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ブエナビスタが取得した開発⽤地

⼤⼿通2丁⽬PROJECT（仮称）の完
成イメージ（資料︓ブエナビスタ）

⽇経不動産マーケット情報トップ ＞ ニュース ＞ 記事（前のページ）

【売買】⼤阪市中央区で開発⽤地を取
得、ブエナビスタ

2018/09/21

 不動産会社のブエナビスタ（本社︓⼤阪市）は
2018年8⽉、⼤阪市中央区⼤⼿通で開発⽤地
144m2を取得した。売り主はインザライフ（本
社︓⼤阪市）。売買価格は不明だが、取引に際して
徳島銀⾏が極度額5億円の根抵当権を設定した。

 ⼟地は地下鉄天満橋駅と⾕町四丁⽬駅からそれぞ
れ徒歩7分の場所にある。⼩規模オフィスやマンシ
ョンなどが⽴ち並ぶエリアで、最近までテキスタイ
ル企画・販売を⼿がける⾥村（本社︓台東区）の⼤
阪⽀店ビルが⽴っていた。商業地域で容積率は
600％だ。

 ブエナビスタはマンションを建設する。地上13
階建て、延べ床⾯積1316m2の規模で、1LDK の
24⼾をそろえる計画だ。設計はグラッドデザイ
ン、施⼯は森繁建設で、⼯期は2019年4⽉から
2020年6⽉までを⾒込んでいる。

 
［売買の概要］ 
名称︓⼤⼿通2-52-2の⼟地 
買い主︓ブエナビスタ 
売り主︓インザライフ 
所在地︓⼤阪市中央区⼤⼿通2-1-11（旧住居表
⽰）、2-52-2（地番） 
最寄り駅︓地下鉄天満橋駅または⾕町四丁⽬駅 各
徒歩7分 
⾯積︓⼟地144.30m2 
⽤途地域︓商業 
容積率︓600％（法定） 
取引時期︓2018年8⽉（引渡） 
取引形態︓所有権 
レンダー︓徳島銀⾏ 
根抵当権設定額︓5億円（極度額）

 
［開発の概要］ 
開発名︓⼤⼿通2丁⽬PROJECT（仮称） 
所在地︓⼤阪市中央区⼤⼿通2-1-11（旧住居表⽰）、2-52-2（地番） 
最寄り駅︓地下鉄天満橋駅または⾕町四丁⽬駅 各徒歩7分 
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⾯積︓⼟地144.30m2、延べ床1316.60m2 
構造︓RC造 
階数（地上／地下）︓13／0 
⽤途︓住宅 
⼾数︓24 
⽤途地域︓商業 
容積率︓600％（法定） 
事業主︓ブエナビスタ 
設計者︓グラッドデザイン 
施⼯者︓森繁建設 
⼯期︓2019年4⽉〜2020年6⽉

 
［登記情報］ 
⼟地（PDF）

⼤⼿通2丁⽬PROJECT（仮称）

ディールサーチで周辺物件も検索

⼤⼿通2-52-2の⼟地

現在 昨⽇ 先週

⼀覧

⼀覧

ディールサーチ 
⽇本最⼤級の不動産取引データベース 
収録数は約2万1000件︕

Nikkei Real Estate Market Report（英語版） 
英語で読める⽇経不動産マーケット情報 
2週間無料体験実施中︕

東京都⼼7区、約3,000棟の 
オフィスビルを完全データ化︕ 
テナント、所有者、延べ床⾯積など多数収録

省エネNext 
実務者向け省エネ建築・住宅の最新情報
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【売買】東京駅近くの古ビルを取得、東京建物（2018/10/03）

