
掲載開始：2023/4

所在地

アクセス
（田町駅　乗降客数 31万人/日）

募集区画 賃料

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

2023年11月末予定 

開発が進む田町・芝浦エリアの新築ビル

(仮称)田町芝浦メディカルセンター
東京都港区芝浦3-13-14

JR『田町駅』徒歩4分、都営地下鉄『三田駅』6分

調剤薬局開局予定

全科目

2～6階 相談1フロア　34坪×2区画

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

POINT

①田町駅と芝浦開発エリアとの間にある好立地

②今後も住宅・オフィス開発が進む将来性あるエリア

③角地で視認性が非常に高い新築建物

物件情報
詳細

・1階には時間貸し駐車場5台設置
・ガラス面が多い視認性を重視した外観
・エレベーターあり、フロア一括借りも可

周辺にはオフィス・店舗が多く、背景には大規模な芝浦マン
ションエリアがあり人口、ワーカーが増加中。

日本調剤株式会社　営業推進部　加藤

クリニック

34坪×2区画
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完成イメージ
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最終更新日：2023/3/3

所在地

アクセス

募集区画 面積 賃料

5～9階 約54坪 応相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

周辺は主にビジネス街となります。
オフィス、飲食店が多くあります。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

2～4階は金融機関が入居予定。5～9階は事務所仕様
（床、エアコン、トイレ付き）での引き渡しとなります。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　河原

2023年10月末竣工予定 

POINT

①神田駅北口から徒歩1分の新築物件。

②オフィス仕様での引き渡しとなります。

③周辺1kmの昼間人口は40万人以上です。

全科目

ビジネス街での新築医療モール案件

（仮称）神田北口メディカルセンター
東京都千代田区内神田3-22-7

JR、メトロ銀座線　神田駅北口から徒歩1分
（JR乗車人員 71,824人/日（降車客含まず）、メトロ乗降人員39,958人/日）

調剤薬局開局予定

物件所在地 神田駅

北口
東口
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掲載開始：2022/3

所在地

アクセス

募集区画 賃料

6階 83.9坪（分割可）

5階 128.3坪（薬局と分割）

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第二部　松下

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp お問合せ

要相談

全科目

新規オープン予定の商業施設医療モール計画

（仮称）綾瀬駅前メディカルセンター

（乗降客数 352,871人/日）

JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬」駅から徒歩1分

東京都葛飾区小菅４丁目10-3

物件情報
詳細

スーパー、物販、飲食、生活に密着したテナントが入居予
定。

2024年秋頃予定 

POINT

①新規商業施設プロジェクトの医療モール計画

②集客力のあるスーパーが入居予定、早期認知が可能

③綾瀬駅より徒歩1分、駐車場、駐輪場設置あり

若いファミリー層が多く、今後も人口増加が見込まれる駅。
都心へのアクセスもよく、広域での集患が可能。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1
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掲載開始：2023/2

所在地

アクセス

募集区画 賃料

2階① 49坪 応相談

2階② 36坪 応相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

全科目

地元商店街「サンライズモールKAMATA」内の医療モール

（仮称）西蒲田メディカルセンター
東京都大田区西蒲田7丁目

東急線・JR京浜東北線「蒲田」駅から徒歩4分

調剤薬局開局予定

（乗降客数：東急蒲田123,411人/日、JR蒲田206,930人/日）※大田区資料

2025年12月頃 

POINT

①駅からアーケードを通って徒歩4分の希少立地

②周辺住民の生活動線上にあり高い認知度あり

③昼間・夜間人口とも多いエリア

昭和52年にアーケードが完成した地元に根付く商店街
の一画   ※具体的な場所はお問合せください

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

・2階はクリニック区画のみ 店舗用共用エレベータあり
・3～14階が住居エリア
※歯科は募集していません。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　半谷

蒲田駅 商店街
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最終更新日：2023/2/21

所在地

アクセス

募集区画 面積 賃料

1階103 約44坪

1階104 約42坪

1階105 約69坪

1階102

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

近隣には博慈会記念総合病院、東京女子医科大学附
属足立医療センターがあり、病診連携が見込めます。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

同施設内に食品スーパー、カフェ、デイサービスが入居
予定。駐車場200台、駐輪場200台設置予定。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　河原

2025年12月頃予定 

POINT

①食品スーパーを核とする新規商業施設内の計画。

②災害時の防災拠点機能を兼ね備えた設備を設置。

③人口の多い足立区、北区、川口市からの集客を見込めます。

全科目

新規商業施設内での医療モール案件

（仮称）SHIKANISHI Terrace
東京都足立区鹿浜２丁目２４−１

日暮里舎人ライナー西新井大師西駅から徒歩25分

（乗降人員 9,783人/日）

調剤薬局開局予定

応相談

N

0m 5m 10m 20m

ഩ
ᢊ
ཞ
ᆰ
ע
ί1
.5
ᾜ
ὸ

ᣐፗ⊦1F PLAN

西新井大師駅

江北駅

谷在家駅

東十条駅

食品スーパー
2F

デイ

サービス1F

ブリッジ

屋上庭園・家庭菜園

駐車場

防災倉庫

トイレ/シャワー

屋内一時避難

クリニック

調剤薬局

テラス

屋上避難所

カフェ

RF

交流広場

5/1



掲載開始日：2023/2

所在地

アクセス
（乗降客数 56,268人/日）

募集区画 賃料

3階

2階 約60坪（2分割可能） 応相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

人気エリアでのビル増築計画

（仮称）駒沢グリーンビル　増築棟
東京都世田谷区駒沢1-3-1

東急田園都市線『駒沢大学』駅から徒歩3分

約60坪（調剤薬局と分割予定）

決定済み

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

ビル増築計画。既存棟は自由通りに面しており、増築棟テ
ナントの看板を設置予定。面積の調整については応相談。
※消化器内科は募集していません。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第一部　松木

2024年夏頃竣工予定

POINT

①丹下都市建築設計のスタイリッシュなデザイン

②既存棟側（自由通りに面する）に看板設置予定

③駒沢オリンピック公園徒歩圏の好立地

既存棟では整形外科クリニックが盛業中。近隣にマルエツ、ユニクロ、ド
ラッグストア等あり。駒沢オリンピック公園、東京医療センター徒歩圏の好
立地。

泌尿器科・耳鼻科・皮膚科・内科

既存棟 
増築棟（募集区画） 
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最終更新日：2023/3

所在地

アクセス

募集区画 賃料

4階 27.34坪 応相談

2階 27.34坪 応相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

内科、泌尿器科以外の各科目

中野駅徒歩3分　盛業中医療ビル

中野駅北口　ＳＫＧＴ長谷部ビル
東京都中野区中野5-67-5

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅から徒歩3分

（乗降客数 465,238人/日）

調剤薬局開局済み

2024年3月以降入居可 

POINT

①盛業中の医療ビル、居抜き可、引渡し状態要相談。

②三叉路に面しており、視認性抜群。

③集患、増患に対して地域のバックアップがあります。

周辺再開発に伴い、益々人口が増加するエリア。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

2021年10月竣工、清潔感のある築浅医療ビルです。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第二部　松下

