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不動産管理運営事業

2 交通局有効活用資産の管理運営

不動産管理運営事業は、当社所有の賃貸物

地上の利点を活かして資産を有効活用するた

件、交通局が整備した有効活用資産及び駐車

めに建設した物件について、当社が一括して

場の管理運営を内容としています。

賃貸を受け、入居者の募集から賃料の徴収、

交通局が地下鉄駅やバスターミナルなど立

物件の修繕等、総合的に管理運営していま

1 当社所有の賃貸物件

す。創立当時は「DO！金山」の管理事業か

交通局所有未利用地の有効活用と当社の経

ら始まりましたが、平成6年3月に開設された

営基盤の強化を目的として、未利用地を賃借

「DO！野並」ビルからは入居者の募集を含

し当社の資金で建設した物件であり、平成5

めた総合的な管理運営を行うことになりまし

年11月に開設した「DO！日進」と、平成16

た。その後、「御器所ステーションビル」、

年4月に協力会から有償で譲り受けた協力会

「原ターミナルビル」、「上社ターミナルビ

建設の「本山駅店舗」があります。

ル」、「ループ金山」などが新たに加わり、
平成16年4月からは、従前協力会が管理して

・当社の賃貸ビル

DO!日進

本山駅店舗

平成2年、日進市内の交通局用地を有効活用す
るために、郊外型賃貸店舗建設として計画を進め
ていました。その後3年の歳月を経て、平成5年
11月、地上3階建、延べ床面積8,681㎡の大型
家具専門店が開業しました。
平成9年2月には、家電量販店を1階に迎え、
集客力のある大型店舗として順調に事業を展開し
ています。

本山駅4番出入口に併設された2階建ビルの貸
店舗で、昭和49年10月開設されました。平成
16年4月より協力会から有償で譲り受け、当社
が賃貸しています。
テナントには、飲食店が入居しています。

所在地
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・当社の賃貸店舗

日進市浅田美濃輪6番の1他 【9,777㎡・倉庫を含む】

所在地

千種区末盛通5丁目17番地

【194㎡】

いた賃貸物件「黒川ターミナルビル1階店

管理業務としては、電気機械設備の運転保

舗」、「上飯田ターミナルビル1階店舗」及

守管理、清掃管理、環境衛生管理、警備保安

び「八事駅店舗」の管理運営が当社に移管さ

などのビル管理業務を行い、大規模な御器

れました。現在、賃貸物件として、16の賃貸

所・原・上社・ループ金山各ビルには当社社

ビル・店舗を管理運営しています。

員を管理要員として配置しています。

運営業務としては、当社が交通局から物件
を賃借し、各テナントに転貸する方式を採用

3 交通局賃貸駐車場の管理運営

しています。また、テナントの誘致にあたっ

交通局が整備した駐車場について、賃借人

ては、マーケットリサーチなどにより、テナ

の募集、契約、賃料徴収、各駐車場の維持

ント構成を検討し、募集方針に基づきなが

管理を行っています。平成16年3月にオープ

ら、交通局とともに募集活動を実施していま

ンした那古野駐車場をはじめ、平成16年4月

す。地下鉄駅隣接という立地条件に適合し周

に協力会から移管された車道、天白駐車場な

辺地域の発展に寄与するようなテナントを選

ど、計11か所146台分を管理しています。

定し、入居者の確保を図っています。

・当社管理運営の交通局有効活用資産

注【

】内は賃貸延床面積

ループ金山

御器所ステーションビル

「DO!金山」として、平成元年7月、金山総合
駅北口にオープンしました。その後、平成16年
6月に新たに「ループ金山」として生まれ変わり
ました。地下2階地上3階からなり、テナントと
して「名古屋市金山観光案内所」や「ループ金山
郵便局」の他、各種の店舗が入居しており、金山
総合駅という立地条件から、多くの方々に利用さ
れ好評を博しています。

バス営業所に、貸店舗、貸事務所、高齢者就業
支援センター及び63戸の住宅を合築した複合ビ
ルで、平成9年4月1日にオープンしました。
当社の賃貸物件には、書籍販売・ビデオ・CD
レンタル店、ベーカリー店及び「なごや福祉用具
プラザ」が入居しています。

所在地

中区金山一丁目17番18号

【1,838㎡】

所在地

昭和区御器所通3丁目12番地

【2,243㎡】
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原ターミナルビル

上社ターミナルビル

バスターミナルに、貸店舗、貸事務所及び天白
文化小劇場を合築した複合ビルで、平成9年4月
1日にオープンしました。
当社の賃貸物件は貸店舗、貸事務所であり、物
販店、飲食店及び学習塾・事務所といった駅の利
便性に着目したテナントが入居しています。

