
2023年5月8日現在

フロア階 用途 面積 賃料 敷金・保証金 入居時期

302.15㎡ 相談 相談 即 担当　山上

91.40坪 ０９０－３８４０－２６９０

名古屋市千種区内山３丁目２６－２

■地下鉄東山線「千種」駅　徒歩2分

■ＪＲ中央線「千種」駅　徒歩2分

156.28㎡ 担当　山上

47.27坪 ０９０－３８４０－２６９０

名古屋市東区東桜２丁目１３番３０号

 ■地下鉄東山線・名城線「栄」駅　徒歩７分

 ■地下鉄桜通線「高岳」駅　徒歩５分

100.62㎡ 担当　森本

30.43坪 ０８０－５３３３－２０８４

名古屋市中区錦２丁目１０番１３号

■地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅　徒歩約４分

■地下鉄桜通線「丸の内」駅　徒歩約４分

7階 事務所 258.40㎡ ご相談 ご相談 2023/10/1 担当　森本

78.16坪 ０８０－５３３３－２０８４

名古屋市中村区那古野１丁目３８番１号 6階 事務所 44.43㎡ ご相談 ご相談 2024/2/1

■地下鉄桜通線「国際センター」駅　徒歩３分 13.44坪

6階 事務所 56.90㎡ ご相談 ご相談 2024/2/1

17.21坪

3階 事務所 251.66㎡ ご相談 ご相談 相談 担当　山上

76.12坪 ０９０－３８４０－２６９０

石川県金沢市西念１丁目１番７号 2階 事務所 114.60㎡ ご相談 ご相談 相談

■ＪＲ北陸線・北陸新幹線「金沢」駅　徒歩7分 34.66坪

※2022年1月竣工新築ビル 2階 事務所 165.50㎡ ご相談 ご相談 相談

50.06坪

169.18㎡

51.17坪

87.78㎡ 担当　山上

26.55坪 ０９０－３８４０－２６９０

2023年5月1日から「大津商中三楽ビル」に変更

大津市浜大津1丁目2番22号

■京阪電鉄「浜大津」駅徒歩1分

595.98㎡ 担当　山上

180.28坪 ０９０－３８４０－２６９０

京都市下京区寺町通松原下ル植松町733番地 162.19㎡

■阪急京都線「河原町」駅徒歩9分 49.06坪

■京阪本線「清水五条」駅徒歩5分 97.09㎡

■地下鉄烏丸線「五条」駅徒歩9分 29.36坪

担当　山上

０９０－３８４０－２６９０

京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町735番地5

■ＪＲ・地下鉄「京都」駅徒歩4分

【空室情報（星光ビル管理　PM一般物件）】　　 黄色は今月変更箇所

※掲載している空室について、次回更新までに決定または商談中となる場合もございますので随時担当者の携帯電話までお問合せください。

※敷金・保証金を除く賃料・共益費・その他費用などには別途消費税がかかります。

ビル名
所在地・交通

空　室　概　要
担当者

1階 事務所 ご相談 ご相談 即

名古屋
千種

名古屋董友ビル 4階 事務所

名古屋
栄

NTPプラザ東新町 3階 事務所 ご相談 ご相談 2023/7/1

名古屋
伏見

ＳＣ錦ＡＮＮＥＸ 1階 事務所・店舗 ご相談 ご相談 即

　※1階空室はスケルトン渡し。飲食店不可

名古屋
名駅

星光桜通ビル

金沢けやき大通りビル

※2階および３階は分割相談可能

大津

大津商中日生ビル 6階 事務所 ご相談 ご相談 即

金沢

即

5階 事務所 ご相談 ご相談 2023/10/1

京都

河原町ＮＮＮビル 9階 事務所 ご相談 ご相談

3階 事務所 ご相談 ご相談 即

ニッセイ京都駅前ビル

空室なし



2023年5月8日現在
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【空室情報（星光ビル管理　PM一般物件）】　　 黄色は今月変更箇所