物件所在地

5/1
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所在地

アクセス

募集区画 賃料

2階 約57坪 応相談

2階 約12坪 応相談

2階

1階

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第２部　吉田 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

③半径１㎞圏内に約5.5万人在住の人口密集エリア

駅からすぐ、盛業中の医療モール

内科、耳鼻科、皮膚科、眼科、心療内科以外の各科目

2016年秋竣工済

POINT

①5診療科盛業中、視認性良好。

②複数路線の要駅『小竹向原』駅から徒歩1分の好立地

物件情報
詳細

敷地内コインパーキングあり、高い認知度が見込めま
す。

内科、耳鼻科、皮膚科クリニック

調剤薬局、コンビニエンスストア

眼科、心療内科クリニック

小竹向原メディカルセンター
（乗降客数 145,245人/日）

隣地にスーパーマーケットあり。
競合が少ないエリア。

東京都練馬区小竹町2-3-1

東京メトロ有楽町線・副都心線・西武池袋線徒歩１分

5/1
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掲載開始：2023/4

所在地

アクセス

募集区画 賃料

7階 14.55坪 13,000円/坪～

3階 29.6坪 14,000円/坪～

1階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：080-1305-6707　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

東京メトロ銀座線『虎ノ門』駅からすぐ、東京メトロ日比谷
線『虎ノ門ヒルズ』駅からも徒歩4分です。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

補償金10カ月、共益費3,000円/坪（税別）

日本調剤株式会社　営業統括部　鈴木

即日可

POINT

①再開発ビルが並ぶ虎ノ門エリア

②角地にあり、３面採光の明るいフロア

③2線利用可能でアクセス良好

全科目

虎ノ門駅からすぐ、視認性の良い好立地

虎之門興業ビル
東京都港区虎ノ門1丁目2-18

東京メトロ銀座線『虎ノ門』駅徒歩1分
（乗降客数 69,501人/日）

調剤薬局開局済

5/1
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掲載開始：2023/1

所在地

アクセス
（乗降客数 194,000人/日）

募集区画 賃料

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

・高架下モール「赤羽ビーンズ」出口すぐ
・周辺には地域住民が利用する駐輪場が多数点
在

日本調剤株式会社　営業推進部　加藤

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

POINT

①赤羽駅徒歩3分の希少立地

②角地の視認性の良い新築ビル

③周辺駐輪場多く、地域住民の生活動線にあり

物件情報
詳細

・新築ビル9階建て
・各フロア33坪程度とクリニックに適した面積

2024年3月頃竣工予定 

赤羽駅から徒歩3分の新築ビル

（仮称）赤羽メディカルセンター
東京都北区赤羽1-67-56

JR『赤羽駅』から徒歩3分

調剤薬局開局予定

全科目

2階～9階 約33坪 相談

5/1
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掲載開始：2023/1

所在地

アクセス
（豪徳寺駅：乗降客数 22,400人/日）

募集区画 賃料

3階 約32坪 相談

2階 約32坪 相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

駅から続く商店街沿い、24時間スーパー隣接

日本調剤株式会社　営業推進部　加藤

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

POINT

①2線利用可能。視認性の良い立地です。

②駅から続く商店街沿い

③スタイリッシュなデザインビル

物件情報
詳細

・新築3階建て、地下1階はシェアオフィス予定
・建物看板の追加設置を検討中

2023年12月頃竣工予定 

人気の世田谷区、 豪徳寺駅から徒歩2分

（仮称）豪徳寺メディカルセンター
東京都世田谷区豪徳寺1-46-16

小田急線『豪徳寺駅』、東急世田谷線『山下駅』から徒歩2分

調剤薬局開局予定

全科目

5/1
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最終更新日：2023/1

所在地

アクセス

募集区画 面積 賃料

5～10階 各フロア約48.68坪 応相談

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

全科目

駅すぐ交差点角地の新築物件

（仮称）東新宿メディカルセンター
東京都新宿区新宿7-27-6

メトロ副都心線・都営大江戸線 東新宿駅から徒歩1分

（メトロ：乗降人数  30,139人/日、都営：乗降人数28,280人/日）

2024年7月頃予定 

POINT

①東新宿駅B2出口より徒歩1分

②新宿7丁目交差点の角地にあり視認性抜群

③エレベーター2台あり

周辺はオフィスが多く、斜向かいに健診セン
ターあり。隣駅には東京女子医科大学病院あ
り。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

1～2階は物販・飲食系テナント、3～4階はサー
ビス系テナントが入居予定。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　河原

物件所在地 
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掲載開始：2022/11

所在地

アクセス

募集区画 面積 賃料

4階 約25坪

3階 約37坪

2階 約42坪

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

周辺は閑静な住宅街が広がるエリアです。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

下北沢、明大前、吉祥寺方面からアクセスしやすい立
地。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　河原

2025年3月末予定 

POINT

①駅南口すぐの新築物件

②駅ホームからも視認可能

③エレベーター、エスカレーターあり

全科目

西永福駅南口すぐの新築物件

（仮称）西永福メディカルセンター
（乗降人員 13,717人/日）

調剤薬局開局予定

東京都杉並区西永福3丁目34-11

京王井の頭線　西永福駅から徒歩1分

応相談

図面 2階：約42坪 

物件所在地 

5/1
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掲載開始日：2022/10

所在地

アクセス
（乗降客数 68,794人/日）

募集区画 賃料

3階 A：30.7坪　B：35.3坪 応相談

2階 A：30.3坪　B：39.0坪 応相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

サザエさん通りは店舗が立ち並ぶ住民の主要導線。
物件目の前にコンビニあり。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

3階はCT、MRIの設置が可能。
デザイン性の高い外観で、住民の早期認知が見込めます。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第二部　松下

2023年12月頃予定 

POINT

①世田谷区の稀少な新築医療ビル

②国道246号線、サザエさん通りに面した角地

③周辺住民の生活導線に位置しており、視認性抜群の立地

全科目

人気エリアの新築医療モールプロジェクト

（仮称）桜新町新築医療ビルPJ
東京都世田谷区桜新町1-2-5

東急田園都市線『桜新町』駅から徒歩7分

　57.9坪　（調剤薬局と分割）
　※区画割、賃料応相談

物件所在地 

5/1

1



掲載開始：2022/9

所在地

アクセス

募集区画 賃料

5階 32.94坪 応相談

4階 32.94坪 応相談

3階 32.94坪 応相談

2階 32.94坪 応相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　林 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

全科目

駅からすぐの好立地

（仮称）西荻窪メディカルセンター
（乗客数 33,517人/日）

調剤薬局開局予定

東京都杉並区西荻南3-14-6

中央線西荻窪駅から徒歩1分

2024年8月頃予定 

POINT

①駅からすぐの好立地で視認性が良好

②昼間、夜間人口とも多いエリア

③中央線西荻窪駅前の希少物件

駅南口から一番近い医療モールの予定。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

大通りに面し人通りが多く高い認知度が見込めます。

5/1

1



掲載開始：2022/8

所在地

アクセス

募集区画 面積 賃料

B1階103

B1階104

B1階105 約43.34坪 応相談

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　松木 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

