都市 他 ���.� 高輪台 都営浅草 ���.� 大手町 東京メトロ丸ﾉ内 ���.�

本郷三丁目 都営大江戸 ���.� 御成門 都営三田 ���.� 小伝馬町 東京メトロ日比谷 ���.�
神田 JR京浜東北 ���.� 淡路町 東京メトロ丸ﾉ内 ���.� 四谷三丁目 東京メトロ丸ﾉ内 ���.�
武蔵小山 東急目黒 ���.� 浜松町 JR山手 ���.� 新宿御苑前 東京メトロ丸ﾉ内 ���.�

���～��� 人形町 東京メトロ日比谷 ���.� 目黒 JR山手 他 ���.� 池ノ上 京王井の頭 ���.�
池袋 JR山手 他 ���.� 西早稲田 東京メトロ副都心 ���.� 築地 東京メトロ日比谷 ���.�
自由が丘 東急大井町 ���.� 八丁堀 JR京葉 ���.� 湯島 東京メトロ千代田 ���.�
春日 都営大江戸 他 ���.� 都立大学 東急東横 ���.� 駒沢大学 東急田園都市 ���.�
東池袋 東京メトロ有楽町 ���.� 曙橋 都営新宿 ���.� 目白 JR山手 ���.�
岩本町 都営新宿 ���.� 東北沢 小田急 ���.� 下神明 東急大井町 ���.�
白山 都営三田 ���.� 巣鴨 JR山手 ���.� 御茶ノ水 JR中央 ���.�
千駄木 東京メトロ千代田 ���.� 江戸川橋 東京メトロ有楽町 ���.� 秋葉原 JR山手 ���.�
早稲田 東京メトロ東西 ���.� 牛込柳町 都営大江戸 ���.� 浜町 都営新宿 ���.�
若松河田 都営大江戸 ���.� 中野坂上 東京メトロ丸ﾉ内 ���.� 浜田山 京王井の頭 ���.�
大井町 JR京浜東北 ���.� 勝どき 都営大江戸 ���.� 牛込神楽坂 都営大江戸 ���.�
品川 JR山手 他 ���.� 茗荷谷 東京メトロ丸ﾉ内 ���.�

���～��� 初台 京王 ���.� 西大井 JR横須賀 ���.� 千石 都営三田 ���.� 馬車道 みなとみらい ���.�
中井 西武新宿 ���.� 大塚 JR山手 ���.� 西荻窪 JR中央 ���.� 新丸子 東急東横 ���.�
東中野 JR総武 他 ���.� 稲荷町 東京メトロ銀座 ���.� 本駒込 東京メトロ南北 ���.� 高島町 横浜市営地下鉄ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ ���.�
東京 JR中央 ���.� 学芸大学 東急東横 ���.� 上野 JR山手 ���.� 桜木町 横浜市営地下鉄ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ ���.�
等々力 東急大井町 ���.� 尾山台 東急大井町 ���.� 馬喰横山 都営新宿 他 ���.� 大倉山 東急東横 ���.�
荻窪 JR中央 他 ���.� 新御徒町 都営大江戸 ���.� 中野 JR中央 ���.�
東高円寺 東京メトロ丸ﾉ内 ���.� 池尻大橋 東急田園都市 ���.� 月島 東京メトロ有楽町 他 ���.�
方南町 東京メトロ丸ﾉ内方南町 ���.� 祐天寺 東急東横 ���.� 下北沢 小田急 ���.�
浅草橋 JR総武 他 ���.� 梅ヶ丘 小田急 ���.� 大森 JR京浜東北 ���.�
練馬 西武池袋 ���.� 荏原町 東急大井町 ���.� 駒込 JR山手 他 ���.�
巣鴨新田 都電荒川 ���.� 戸越公園 東急大井町 ���.� 笹塚 京王 ���.�
有明 ゆりかもめ ���.� 桜新町 東急田園都市 ���.� 経堂 小田急 ���.�
荏原中延 東急池上 ���.� 三軒茶屋 東急田園都市 ���.�

���～��� 大久保 JR総武 ���.� 蔵前 都営大江戸 他 ���.� 日暮里 JR山手 他 ���.� 片瀬江ノ島 小田急江ﾉ島 ���.�
新中野 東京メトロ丸ﾉ内 ���.� 武蔵境 JR中央 ���.� 押上 東京メトロ半蔵門 ���.� 東白楽 東急東横 ���.�
天王洲アイル 東京モノレール ���.� 新板橋 都営三田 ���.� 下丸子 東急多摩川 ���.� 武蔵小杉 東急東横 他 ���.�
大森海岸 京浜急行本 ���.� 王子神谷 東京メトロ南北 ���.� 西日暮里 東京メトロ千代田 他 ���.� 溝の口 東急田園都市 他 ���.�
石川台 東急池上 ���.� 板橋 JR埼京 ���.� 武蔵小金井 JR中央 ���.� あざみ野 横浜市営地下鉄ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ ���.�
新馬場 京浜急行本 ���.� 練馬春日町 都営大江戸 ���.� 新井薬師前 西武新宿 ���.� 神奈川 京浜急行本 ���.�
南阿佐ヶ谷 東京メトロ丸ﾉ内 ���.� 西馬込 都営浅草 ���.� 豊洲 東京メトロ有楽町 ���.� 日吉本町 横浜市営地下鉄ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ ���.�
中野富士見町 東京メトロ丸ﾉ内方南町 ���.� 三鷹 JR中央 ���.� 東陽町 東京メトロ東西 ���.� 大口 JR横浜 ���.�
菊川 都営新宿 ���.� 馬込 都営浅草 ���.� 国分寺 JR中央 ���.� 石川町 JR根岸 ���.�
浅草 東武伊勢崎 ���.� 西大島 都営新宿 ���.� 久が原 東急池上 ���.� 鎌倉 JR横須賀 ���.�
三ノ輪 東京メトロ日比谷 ���.� 本所吾妻橋 都営浅草 ���.� 赤羽 JR埼京 ���.� 鵠沼海岸 小田急江ﾉ島 ���.�
北千住 JR常磐快速 ���.� 品川シーサイド りんかい ���.� 住吉 都営新宿 他 ���.�
両国 都営大江戸 他 ���.� 調布 京王 ���.� 芦花公園 京王 ���.�
王子 JR京浜東北 他 ���.� 上町 東急世田谷 ���.� 越中島 JR京葉 ���.�
有明テニスの森 ゆりかもめ ���.� 洗足池 東急池上 ���.� 東小金井 JR中央 ���.�
新三河島 京成本 ���.� 入谷 東京メトロ日比谷 ���.�

���～��� 錦糸町 JR総武本 ���.� 池上 東急池上 ���.� 板橋区役所前 都営三田 ���.� 横浜 JR東海道本 ���.� 川口 JR京浜東北 ���.� 市川 JR総武本 ���.�
府中 京王 ���.� 町屋 東京メトロ千代田 ���.� 高井戸 京王井の頭 ���.� センター北 横浜市営地下鉄ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ ���.� 浦和 JR宇都宮 他 ���.� 新浦安 JR京葉 ���.�
仙川 京王 ���.� 新江古田 都営大江戸 ���.� 石神井公園 西武池袋 ���.� 日吉 東急東横 ���.� 本川越 西武新宿 ���.� 津田沼 JR総武本 ���.�
田原町 東京メトロ銀座 ���.� 東向島 東武伊勢崎 ���.� 祖師ヶ谷大蔵 小田急 ���.� 川崎大師 京浜急行大師 ���.� 朝霞 東武東上 ���.� 浦安 東京メトロ東西 ���.�
武蔵新田 東急多摩川 ���.� 曳舟 東武亀戸 ���.� 地下鉄成増 東京メトロ有楽町 ���.� 逗子 JR横須賀 ���.� 南浦和 JR京浜東北 ���.�
立会川 京浜急行本 ���.� 護国寺 東京メトロ有楽町 ���.� 上井草 西武新宿 ���.� 藤が丘 東急田園都市 ���.� 和光市 東武東上 他 ���.�
千歳船橋 小田急 ���.� 南千住 東京メトロ日比谷 ���.� 国立 JR中央 ���.� 蒔田 横浜市営地下鉄ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ ���.�
大山 東武東上 ���.� 氷川台 東京メトロ有楽町 ���.� 国領 京王 ���.� 反町 東急東横 ���.�
千鳥町 東急池上 ���.� 下赤塚 東武東上 ���.� 東武練馬 東武東上 ���.� たまプラーザ 東急田園都市 ���.�
板橋本町 都営三田 ���.� 光が丘 都営大江戸 ���.� 吉祥寺 京王井の頭 他 ���.� 戸部 京浜急行本 ���.�
西葛西 東京メトロ東西 ���.� 尾久 JR宇都宮 ���.� 沼袋 西武新宿 ���.� 東神奈川 JR横浜 ���.�
小岩 JR総武 ���.� 狛江 小田急 ���.� 喜多見 小田急 ���.� 新川崎 JR横須賀 ���.�
船堀 都営新宿 ���.� 中村橋 西武池袋 ���.� 上石神井 西武新宿 ���.� 青葉台 東急田園都市 ���.�
町田 小田急 他 ���.� 糀谷 京浜急行空港 ���.� 六郷土手 京浜急行本 ���.� 鷺沼 東急田園都市 ���.�

新横浜 JR横浜 ���.�
武蔵中原 JR南武 ���.�
はるひ野 小田急多摩 ���.�
高田 横浜市営地下鉄ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ ���.�
相模大野 小田急 ���.�
京急鶴見 京浜急行本 ���.�
市が尾 東急田園都市 ���.�
元住吉 東急東横 ���.�
東戸塚 JR横須賀 ���.�
三ッ沢下町 横浜市営地下鉄ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ ���.�
宮前平 東急田園都市 ���.�
元町・中華街 みなとみらい ���.�
海老名 小田急 ���.�
藤沢 JR東海道本 他 ���.�
長津田 JR横浜 ���.�
保土ヶ谷 JR横須賀 ���.�
星川 相模鉄道 ���.�
武蔵新城 JR南武 ���.�
江田 東急田園都市 ���.�
上大岡 京浜急行本 ���.�
向ヶ丘遊園 小田急 ���.�

���～��� 平井 JR総武 ���.� 千歳烏山 京王 ���.� 南砂町 東京メトロ東西 ���.� 綱島 東急東横 ���.� 与野 JR京浜東北 ���.� 妙典 東京メトロ東西 ���.�
田端 JR山手 ���.� 立川 JR青梅 他 ���.� 千住大橋 京成本 ���.� 金沢八景 金沢シーサイドライン ���.� 志木 東武東上 ���.� 西船橋 JR総武 ���.�
豊田 JR中央 ���.� 新小岩 JR総武本 ���.� 亀戸 JR総武 ���.� 仲町台 横浜市営地下鉄ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ ���.� さいたま新都心 JR宇都宮 ���.� 下総中山 JR総武 ���.�
東府中 京王 ���.� 成増 東武東上 ���.� 志茂 東京メトロ南北 ���.� 北山田 横浜市営地下鉄ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ ���.� 中浦和 JR埼京 ���.� 大神宮下 京成本 ���.�
金町 JR常磐 ���.� 梅島 東武伊勢崎 ���.� 西国分寺 JR中央 他 ���.� 高津 東急大井町 他 ���.� 大宮 埼玉新都市交通伊奈 他 ���.� 海浜幕張 JR京葉 ���.�
京成小岩 京成本 ���.� 一橋学園 西武多摩湖 ���.� 八王子 JR横浜 他 ���.� 新百合ヶ丘 小田急 ���.� みずほ台 東武東上 ���.�
高幡不動 京王 ���.� 一之江 都営新宿 ���.� 保谷 西武池袋 ���.� 根岸 JR根岸 ���.� 西川口 JR京浜東北 ���.�
葛西 東京メトロ東西 ���.� 篠崎 都営新宿 ���.� 浮間舟渡 JR埼京 ���.� 能見台 京浜急行本 ���.� 北浦和 JR京浜東北 ���.�
北赤羽 JR埼京 ���.� 大師前 東武伊勢崎 ���.� 田無 西武新宿 ���.� 川崎 JR東海道本 他 ���.� 南与野 JR埼京 ���.�
西調布 京王 ���.� 北綾瀬 東京メトロ千代田 ���.� 荒川区役所前 都電荒川 ���.� 宮崎台 東急田園都市 ���.� 朝霞台 東武東上 ���.�
ひばりケ丘 西武池袋 ���.� 谷保 JR南武 ���.� 花小金井 西武新宿 ���.� 戸塚 JR横須賀 他 ���.� 所沢 西武池袋 他 ���.�
西国立 JR南武 ���.� 日野 JR中央 ���.� 金沢文庫 京浜急行本 ���.� 戸田公園 JR埼京 ���.�

港南台 JR根岸 ���.�
三ッ沢上町 横浜市営地下鉄ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ ���.�
南万騎が原 相模鉄道いずみ野 ���.�
東林間 小田急江ﾉ島 ���.�
井土ヶ谷 京浜急行本 ���.�
生田 小田急 ���.�
西横浜 相模鉄道 ���.�
梶が谷 東急田園都市 ���.�
柿生 小田急 ���.�
立場 横浜市営地下鉄ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ ���.�
山手 JR根岸 ���.�
矢向 JR南武 ���.�
鈴木町 京浜急行大師 ���.�
秦野 小田急 ���.�
久地 JR南武 ���.�
京王稲田堤 京王相模原 ���.�
辻堂 JR東海道本 ���.�
栗平 小田急多摩 ���.�
中央林間 東急田園都市 ���.�
大船 JR横須賀 ���.�
十日市場 JR横浜 ���.�

���～��� 熊野前 都電荒川 ���.� 西新井 東武伊勢崎 ���.� 久米川 西武新宿 ���.� 新杉田 JR根岸 ���.� 土呂 JR宇都宮 ���.� 幕張 JR総武 ���.�
南町田 東急田園都市 ���.� 多摩センター 多摩都市モノレール ���.� 小菅 東武伊勢崎 ���.� 海老名 JR相模 ���.� 上福岡 東武東上 ���.� 幕張本郷 JR総武 ���.�
鷹の台 西武国分寺 ���.� 北野 京王 ���.� 萩山 西武拝島 ���.� 小田急相模原 小田急 ���.� 鉄道博物館(大成) 埼玉新都市交通伊奈 ���.� 千葉 JR総武 ���.�
稲城 京王相模原 ���.� 中神 JR青梅 ���.� 矢川 JR南武 ���.� 南林間 小田急江ﾉ島 ���.� 東川口 埼玉高速鉄道 他 ���.� 京成津田沼 京成千葉 ���.�
小川 西武国分寺 ���.� 本厚木 小田急 ���.� 新所沢 西武新宿 ���.� 京成西船 京成本 ���.�

京急川崎 京浜急行本 ���.� 武蔵浦和 JR埼京 他 ���.� 南柏 JR常磐 ���.�
鴨居 JR横浜 ���.� 八潮 つくばエクスプレス ���.� 松戸 JR常磐快速 ���.�
大和 相模鉄道 ���.� 鶴瀬 東武東上 ���.� 南行徳 東京メトロ東西 ���.�
屏風浦 京浜急行本 ���.� 戸田 JR埼京 ���.� 稲毛 JR総武本 ���.�
妙蓮寺 東急東横 ���.� 越谷 東武伊勢崎 ���.� 原木中山 東京メトロ東西 ���.�
相模原 JR横浜 ���.� 川口元郷 埼玉高速鉄道 ���.� 東船橋 JR総武 ���.�
小田原 JR東海道本 ���.� 草加 東武伊勢崎 ���.� 京成大久保 京成本 ���.�
さがみ野 相模鉄道 ���.� 狭山市 西武新宿 ���.� 流山おおたかの森 つくばエクスプレス ���.�
西鎌倉 湘南モノレール ���.� 松原団地 東武伊勢崎 ���.� 柏の葉キャンパス つくばエクスプレス ���.�
相武台前 小田急 ���.� 西大宮 JR川越 ���.� 検見川浜 JR京葉 ���.�
淵野辺 JR横浜 ���.� 浦和美園 埼玉高速鉄道 ���.� 八千代緑が丘 東葉高速鉄道 ���.�

三郷中央 つくばエクスプレス ���.� 南流山 つくばエクスプレス ���.�
春日部 東武伊勢崎 ���.� 秋山 北総 ���.�
越谷レイクタウン JR武蔵野 ���.� 前原 新京成 ���.�
鴻巣 JR高崎 ���.� 稲毛海岸 JR京葉 ���.�

我孫子 JR常磐快速 ���.�
常盤平 新京成 ���.�
流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ つくばエクスプレス ���.�
塚田 東武野田 ���.�
柏たなか つくばエクスプレス ���.�
市役所前 千葉都市モノレール ���.�

東京都（��区・都下） 神奈川県 埼玉県 千葉県





リアナビで好評連載中の「スペシャリストの眼」より、“不動産業界関係者必読”のコラムを、特別に抜粋しました。

2006





ジャカルタ
高級物件カタログサイト

海外進出支援事業
ジャカルタに進出を検討している不動産業界のお客様をサポートいたします。

海外事業のお問い合わせ
株式会社マーキュリー
クライアントサポート 03-5339-1055

とは？
メゾン ド レス

インドネシアの富裕層や海外の投資家向けに、
ジャカルタの洗練された分譲高級マンションだけを紹介するサイトです。

厳選された物件を優秀なエージェントがサポートします。

主なコンテンツ内容
物件詳細情報 / 物件スコア / モデルルーム動画

エージェント情報 / 不動産業界ニュース / コラム  etc.

https://www.maisonderes.com/

インドネシア語対応のHP制作・Webプロモーションのサービ
スを承っております。

【主な実績】
BISIKQ
MAISON DE RES.

WEBマーケティングデータ提供
ジャカルタにおける新築マンションデータ及び物件パンフレッ
トを保有しており、マーケティング情報をご提供させていただ
いております。

【サービス内容】
市場調査レポート
データ提供　他





本　　社　
〒163-0243 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル43階 私書箱157号
TEL：03-5339-0950(代表)　　FAX：03-5339-0951(代表)
URL：https://mcury.jp/

関西支社
〒530-0045 大阪府大阪市北区天神西町5-17 アクティ南森町ビル4階
TEL：06-6360-2807　　FAX：06-6360-2808

東海支社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-17 名古屋情報センタービル6階
TEL：052-209-5830　　FAX：052-209-5831

発行人：大寺 利幸(取締役)
編集長：片平 勝也(ソリューション本部 企画マーケティング部)
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