【売買】⽬⿊区鷹番の⼟地880m2を落札、モリモト（2018/10/03）

【移転】グラントウキョウサウスタワーにパネイル（2018/10/03）

【売買】銀座の本社ビルを売却、ホウライ（2018/10/02）

【開発】川崎キングスカイフロントに2.2万m2の研究棟、⼤…（2018/10/02）

【売買】渋⾕駅近くの店舗ビルを取得、アロー（2018/10/02）

【移転】⻘⼭セント・シオンビルにピーチ・ジョン（2018/10/02）

【売買】⼤阪市中央区で賃貸マンションを開発、ブエナビスタ（2018/10/02）

【売買】⿅島の私募REIT、当初資産にグラントウキョウサウ…（2018/10/01）

【売買】広島のランドマークを70億円で売却、ユニゾ（2018/10/01）

【売買】⾚坂の賃貸マンションを売却、京王不動産（2018/10/01）

【売買】⻄⿇布で店舗・SOHOビルを開発、Asway Co…（2018/10/01）

【売買】五反⽥で開発⽤地を確保、アーバネットコーポレーショ…（2018/10/01）

【売買】埼⽟県富⼠⾒市のマンションを売却、トーセイ・リート（2018/10/01）

【売買】渋⾕のビル2棟を開発⽤に取得、野村不動産（2018/09/28）

【戦略】ノボテル沖縄那覇を開業、モルガン・スタンレー（2018/09/28）

【売買】名古屋と東京の資産を⼊れ替え、⽇本アコモデーション…（2018/09/28）

【売買】地裁跡地3000m2を取得、医療法⼈グループのみず…（2018/09/28）

ページの先頭へ

⽇経不動産マーケット情報トップ ＞ ニュース ＞ 記事（前のページ）

売買事例⼀覧

2018年10⽉号の売買事例⼀覧（PDF）

2018年9⽉号の売買事例⼀覧（PDF）

2018年8⽉号の売買事例⼀覧（PDF）

調査・分析

新築ビルの稼働率調査（2018年8⽉〜9⽉、
PDF）

東京・横浜の建築計画調査（2018年4⽉〜
2018年7⽉）

不動産業融資調査（2018年6⽉）

売買事例分析（2018年4⽉〜6⽉、PDF）

オフィス成約賃料調査（2018年6⽉）

アナリスト予測（2019年まで、PDF）

これからできる⼤規模オフィスビル（2018年）

賃料・企業移転分析（2017年通期、PDF）

東京・主要商業エリア募集賃料調査（2018年第
1四半期）

特集・トレンド ⼀覧
市場分析レポート・ディレクトリ

連載・コラム

・不動産テックの攻防
・MIPIM特派報告
・技術最前線
・不動産ビジネスの新潮流
・これからできるビル
・東京の優良賃貸オフィスビル50選
・プロが⾒るREIT破綻
・不動産実務と⾦融商品取引法
・基礎からわかる⾦融商品取引法

  新着記事⼀覧

  記事検索
  売買
  移転
  開発
  動向

⽇経不動産マーケット情報

雑誌バックナンバー
特集・トレンド
最新号の⾒どころ
 
市場分析レポート・ディレクトリ

書籍
セミナー
ディールサーチ
英語版

よくある質問・お問い合わせ

お問い合わせフォーム 
（情報提供なども）
 
購読者会員登録・変更
雑誌送付先変更
サービス利⽤規約

購読のご案内

サービス紹介
無料ダイジェスト版
メルマガ登録
 
［スマホ表⽰］

⽇経アーキテクチュア ⽇経ホームビルダー ⽇経コンストラクション ⽇経不動産マーケット情報 ⽇経BP総研 社会インフラ研究所
サイトについて 推奨環境 RSS 問い合わせ プレスリリース送付 広告掲載

Copyright © 2018 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.
このページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。掲載している情報は、記事執筆時点のものです。