計約93.30坪
（分割応相談）

応相談

JR浜松町駅至近、歩行者デッキに接続

汐留芝離宮ビルディング
乗降客数 96,933人/日（降車客含まず）

東京都港区海岸1-2-3

JR『浜松町駅』から徒歩2分

全科目（歯科を除く）

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

B1階は吹き抜けになっており、エスカレーター、エレベー
ター、階段でアクセス可能。

即入居可

POINT

①汐留シオサイトの一角。浜松町駅から徒歩2分。

②歩行者デッキに接続。調剤薬局出店予定。

③エスカレーター、エレベーター利用可能。

汐留シオサイトの一角。旧芝離宮庭園、浜離宮庭園、東京タワー等。

物件所在地 

5/1



掲載開始：2022/6　更新日：2023/4

所在地

アクセス

募集区画 賃料

7階 40.07坪

6階 40.07坪

5階 40.07坪

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　三澤 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

道路向かいにコインパーキング有り。（物件に駐車場は
付きません）

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

大塚駅南口広場からも視認可能な好立地。
（一部駅ホームからも視認可能）
8.9階も検討可能。

2024年3月頃予定 

POINT

①大塚駅至近

②前面ガラス張りの為、広告効果高い（設置方法は要相談）

③EV完備の為、上の階でもアクセス良好

内科、皮膚科、整形外科除く各科目

大塚駅至近の新築ビル

（仮称）大塚駅前メディカルセンター

（乗降客数 51,155人/日）

調剤薬局開局予定

応相談

JR山手線・都電荒川線大塚駅から徒歩1分

東京都豊島区南大塚3-34以下未定

5/1

1



最終更新日：2022/10

所在地

アクセス

募集区画 賃料

10階 約100坪

7～9階 約162坪（2分割可）

5階 約80坪

眼科、皮膚科、整形外科、婦人科、心療内科等

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

内科（循環器内科以外）、小児科、耳鼻咽喉科、

新宿駅からすぐの新築医療物件

（仮称）渋谷区代々木２丁目計画
東京都渋谷区代々木２丁目５−４

都営新宿線・京王線「新宿」徒歩2分

（JR:乗降客数 約223万人/日）

JR「新宿」駅南口から徒歩5分

応相談

募集科目

2024年秋頃予定

POINT

①乗降客数の多い新宿駅から徒歩5分の良好アクセス

②重量機器搬入が可能（応相談ください）

③新宿エリアでは珍しい新築医療モール計画

近隣は、商業施設、各種サービス店舗等が充実。
就業人口・昼間人口が豊富なエリアです。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

循環器クリニックが１～４階、他階に画像センター、健診センター
が入居予定。上記との医療連携・機器連携が可能。
※申込書類のご提出後、オーナー審査を経てご入居頂きます。
ご了承ください。

日本調剤株式会社　営業推進部　紫牟田

最寄り駅：新宿駅南

口 

5/1



最終更新日：2022/11

所在地

アクセス

募集区画 賃料

3階 41.2坪

2階 41.2坪

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　営業推進部  担当：紫牟田 お問合せ

TEL：03-6810-0813　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

全科目

人気の世田谷エリアでの希少な新築物件

（仮称）きぬたメディカルセンター

調剤薬局開局予定

東京都世田谷区砧３丁目５番３号

『成育医療研究センター前』バス停徒歩1分

応相談

2023年3月末頃竣工予定

POINT

①人気の世田谷エリアでの希少な新築物件。

②住宅地のバス通りに面し、視認性の高い立地です。

③成育医療研究センター近接。

近隣「大蔵団地」建て替え中。４期事業で計1250戸計画
あり、人口増加が見込めます

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

※計画中のため建物の形状や階数等、順次変更する可
能性があります。

物件所在地 

5/1



掲載2021/6、最終更新日：2022/8

所在地

アクセス

募集区画 賃料

5階 31.41坪

4階 31.41坪

3階 31.41坪

2階

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

大企業のオフィス多く、就業人口の多いエリア。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

エレベーターあり。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　松下

2022年5月竣工済

POINT

①乗降客数約50万人、ターミナル駅徒歩1分の稀少物件。

②広域からの集患が期待できます。

③視認性良好。

内科クリニック以外の各科目

都心ターミナル駅の貴重な駅近物件

秋葉原ＳＴＮフロント
（乗客数 156,102人/日※降車客含まず）

調剤薬局

内科クリニック

応相談

東京都千代田区神田佐久間町2-18-1

ＪＲ『秋葉原駅』徒歩1分

物件所在地 
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最終更新日：2022/10

所在地

アクセス

募集区画 賃料

3階 14.91坪 応相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　中岡 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

コンパクトな開業におすすめの好立地物件

千歳船橋駅前　アジア堂ビル

調剤薬局

（乗降客数 47,665人/日）

東京都世田谷区船橋1-1-5

小田急小田原線千歳船橋駅から徒歩1分

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

袖看板設置可能（応相談）。
即入居可能です。

1999年11月竣工済 

POINT

①駅からすぐの好立地。視認性抜群。

②専用エレベーター有。

③耳鼻科・歯科が盛業中の物件です。

賑わいのある商店街の入口に面しております。

耳鼻科、心療内科、歯科以外の各科目

物件所在地 

5/1
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最終更新日：2022/11

所在地

アクセス

募集区画 賃料

4階 30.7坪 応相談

3階

2階

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　松下 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

内科・眼科以外の各科目

祐天寺駅徒歩1分の新築医療ビル

祐天寺駅前メディカルセンタービル

（乗降客数 25,761人/日）

眼科クリニック

調剤薬局

東京都目黒区祐天寺1-23-20

東急東横線『祐天寺駅』徒歩1分

内科クリニック

2022年3月竣工済

POINT

①祐天寺で稀少な医療物件です

②人通り多く、高い認知度が見込めます

③エレベーターあり

渋谷より東急線で3駅の好アクセス。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

2022年6月に眼科が開院し盛業中。
10月に内科クリニック・調剤薬局がオープン済み。

物件所在地 
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最終更新日：2020/8

所在地

アクセス

募集区画 賃料

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　河原 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

駅北口から視認可能の好立地物件

上板橋フルヤビル
（乗降客数 40,240人/日）

東京都板橋区常盤台4-32-2

東武東上線上板橋駅から徒歩1分

約23坪 応相談1階

要相談

POINT

①東武東上線「上板橋」駅より徒歩1分

②駅から視認可能な好立地です

③写真スタジオの内装譲渡可能

眼科を除く各科目

太田眼科、イムス記念病院の近くです。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

現在、物件オーナー様ご自身で写真スタジオを運営して
おりますの為、入居時期は要相談です。

物件所在地 

5/1



最終更新日：2020/7

所在地

アクセス

募集区画 賃料

2階 約25坪 応相談

1階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　河原 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