バスターミナルに、貸事務所、名東文化小劇
場、レクリエーションルーム、住宅、自転車駐車
場、雨水調整池及び店舗を合築した複合ビルで、
平成10年4月1日にオープンしました。
当社の賃貸物件は、2階に貸事務所として7室
あり、様々な業種の事務所が入居しています。

所在地

【3,113㎡】

所在地

名東区上社一丁目802番地

【929㎡】

アイレックス桜山

DO!野並

交通局桜山会館の跡地に、ワンルーム型式の賃
貸ビルとして、平成10年4月1日にオープンしま
した。地上5階建、全77戸で、市立大学病院の
職員宿舎として一括賃貸しています。
なお、桜山会館当時からあった「もちの木」を
そのまま残し、その名にちなんで「アイレックス
桜山」と命名されました。

平成5年12月に建設され、平成6年3月30日桜
通線今池・野並間の開業日に合わせオープンした
初めての本格的な有効活用ビルです。
地下鉄駅に直結しており、立地条件に恵まれ好
評を得ています。1階貸店舗にはコンビニエンス
ストアが、2階から5階には保険会社の営業所や
各種の事務所、教室が入居しています。

所在地
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天白区原一丁目301番地

昭和区下構町1丁目12番地

【2,568㎡】

所在地

天白区野並三丁目412番地の1

【1,113㎡】

赤池駅構内店舗

いりなか駅ビル

平成3年の地元調整において、愛知銀行から赤
池支店を移転し入店したいとの申し込みがあり、
平成4年5月、愛知銀行赤池支店が新装オープン
し、営業しています。

いりなか駅に隣接する旧バスターミナル用地
に、貸店舗と24戸の住宅を合築した9階建の複
合ビルで、平成14年12月1日にオープンしまし
た。
貸店舗には、コンビニエンスストアなどがテナ
ントとして入居しています。

所在地

日進市赤池一丁目1503番

【754㎡】

所在地

昭和区隼人町2番1

【329㎡】

平針駅南ビル

星ヶ丘ターミナル店舗

平針駅出入口に併設された2階建ビルで、平成
14年7月1日にオープンしました。
1階は貸店舗、2階は市営自転車駐輪場となっ
ています。
貸店舗には、平針郵便局と飲食店がテナントと
して入居しています。

星ヶ丘駅のエレベーター等設置工事にあわせバ
スターミナルの中央に建設された平屋の貸店舗
で、コンビニエンスストアが入居し、平成15年
4月1日にオープンしました。

所在地

天白区平針二丁目1903番地

【287㎡】

所在地

千種区井上町80番地他

【134㎡】
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八事駅店舗

八事ビル

【483㎡】

所在地

上飯田ターミナルビル

【148㎡】

所在地

天白区石坂101,102,103（貸店舗）

昭和区広路町北石坂102番の142他（貸店舗）

北区上飯田通1丁目15番地（貸店舗）

黒川ターミナルビル

浄心営業所店舗

上前津地下街

【526㎡】

所在地

北区城見通3丁目11,12,13番地（貸店舗）

管理運営駐車場一覧

【84㎡】

所在地

西区浄心一丁目1番6号（貸店舗）

植

田

開設年月日

駐車台数
（台）



平成3年5月

平

針

開設年月日

駐車台数
（台）



平成4年1月

面積（㎡）



天白区平針一丁目1918番

伝馬町

開設年月日

面積（㎡）





面積（㎡）



熱田区伝馬三丁目303番

鶴里第2

開設年月日

平成8年11月

南区鯛取通4丁目5番

浜

開設年月日

駐車台数
（台）



平成4年4月

西川町

開設年月日

面積（㎡）





面積（㎡）



那古野

駐車台数
（台）



平成5年6月

開設年月日

白

開設年月日

平成4年1月

駐車台数
（台）



面積（㎡）



車

道

開設年月日

平成4年5月

駐車台数
（台）



面積（㎡）



東区葵三丁目401番

面積（㎡）



鶴

里

開設年月日

平成7年1月

駐車台数
（台）



面積（㎡）



南区桜台二丁目1901-2

港区西川町1丁目4番1

駐車台数
（台）

天

天白区井口一丁目808番

瑞穂区浮島町702番

駐車台数
（台）

平成4年7月

内

【467㎡】

所在地

中区大須四丁目11番15号地先（貸店舗）

天白区植田西三丁目204番
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【474㎡】

所在地

駐車台数
（台）

平成16年3月

西区那古野二丁目2601-1



面積（㎡）



一

社

開設年月日

平成17年3月

駐車台数
（台）



名東区社台三丁目273番・274番

面積（㎡）