※掲載している空室について、次回更新までに決定または商談中となる場合もございますので随時担当者の携帯電話までお問合せください。

※敷金・保証金を除く賃料・共益費・その他費用などには別途消費税がかかります。

ビル名
所在地・交通

空　室　概　要
担当者

147.74㎡ 担当　森本

44.69坪 ０８０－５３３３－２０８４

大阪府枚方市楠葉花園町１２番１号 153.79㎡

■京阪本線「樟葉」駅徒歩1分 46.52坪

担当　森本

０８０－５３３３－２０８４

大阪市淀川区新北野1丁目8番17号

■阪急神戸線・宝塚線・京都線「十三」駅　徒歩5分

54.56㎡ 担当　小佐田

16.50坪 ０８０－５７１６－２１８５

■地下鉄御堂筋線「新大阪」駅　徒歩１分 206.18㎡

旧サムティ新大阪フロントビル 62.37坪

大阪市淀川区西中島５丁目１４番１０号

90.48㎡

27.37坪

401.40㎡ 担当　小佐田

121.42坪 ０８０－５７１６－２１８５

大阪市淀川区宮原４丁目３番３９号

■ＪＲ・地下鉄「新大阪」駅より徒歩５分

担当　小佐田

０８０－５７１６－２１８５

大阪市中央区南久宝寺３丁目６番６号

■地下鉄御堂筋線「本町」駅　徒歩３分

担当　小佐田

０８０－５７１６－２１８５

大阪市中央区南船場３－１１－２４

■地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅　徒歩２分

担当　小佐田

０８０－５７１６－２１８５

大阪市東成区中道３－１７－１８

■地下鉄長堀鶴見緑地線「玉造」駅　徒歩２分

86.31㎡ 担当　小佐田

26.10坪 ０８０－５７１６－２１８５

旧ビル名「うおいちニッセイビル」

2022年10月1日からビル名称変更

大阪市福島区野田2丁目13番5号

■地下鉄千日前線「玉川」駅　徒歩5分

■ＪＲ大阪環状線「野田」駅　徒歩5分

664.34㎡ 担当　小佐田

200.96坪 ０８０－５７１６－２１８５

2022年11月1日にオーナーチェンジ

大阪市西区土佐堀1丁目4番11号

■地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅　徒歩4分

大阪
枚方

星光くずはビル １階 店舗 ご相談 ご相談 即

2階 事務所 ご相談 ご相談 即

１・２階空室について下記ご確認ください
※スケルトン渡し（現状有姿）
※貸室内給排水設備及びガス設備設置不可
※飲食店不可
※定期借家２年契約

8階 事務所 ご相談 ご相談 即

※８階分割相談可（44.34坪＋18.03坪）

大阪
十三

星光十三ビル

空室なし

大阪
新大阪

新大阪トヨタビル 10階 事務所 ご相談 ご相談 即

即

大阪
本町

御堂筋センタービル

空室なし

大阪
心斎橋

東京都市開発御堂筋ビル

空室なし

1階 事務所 ご相談 ご相談 即

新大阪ＮＫビル 6階 事務所 ご相談 ご相談

大阪
玉造

大管ビル

空室なし

大阪
福島

ＯＵＧ野田ビル 2階 事務所 ご相談 ご相談 即

※分割相談可大阪
肥後橋

金鳥土佐堀ビル 6階 事務所 ご相談 ご相談 即



2023年5月8日現在
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【空室情報（星光ビル管理　PM一般物件）】　　 黄色は今月変更箇所

※掲載している空室について、次回更新までに決定または商談中となる場合もございますので随時担当者の携帯電話までお問合せください。

※敷金・保証金を除く賃料・共益費・その他費用などには別途消費税がかかります。

ビル名
所在地・交通

空　室　概　要
担当者

担当　小佐田

０８０－５７１６－２１８５

神戸市中央区磯辺通り２丁目２番１６号

■ＪＲ神戸線「三ノ宮」駅　徒歩７分

230.06㎡ 担当　小佐田

69.59坪 ０８０－５７１６－２１８５

神戸市中央区加納町４丁目３番３号

■ＪＲ神戸線、阪急神戸本線、「三宮」駅　徒歩１分

担当　小佐田

０８０－５７１６－２１８５

神戸市中央区多聞通３丁目３番９号

■ＪＲ神戸線「神戸」駅　徒歩３分

544.54㎡ 担当　小佐田

164.72坪 ０８０－５７１６－２１８５

明石市大明石町1-5-4

■JR神戸線、山陽電鉄　「明石」駅徒歩2分

210.84㎡ 担当　山上

63.77坪 ０９０－３８４０－２６９０

広島市中区中町7番32号 211.52㎡

■広島電鉄「袋町」電停　徒歩１分 63.98坪

神戸
三宮

三宮南ビル

空室なし

さくら三神ビル 7階 事務所 ご相談 ご相談 2023/6/1

神戸
神戸駅前

神戸楠公前ビル

空室なし

兵庫
明石市

三井住友銀行明石ビル 6階 事務所 ご相談 ご相談 2022/7/1

ご相談 ご相談 相談

星光ビル管理株式会社　PM業務部 ℡：０６－６２０１－３０５６

※分割相談可　319.14㎡（96.54坪）と195.23㎡（59.06坪）

広島

ニッセイ広島ビル 1階 事務所 ご相談 ご相談 即

2階 事務所