調剤薬局開局済

（乗降客数 59,069人/日）

東京都足立区竹の塚6-9-4

東武スカイツリーライン『竹ノ塚駅』から徒歩2分

竹ノ塚カリンロード商店街沿い物件

竹ノ塚　坂田ビル第２

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

2階は元々オーナーご自身でレストランを経営しておりま
した。外観の変更等は要相談。

要相談

POINT

①東武スカイツリーライン「竹ノ塚」駅より徒歩2分

②カリンロード商店街沿い、人通りの多い好立地

③エレベーターなし、階段のみ

竹ノ塚駅は2022年3月に駅の高架化を実施し、
駅を挟んだ東西の行き来が容易になりました。

全科目

物件所在地 

5/1



最終更新日：2023/2

所在地

アクセス

募集区画 賃料

5階 約200坪（区画割応相談） 応相談

4階 内科、皮膚科、眼科、泌尿器科、歯科

1-3階

1階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　小池 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

内科・皮膚科・眼科・泌尿器科・歯科を除く各科目

一之江駅A3c出口目の前、商業ビル

一之江駅前商業ビル「FRONT」
（乗降客数 34,960人/日）

スーパーマルエツ、ダイソー

調剤薬局

東京都江戸川区一之江8-13-9

都営新宿線一之江駅から徒歩1分

応相談

POINT

①2021年8月竣工の築浅医療企画物件

②B1階に34台駐車場あり。エレベーター24人乗り設置

③スーパーなどの集客効果により高い集患が期待できます

バスロータリーに面した高い視認性

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

内科、皮膚科、眼科クリニックが盛況中。泌尿器科、歯科開業予定。整形外
科に特におすすめです。
敷地内に駐輪場あり。ファミリーマンション75戸併設。

5/1



東日本橋駅すぐの築浅物件
所在地

アクセス

募集科目

竣工時期

募集区画
4階 約32.7坪
3階
2階
1階

周辺情報

お問合せ

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　吉田

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

2020年11月末竣工済み

POINT

①都営浅草線「東日本橋駅」（B4出口）目の前、視認性良好

②エレベーターあり

物件情報
詳細

新築駅近(徒歩0分）。2クリニック開院済で盛業中です。
フリーレントキャンペーン実施中。

③内科クリニック・小児科クリニックが開院済み

（仮称）東日本橋メディカルセンター
東京都中央区東日本橋3-11-8

都営浅草線『東日本橋駅』すぐ、

（東日本橋駅：乗降客数57,830人/日　※2020年）

内科・小児科以外の各科目

JR・都営新宿線『馬喰横山駅』徒歩3分

複数路線利用可能。周辺に医療機関少ないエリア。

賃料
17000円/坪（賃料は相談可）

小児科クリニック

内科クリニック

調剤薬局

掲載2020.1 更新2023.3

物件所在地

5/1



最終更新日：2022/1

所在地

アクセス

募集区画 賃料

4階

3階 約32.67 応相談

2階

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

正面に食品スーパーがあり人通りが多いエリア。早期の
認知が見込めます。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

エレベーターあり。内見可能です。皮膚科、歯科クリニッ
クが盛業中。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　松木

2021年9月竣工済

POINT
①久我山駅南口よりすぐ、築浅のクリニックビル

②人見街道沿いの視認性が高い立地
③クリニックに合わせたグレードの高い仕様

耳鼻科、泌尿器科、内科等

井の頭線沿線駅前の医療ビル　残り1区画

オークヒルズ久我山
東京都杉並区久我山３丁目２４－１５

京王井の頭線『久我山駅』徒歩1分
（乗降客数 33,392人/日）

皮膚科クリニック

調剤薬局

歯科クリニック

5/1
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最終更新日：2022/11

所在地

アクセス

募集区画 賃料

2階①

2階② 約28坪

別棟2階 約43坪

1階

1階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　小池 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

内科、整形外科、耳鼻科、小児科を除く各科目

地域密着型大型複合施設

すみだパークプレイス　医療区画
（乗降客数 JR211,338人/日　東京メトロ79,913人/日）

内科、整形外科クリニック

調剤薬局

東京都墨田区横川1-1-10

JR総武線、東京メトロ半蔵門線錦糸町駅から徒歩15分

耳鼻科クリニック開院予定

応相談

即居可 

POINT

①建物専用駐車場（条件相談）、駐輪場が敷地内にあり

②生活導線道路に面して視認性良好

③2022年9月上旬竣工。エレベーターあり

眼科、皮膚科、婦人科、泌尿器科の新規開業やクリニッ
ク移転をお考えの方へおすすめ

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

「すみだパークプレイス」には、セブンイレブン、保育園、
フットサルアリーナ、レンタルスタジオ」、有名な「すみだ
パークスタジオ」が入居済

物件所在地 

5/1



募集科目：全科目
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TEL　090-6943-7397　FAX　03-5288-8691

Email  kaigyo@nicho.co.jp

東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階
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東京メトロ日比谷線『広尾駅』徒歩１分渋谷区広尾　２階医療区画

調剤薬局開局済み
所在地 ：東京都渋谷区広尾5丁目14番2号

連絡先
日本調剤株式会社　営業統括部　増田
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物件所在地 

広尾駅 
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最終更新日：2023/4

所在地

アクセス

募集区画 賃料

7階・8階32.38坪 応相談

6階

5階

4階

3階

1階
募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

就業者多く、利便性が高いため住む町としても人気。近
年開発が進んでおり、夜間人口も増加傾向。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

内科、心療内科、皮膚科、歯科クリニックが盛業中。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　松下

2019年6月

POINT

①駅から近く、交差点からの視認性抜群の好立地

②2線利用可能なため、広域からの集患が見込めます

③4クリニックと調剤薬局が盛業中の築浅医療ビル

調剤薬局
内科・心療内科・皮膚科・歯科を除く各科目

駅徒歩1分、都心の盛業医療モール

ＪＵスカイタワー日本橋
東京都中央区日本橋馬喰町1-6-1

JR総武線『馬喰町』駅徒歩3分

（乗降客数　都営地下鉄：82,627人/日、JR：52,384人/日）

心療内科クリニック
内科クリニック

都営新宿線『馬喰横山』駅徒歩1分

歯科クリニック
皮膚科クリニック

物件所在地
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公立福生病院の隣地。視認性良好。 掲載開始：2023/4

所在地

アクセス

募集区画 賃料

1階 約52.1坪 応相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

全科目

（仮称）福生市クリニック物件
東京都福生市加美平１丁目13−１

JR青梅線『福生』駅徒歩9分

隣地にて調剤薬局開局済み

福生駅　 乗降客数　12,841人/日（降車客含まず）

2023年9月24日以降入居可能 

POINT

①公立福生病院の隣地。薬局出店済み。

②クリニック専用駐車場22台使用可能。

③近隣に競合クリニックが少ないエリア。

公立福生病院の隣地。周辺にクリニックの競合が少ないエリア
（内科、整形外科等）。やなぎ通りに面しており視認性良好。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

交差点に面した視認性の良い立地。専用の看板を使用
可能。専用駐車場22台使用可能。建物外装の変更工事
可能。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　松木

物件所在地

5/1
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掲載開始：2023/1

所在地

アクセス

募集区画 賃料

4階 約41.5坪 応相談

3階 約41.5坪 応相談

2階 約41.5坪 応相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

循環器内科、整形外科、歯科を除く各科目

新設される駅ロータリーに面する好立地

（仮称）田無駅前メディカルセンター
東京都西東京市南町4-1-8（仮）

西武新宿線『田無駅』から徒歩1分
（乗降客数 59,316人/日）

調剤薬局開局予定

2024年10月頃竣工予定 

POINT

①南口より徒歩1分以内の好立地

②エレベーター設置

③上層階でも前面約14ｍと広い間口

2025年再開発により整備される田無駅南口ロータリーに
面します。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