ツイート

200m
©2018 ZENRIN DataCom 
地図データ©2018 ZENRIN

⼀覧

会社情報・お知らせ 著作権・リンク 記事の⼆次利⽤ 個⼈情報について ⽇経ＩＤ利⽤案内

https://ds.tech.nikkeibp.co.jp/v2/index.html?lang=ja&lat=34.686253&lng=135.513496&sort_key=distance&sort_dir=ASC
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/NFM/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/090404462/?ST=print
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/090404462/?ST=smartnfm
javascript:void(0)
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092104511/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092704537/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092104507/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092504516/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/100104549/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092804543/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092804545/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092104505/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092804544/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092504524/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/091904494/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092504518/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/091804490/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092604525/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092604533/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092804546/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092104502/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092504520/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092704542/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/092104508/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/NFM/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/NFM/?bn=bn_news&M=30
javascript:history.back();
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/article/nfm/plus/20110801/548936/201810_nfm.pdf
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/article/nfm/plus/20110801/548936/201809_nfm.pdf
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/article/nfm/plus/20110801/548936/201808_nfm.pdf
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmplus/14/547041/091300116/1810OT_shinchiku.pdf
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmplus/14/500039/011100006/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/080904371/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmplus/14/547041/071700111/1808MA_456.pdf
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/article/nfm/plus/20080827/525604/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmplus/14/547041/061500108/1807OT_yosoku.pdf
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/fa/members/news/20080222/516363/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmplus/14/547041/021400096/1803CS_chinryo.pdf
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmcolumn/14/532653/060700013/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/article/nfm/plus/20110420/547041/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/NFM/report/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/nfmnews/15/080201553/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/article/nfm/plus/20120411/564712/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/article/nfm/news/20120319/562449/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/article/nfm/news/20111208/555930/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/fa/members/news/20080222/516363/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/article/nfm/plus/20100723/542440/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/article/nfm/news/20081205/528634/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/fa/free/news/20080422/518750/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/fa/free/column/20080222/516370/
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NFM/?bn=bn_news&M=30
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NFM/search/
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NFM/search/?t=DEAL
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NFM/search/?t=MOVE
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NFM/search/?t=DEVE
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NFM/search/?t=OTHER
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NFM/mag/
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/nfm/plus/20110420/547041/
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/books/nfm/20080110/514862/
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NFM/report/
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NFM/book/
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NFM/seminar/
https://ds.tech.nikkeibp.co.jp/top
http://realestate.nikkeibp.co.jp/
http://support.nikkei.com/category/show/642?site_domain=nikkeibp
https://support.nikkei.com/helpdesk?bsid_nikkei=293f4601d509338ca22c182eee508ebf&category_id=642&site_domain=nikkeibp
http://account.nikkeibp.co.jp/service/25-sid0385.html
http://ec.nikkeibp.co.jp/cgi-bin/qafrm/QA/html/qa_4_1.html
http://account.nikkeibp.co.jp/tos/50-svn0069.html
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/cp/NFM/
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/cp/NFM/#intro
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/books/nfm/20080110/514863/
http://account.nikkeibp.co.jp/service/25-sid0204.html
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NFM/smart/
https://tech.nikkeibp.co.jp/media/NA/
https://tech.nikkeibp.co.jp/media/HB/
https://tech.nikkeibp.co.jp/media/NCR/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/NFM/
http://www.nikkeibp.co.jp/bpi/labs/infra/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/knpplus/14/513079/101600006/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/knpplus/14/513079/101600003/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/knpplus/14/513079/101600004/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/knpplus/14/513079/101600005/
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/atcl/knpplus/14/513079/101600005/#press
http://www.nikkeibp.co.jp/ad/atcl/netmedia/NFM/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Ftech.nikkeibp.co.jp%2Fkn%2Fatcl%2Fnfmnews%2F15%2F090404462%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%80%90%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E3%80%91%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E3%81%A7%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%94%A8%E5%9C%B0%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%80%81%E3%83%96%E3%82%A8%E3%83%8A%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%BF%EF%BD%9C%E6%97%A5%E7%B5%8C%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Ftech.nikkeibp.co.jp%2Fkn%2Fatcl%2Fnfmnews%2F15%2F090404462%2F%3Fn_cid%3Dnbpnfm_twbn
https://tech.nikkeibp.co.jp/kn/NFM/?bn=bn_news&M=30
http://corporate.nikkeibp.co.jp/
http://corporate.nikkeibp.co.jp/information/copyright/
http://corporate.nikkeibp.co.jp/information/sec_use/
http://corporate.nikkeibp.co.jp/information/privacy/
http://www.nikkei.com/lounge/help/
http://corporate.nikkeibp.co.jp/