鉄筋コンクリート造5階建ての丈夫な建物予定

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　小池
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掲載開始：2022/12

所在地

アクセス

募集区画 賃料

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

約100坪
（分割応相談）

応相談

全科目

駅改札目の前のリニューアル医療物件

（仮称）つくし野駅前メディカルセンター

1階

東京都町田市つくし野1丁目29−1

東急田園都市線『つくし野』駅から徒歩1分
（乗降客数 9,413人/日）

2023年8月頃リニューアル予定 

POINT

①人気の田園都市線のリニューアル医療物件

②駅改札、バスロータリー目の前、広域の集患が可能

③駐車場設置あり

閑静な住宅街、落ち着いたエリア。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

稀少な1階区画、2階は倉庫として利用可能。
面積、賃料は応相談。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　松下

5/1



掲載開始：2022/7

所在地

アクセス

募集区画 賃料

4階 46坪 応相談

3階 62坪 応相談

2階

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第２部　小池 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

眼科、消化器内科、泌尿器科、腎臓内科、整形外科

抜群の視認性

町田木曽西医療ビル

皮膚科、耳鼻科開院(計2クリニック)

調剤薬局開局済

東京都町田市木曽西2丁目17-24

小田急線町田駅から車13分

2015年2月竣工

POINT

①視認性良好、高い認知度が見込めます。

②比較的交通量の多い道路の交差点の角地にあります。

③駐車場24台完備。

隣地にスーパーマーケットあり。
周辺に眼科クリニックが少ないため、 眼科開院を望む声が多い
です。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

盛業中の医療モールです。
袖看板設置可能。

物件所在地 
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最終更新日：2023/5

所在地

アクセス

募集区画 賃料

2階B 約40坪

2階A 約40坪

1階 約80坪(分割可)

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

全科目

競合が少ないエリアの貴重な新築物件

（仮称）稲城長沼メディカルセンター
東京都稲城市東長沼533,534-1

JR南武線『稲城長沼駅』徒歩1分
（乗車人員 6,577人/日※降車客含まず）

調剤薬局開局予定

応相談

2023年12月以降竣工予定

POINT
①駅北口徒歩1分の物件につき視認性良好

②希少な1階部分テナントあり

③都内としてリーズナブルな賃料設定

周辺に競合クリニックが少ないエリア。
駅周辺は区画整理事業施工中。当該物件は都市計画
通りに面し、土地区画確定済み（現況コインパーキング）

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

エレベーター設置予定。
※計画中案件のため変更・中止の可能性があります。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　半谷

物件所在地
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最終更新日：2023/4

所在地

アクセス

賃料

4階-1

4階-2

3階-2

2階-1

2階-2 54.23坪 応相談

1階-1

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　河原 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

募集区画

小児科、皮膚科、心療内科、歯科を除く

駅ホームから視認性抜群の立地、残り1区画

花小金井875ビル
（乗降客数 42,843人/日）

小児科クリニック

調剤薬局開局済

皮膚科クリニック

心療内科クリニック

東京都小平市花小金井1-10-11

西武新宿線花小金井駅から徒歩1分

歯科クリニック

2020年11月竣工済み 

POINT

①竣工済みの物件につき即入居可能

②スケルトン渡しで内装の自由度高

③駐輪場43台、駐車場2台あり

駅北口はスーパーのいなげやがあり、常に人が多い立
地

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

1階-2：トレーニングジム、
3階-1：学習塾が入居中。

物件所在地
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最終更新日：2023/3/24

所在地

最寄駅

募集区画 面積 賃料

1階A 約44坪

1階B 約57坪

1階C 約39坪

1階D 約34坪

1階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

周辺は急性期の基幹病院が多くあり、病診連携が期待できま
す。クリニックの競合が少ないエリアにつき診療圏の数値は比較
的良好です。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

施設はバスや車が多く通る道に面しております。
区画割りは調整可能、複数区画の利用も可能です。
※歯科は募集していません。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　河原

応相談(複数区画決定時以降)

POINT

①横浜市戸塚区の商業施設内での医療モール計画。

②食品スーパーなど集客力のあるテナントが入居中。

③施設内に駐車場、駐輪場が多数あり。

全科目

横浜市戸塚区、商業施設のリニューアル案件

（仮称）戸塚区商業施設内案件
（乗車人員(JR) 85,198人/日、乗降人員(地下鉄) 63,850人/日）

調剤薬局開局予定

神奈川県横浜市戸塚区

JR線、横浜市営地下鉄　戸塚駅

応相談

※物件周辺マップ。立地の詳細はお問合せください。
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掲載開始：2023/3

所在地

最寄駅

募集区画 面積 賃料

2階A

2階B 84.45坪（薬局と分割）

2階C 161.24坪(分割可)

地下1階 337.29坪(分割可)

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

全科目

センター南駅から徒歩1分、視認性抜群のビル

（仮称）センター南ビル医療モール
（乗降人員 63,850人/日）

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央3-1

横浜市営地下鉄　センター南駅から徒歩1分

コンビニエンスストア

応相談

（2階）2023年4月以降、(地下1階)2023年6月以降

POINT

①センター南駅1番出口からすぐのビルでの医療モール計画。

②近隣には港北東急SCなど商業施設が多くあります。

③昭和大学横浜市北部病院の最寄り駅です。

駅周辺は商業施設も多くあり、常時人通りがあります。
昭和大学横浜市北部病院が近くにあり、病診連携が期待で
きます。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

地下1階にも窓面があり、採光が取れます。
区画割り、面積はご相談可能です。区画割りによって設備の
確認が必要になります。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　河原

物件所在地

センター南駅

5/1



掲載開始：2023/2

所在地

アクセス

募集区画 賃料

2～6階 23.54坪 応相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

全科目

視認性良好な駅前立地

（仮称）大船駅前メディカルセンター

（乗降客数 14万7272人/日）

調剤薬局開局予定

神奈川県鎌倉市大船1-11-18

JR横須賀線・東海道本線・高崎線他『大船駅』徒歩1分

2023年3月竣工

POINT

①駅デッキから至近距離の立地

②駅前バスロータリーから目視可能

③EV設置の為、上層階も利用しやすい

駅至近に皮膚科・耳鼻科がないので、特におすすめで
す。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

大船駅前デッキから直通の歩道橋隣接しているので、
駅利用者の目に触れやすい立地です。
23坪ながら内装の検討しやすい整形区画。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　三澤
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掲載開始：2023/1

所在地

アクセス
（乗降客数 56,000人/日）

募集区画 賃料

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

2023年9月頃竣工予定 

武蔵新城駅前のシンボリックな新築建物

LAPORTA　武蔵新城駅前新築ビル
神奈川県川崎市中原区上新城2-3-5

JR南武線『武蔵新城駅』徒歩1分

調剤薬局開局予定

全科目

2階 相談
約32坪、36坪、40坪

(面積相談可)

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

POINT

①南武線で上位に入る乗降客数が多い駅

②シンボリックで視認性の高い新築建物

③スーパー、店舗が建ち並ぶ賑やかな通り沿い

物件情報
詳細

・1階・2階が店舗エリア
・3階～9階は住宅　・エレベーターあり
※契約面積は相談可能。

駅前の交差点から視認できる立地。
周辺には店舗等が多く、人通りが多いエリアです。

日本調剤株式会社　営業推進部　加藤
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掲載開始日：2022/11

所在地

アクセス

募集区画 賃料

5階 約48坪 応相談

4階 約59坪 応相談

2階・3階

1階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

駅前商店街、紅谷パールロードは地域住民の生活導線。
各業種のテナントが集積。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

現地内見可能。SRC造、エレベーターあり。
竣工済み、一部改修工事予定。
前テナントの造作あり（譲渡無償）、引渡し状況応相談。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　松下

2023年6月以降可能（要相談） 

POINT

①北口駅前商店街に位置しており、早期認知が可能

②神奈川で集患力のある整形外科が開院予定。相乗効果あり。

③駅前バスロータリー1分、広域の集患が可能。

整形外科以外の各科目

平塚駅徒歩2分、貴重な駅前医療ビル

（仮称）平塚北口メディカルセンター

（乗降客数 123,614人/日）

整形外科開院予定

調剤薬局開局予定

神奈川県平塚市紅谷町４−２３

JR東海道本線『平塚』徒歩2分

5/1



最終更新日：2022/9/9

所在地

アクセス

募集区画 賃料

5階

4階 66坪（分割可） 応相談

3階 36坪 応相談

2階

１階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第２部　吉田

お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

【建物概要】鉄筋コンクリート造　地上9F建　【契約】定
期借家契約（契約期間相談）。エレベーターあり。
1階にカフェがオープン予定。6階～9階はオフィスになり
ます。

婦人科クリニック開院予定

駅前エリア再開発により高層商業オフィス施設、高層住
宅予定

内科クリニック開院予定

2024年8月末引渡し予定

POINT

①駅からすぐ、角地に面するため視認性良好です。

②再開発後　バスロータリに面します。

③2クリニック開院予定、残り2区画。

内科、眼科、婦人科以外の各科目

関内駅前再開発をリードする新築医療ビル

（仮称）関内駅前メディカルセンター

（乗降客数JR 39,940人、地下鉄ブルーライン46,817人/日）

神奈川県横浜市中区真砂町3-28

京浜東北線・ブルーライン『関内駅』から徒歩１分

調剤薬局開局予定

5/1



掲載開始：2022/9

所在地

アクセス

募集区画 賃料

2階A 35.27坪 応相談

2階B 39.49坪 応相談

1階 56.32坪 応相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

全科目

有料老人ホーム併設

（仮称）大倉山メディカルセンター
（乗降客数 44,836人/日）

調剤薬局開局予定

神奈川県横浜市港北区大豆戸町89-1、-3

東急東横線大倉山駅から徒歩7分

2024年春頃予定 

POINT

①大通りに面した視認性の良い立地。

②上階は有料老人ホーム。

③駐車場、駐輪場あり。

近隣に港北区役所あり。
周辺に新たなマンションが計画中。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

6階建ての新築で、2階1部と3～6階が有料老人ホーム。
エレベーターあり。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　林

建築予定地 

5/1



掲載開始日：2022/8

所在地

アクセス

募集区画 賃料

6階 40坪～250坪(分割可) 応相談

6階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　中岡 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

みなとみらい線『みなとみらい駅』『馬車道駅』徒歩5分

調剤薬局開局予定

貴重な大規模商業施設内の医療モール

横浜ワールドポーターズ
（乗降客数 53,491人/日※みなとみらい駅、31,801人/日※馬車道駅）

神奈川県横浜市中区新港２－２－１

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

再開発が進む『みなとみらい21地区』の大規模施設。横
浜ベイエリアのプラットホームとしての役割を果たす。

テナント決定次第リニューアル予定

POINT

①盛業中の商業施設内での医療モール計画。

②3路線3駅から利用可能。

③駐車場1,000台あり。

2023年竣工予定の横浜地方合同庁舎を含む、物件周
辺に開発計画複数有。人口増加エリア。

全科目

5/1



募集開始：2022/7

所在地

アクセス

募集区画 賃料

４階

４階

３階 69.83坪 9,000円（共益費込・税別）

１階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第２部　吉田 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

小田急線本厚木駅前北口　医療ビル

本厚木センタービル3階
（乗降客数 102,464人/日）

常時、人通り往来が多い立地

心療内科、歯科を除く各科目

調剤薬局出店済

歯科クリニック

神奈川県厚木市中町2-2-8

小田急線本厚木駅　徒歩１分

本厚木駅北側にショッピングモールや商店街などの買い物・飲
食スポットが充実していて、人通りも多く賑やかな場所です。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

*4階に心療内科、歯科クリニック、3階にAGAクリニックあり。　*
区画につい相談可　　*「快速急行」「急行」「準急」「各停」「特急
ロマンスカー」すべて停車する駅です。

心療内科クリニック

即日

POINT

駅前徒歩１分の立地

視認性良好

物件所在地 

5/1
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最終更新日：2022/10

所在地

アクセス

募集区画 賃料

8階 60.12坪（分割可）

5階 60.12坪（分割可）

4階 21.8坪

4階

2・3階

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

飲食店多く、人通り多い。駅前バスローターからの視認
性抜群。

内科、泌尿器、整形外科、歯科以外の各科目

調剤薬局

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

◆OA対応ビル◆２４時間監視オンラインシステム◆フロアごと
の独立空調システム◆諸条件相談可◆普通賃貸借契約◆契約
期間2年◆５階8階　保証金５か月　礼金１か月

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　吉田

竣工済み

POINT

①『辻堂』駅南口　ロータリーに面した好立地

②採光面積を最大限に確保した設計

③内科、泌尿器、整形外科クリニック盛業中

駅前の好立地医療モール

辻堂駅前メディカルセンター
（乗降客数 48,284人/日）

内科（2階）、整形外科（3階）開院済

神奈川県藤沢市辻堂2-9-3

JR東海道線『辻堂駅』から徒歩１分

応相談

歯科クリニック開院予定

5・8階 
60.12坪 
（分割可） 

5/1
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最終更新日：2022/7

所在地

アクセス

募集区画 賃料

3階 30.94坪

2階 30.94坪

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

商店街や大きい公園など、住民の生活導線に位置。
駅近でありながら、穏やかな雰囲気。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

横浜駅より7分（4駅）の好アクセス。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　松下

2023年5月末頃予定

POINT

①人口の張り付き多く、競合少ないマーケット良好エリア。

②集客力があるスーパーマーケット隣接。

③エレベーターあり。

全科目

競合少ないマーケット良好エリアでの新築物件

(仮称)妙蓮寺メディカルセンター
（乗降客数　21,989人/日）

調剤薬局開局予定

神奈川県横浜市港北区菊名１丁目９−１０

東急東横線『妙蓮寺駅』から徒歩3分

応相談

物件所在地 

5/1
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所在地 ：神奈川県相模原市中央区相模原4－1－20

募集科目：全科目

連絡先
日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部  松木
東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階
TEL　03-6810-0800　FAX　03-5288-8691
Email  kaigyo@nicho.co.jp
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JR横浜線『相模原』駅徒歩2分相模原アルファビル

調剤薬局開局済み
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物件所在地 

2021.3 更新2022.8 
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掲載開始2021.1、最終更新日：2022/9

所在地

アクセス

募集区画 面積 賃料

3階

2階

1階 要確認 応相談

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　三澤 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

駅前再開発エリア至近。
前面道路の交通量多い。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

4階以降は賃貸住宅となります。
（スタッフルームなどの利用目的での賃貸交渉可能）

2023年2月頃予定 

POINT

①人気の田園都市線徒歩圏

②生活動線に面した角地

③地下に店舗用駐輪場（53台）有り

眼科、内科、泌尿器科、皮膚科除く各科目

駅前新築ビル。残り1区画を募集。

リバーレ鷺沼
（乗降客数 51,863人/日）

調剤薬局開局予定

神奈川県川崎市宮前区小台１丁目20-2

東急田園都市線鷺沼駅から徒歩2分

眼科クリニック開院予定

内科、泌尿器/皮膚科開院予定

物件所在地 

駅前再開発エリア 
2025～2026年度中の供用開始予定 

5/1
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募集科目：眼科、心療内科、耳鼻咽喉科、他ご相談
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TEL　080-1305-6707　FAX　03-3201-3630

Email  kaigyo@nicho.co.jp

(仮称)茅ヶ崎メディカルセンター
JR東海道本線・相模線
『茅ケ崎駅』徒歩６分所在地 ：神奈川県茅ケ崎市

ᛦдᕤޅޅʖܭ

連絡先
日本調剤株式会社　営業統括部  鈴木

東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階

ⅆᒗ⇗߃ᬜҤӝ↷↹ࢻഩ≙Ў
ⅆʴᡫ↹↝ٶⅳ⇶⇟ᡫ↹ඝⅳ↝ڤᇌע
ⅆُٳ∐⇱∋∞⇈∑ʖܭ
ⅆ‧᨞↝↮ᒉཞⅻီ↙↹↭ↈ

2020.12 

5/1

55



所在地 ： 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-2

募集科目：心療内科、眼科、泌尿器科、その他
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東戸塚メディカルモール JR横須賀線『東戸塚』駅徒歩5分
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連絡先
日本調剤株式会社 MC面対応営業第1部　担当：松木
東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階
TEL　03-6810-0800　FAX　03-5288-8691
Email　kaigyo@nicho.co.jp

盛業中の医療モール
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募集区画 

2021.4 
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最終更新日：2022/6

所在地

アクセス

募集区画 賃料

5階 25.12坪

3階 30.24坪

3階

2階

1階

1階

募集科目

竣工時期

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　松下 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

内科・耳鼻科・整形外科・小児科以外の各科目

駅からすぐ、人通りの多い好立地

希望ヶ丘　加瀬ビル191
（乗降客数 26,699人/日）

調剤薬局

神奈川県横浜市旭区東希望が丘100番19

相鉄線『希望ヶ丘駅』徒歩1分

応相談

小児科クリニック

耳鼻科クリニック

内科クリニック

2021年12月頃竣工済み

POINT

①希望ヶ丘駅北口からすぐの新築物件。

②視認性抜群、人通りの多い立地です。

③集客力のあるスーパー隣接。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

2021年12月頃竣工済み。エレベーターあり。
歯科の入居可。

物件所在地 

5/1
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最終更新日：2020/11

所在地

アクセス

募集区画 賃料

４階 51.75坪（分割可）

１・２階 計73.7坪

１階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　吉田

現在、同モール内科、眼科盛業中。
エレベーターあり。

あらゆるジャンルの70店舗がつらなるShopping Streetの
一画です。

竣工済み

POINT

①駅から一番近い医療モール。人通りも多い好立地。

③周辺に競合が少ないため、整形外科クリニックの開業に特におすすめです

②雨に濡れないバリアフリーのアーケード街

内科・眼科・皮膚科・心療内科以外の各科目

駅近、競合少ないエリア

（仮称）横須賀中央メディカルセンター

調剤薬局

神奈川県横須賀市若松町2-5-3

京急本線『横須賀中央』駅徒歩1分
（平均乗降人員50,022人/日）

応相談

物件所在地

5/1
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所在地 ：神奈川県横浜市中区山下町273

募集科目：全科目
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バス吉浜橋停留所下車徒歩30秒

JPT元町ビル 1階 ＪＲ根岸線『石川町』駅徒歩5分

ŠᙻᛐࣱƷǑƍ�᨞ғဒ
ŠǳȳȓȋǨȳǹǹȈǢᨩư᭗ƍᛐჷࡇƕᙸᡂǊǇƢ

連絡先
日本調剤株式会社MC開発営業第1部  松木
東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階
 TEL　03-6810-0800　FAX　03-5288-8691
Email  kaigyo@nicho.co.jp

調剤薬局開局済み
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2018.10 

物件所在地 
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最終更新日：2023/4

所在地

アクセス
（乗降客数 17250人/日）

募集区画 賃料

A～E 戸建て（30～80坪） 坪8,000円

（建物規模相談可能） (税別・相談可）

F

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　鈴木 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

・正面にスーパーマーケットあり、認知されやすい場所
・競合少なく、マーケット良好なエリア

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

・三井ホームによるオーダーメイド型診療所
・駐車場40台以上　・内装：三井ホーム
・定期借家契約 ・応募順に土地区画割・面積を決定しま
す

合意書締結から約1年で開業可能

POINT

①周辺に競合の少ないエリア

②戸建て型で理想の診療スペースを確保可能

③建物規模、内装など柔軟に対応可能です。

全科目

競合少ない医療ビレッジ案件

(仮称)東深井メディカルビレッジ

調剤薬局開局予定

千葉県流山市東深井131-1

東武アーバンパークライン運河駅から徒歩6分
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掲載開始：2023/4

所在地

アクセス
（乗降客数 6278人/日）

募集区画 賃料

A 約100坪（相談可能） 11,000円/坪（税別）

B 約50坪（相談可能） 11,000円/坪（税別）

C

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　鈴木 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

・近隣に小学校開校（2023年4月）
・開発が進む人口急増エリア
・競合が少なく、マーケット良好

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

・三井ホームによるオーダーメイド型戸建て診療所
・建物規模、内装など柔軟に対応可能、駐車場付き
・内装：三井ホーム
・定期借家契約

合意書締結から約1年で開業可能

POINT

①戸建て型で理想の診療スペースを確保可能

②近隣に小学校新設される人口急増地域

③競合少なく、周辺住民より医療機関開設の強い要望あり

全科目

人口増加エリアの医療ビレッジ案件

柏たなかメディカルビレッジ

調剤薬局開局予定

千葉県柏市小青田3-12-6

つくばエクスプレス『柏たなか駅』から徒歩6分

小学校新設

5/1
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掲載開始：2023/3

所在地

アクセス

募集区画 面積 賃料

8階 26.44坪 応相談

8階

7階

6階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　河原 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

耳鼻咽喉科の後継テナント募集です。
内装設備などの譲渡についてはご相談可能です。
当施設は100テナント以上が入居する商業施設です。
駐車場1,100台、駐輪場1,173台完備。

足元商圏に強みを持つ、来館頻度の多い、日常利用型
の商業施設です。子供からご年配まで、幅広い利用層
の取り込みが見込めます。

盛業中の商業施設内の医療モール

イオン新浦安ショッピングセンター

内科、小児科、皮膚科、歯科

千葉県浦安市入船1-4-1

JR京葉線 新浦安駅から徒歩3分
（乗車人員 42,520人/日（降車客含まず））

調剤薬局開局済

整形外科、脳神経内科、ペインクリニック、婦人科

POINT

①クリニック内装済み、短期間で開院可能です。
②近隣に順天堂大学医学部附属浦安病院があり、病診連携が見込めます。

③スーパーを核とする商業施設内の医療モールです。

耳鼻咽喉科、眼科、心療内科など

2023年5月以降

物件所在地
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掲載開始：2022/9

所在地

アクセス

募集区画 面積 賃料 柏駅

2階 100坪以上（分割可） 応相談
柏の葉キャンパス駅 （乗車人員 TX：15,108人/日）

2階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　河原 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

100テナント以上が入居する商業施設です。
主なテナントはヤオコー、ゼビオスポーツ、ロイヤルホー
ムセンター、スターバックスコーヒーなど。

足元商圏に強みを持つ、来館頻度の多い、日常利用型
の商業施設です。子供からご年配まで、幅広い利用層
の取り込みが見込めます。

日常利用型の商業施設内の医療モール

（仮称）モラージュ柏メディカルセンター

薬局開局予定

千葉県柏市大山台2丁目3番地

JR常磐線、東武線 柏駅から車で約7分

TX線 柏の葉キャンパス駅から車で約9分
（乗車人員 JR：100,705人/日、乗降人員 東武：123,592人/日）

POINT

①施設リニューアルに伴う医療モール計画

②無料駐車場967台あり

③柏駅、我孫子駅より無料シャトルバスあり

眼科、歯科を除く各科目

2025年リニューアル予定 

物件所在地 

柏駅 

柏の葉キャンパス駅 
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掲載開始：2022/7

所在地

アクセス

募集区画 面積（坪） 賃料

8階 148.69坪（分割可）

8階 101.47坪（薬局と分割）

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第二部　河原 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

松戸市中心部につき、非常に集客力のある施設です。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

主なテナント：ロピア、ノジマ、ニトリ、セリア、パシオス、喜久屋
書店
※歯科の入居は不可

テナント決定次第リニューアル予定

POINT

①盛業中の商業施設内での医療モール計画

②駐車場466台、駐輪場あり

③区画面積の調整可能

全科目

松戸市中心部の商業施設内物件

キテミテマツド医療ゾーン
千葉県松戸市松戸1307-1

JR常磐線・新京成線　松戸駅から徒歩3分
（乗降客数(JR)約150,000 人/日、(京成)79,250人/日）

要相談

物件所在地 
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所在地：千葉県市川市富浜１－２－３

募集科目：全科目

Უ״
ኖ᩿ᆢڎ ૰
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Ძ᨞ ״����

Ძ᨞

          　 Email  kaigyo@nicho.co.jp

2024年1月末竣工予定

ᛦдᕤޅޅʖܭ

ࣖႻᛩ

（仮称）妙典メディカルセンター

連絡先　日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部  担当：林

　　　　　 東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階

          　 TEL　03-6810-0811　FAX　03-5288-8691

東京メトロ東西線『妙典駅』徒歩1分

ŠᬜƔǒƢƙŴᙻᛐࣱƷᑣƍڤᇌע
ŠǨȬșȸǿȸƋǓ

  

2021.7 

物件所在地 
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募集科目：全科目

Წ᨞

Ძ᨞

Ძ᨞

TEL　03-6810-0800　FAX　03-5288-8691

Email  kaigyo@nicho.co.jp

Უ״ኖ᩿ᆢᲢڎ ૰ᲢᆋКᲣ

ᲢЎлӧᲣ״�����
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ŠǤǪȳȞȪȳȔǢᡈƘƷᚌע
ŠǨȬșȸǿȸƋǓ

連絡先
日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部  林

ࣖႻᛩ

ᛦдᕤޅޅʖܭ

(仮称)稲毛海岸メディカルセンター JR京葉線『稲毛海岸』駅徒歩3分

所在地 ：千葉県千葉市美浜区高洲3-11-2 2023年秋竣工予定

調剤薬局開局予定

״�����

東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階

2020.11  更新2022.4 

物件所在地 
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所在地：千葉県柏市柏2-5-14

募集科目：全科目(歯科を含む)
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PRAXIS柏

連絡先　日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部  担当：松下

　　　　　 東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階

          　 TEL　03-6810-0811　FAX　03-5288-8691

JR常磐線・東武野田線『柏』駅徒歩4分

ŠᙻᛐࣱƷ᭗ƍڤᇌעųŠǨȬșȸǿȸƋǓ
Šԗᡀƴ᧓ᬟئŴᬟئƕٶૠƋǓǇƢ
ŠᇛฎǈሰཋˑŴڎኖࢸჺ᧓ưƷឭƠӧᏡ

ࣖႻᛩ

          　 Email  kaigyo@nicho.co.jp

2021年3月頃竣工済み

ᛦдᕤޅޅʖܭ

ۡʴᅹǯȪȋȃǯᨈฎǈ

  

2019.11  更新2021.11 

物件所在地 

※複数区画利用可能 

婦人科クリニック 
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面積(坪） 賃料 備考

2階 約100坪
（分割可能）

応相談

1階 約100坪
（分割可能）

応相談

TEL　03-6810-0811

Email  kaigyo@nicho.co.jp

競合クリニックが少ないエリア募集科目：全科目

東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階

ターミナル駅「ＪＲ蘇我駅」から徒歩圏内

ビル専用　駐車場8台

蘇我駅　新築ビル計画

■ＪＲ「蘇我駅」徒歩10分、京成
千原線「千葉寺駅」徒歩８分
■新築２階建て計画
■駐車場8台、近隣に提携駐車
場56台
■エレベーター設置
■調剤薬局出店予定
※物件の詳細、診療圏調査に
ついてはお問合せください。
※※建物計画は、変更になる
可能性がございます

連絡先
日本調剤株式会社　MC面対応営業第１部　林

調剤薬局 開局予定

所在地 ：千葉県千葉市中央区末広５丁目

  

2019.06 更新2021.10 

物  件 

蘇我駅 

１階 建物配置図（案） 

千葉寺駅 
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掲載開始：2022/4

所在地

アクセス
（乗降客数 155.340人/日）

募集区画 賃料

5階 34.84坪 応相談

4階 45.23坪 応相談

3階 45.23坪 応相談

2階 43.25坪 応相談

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　三澤 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

耳鼻科・眼科を除く各科目

人通りの多い道路に面した好立地

（仮称）浦和仲町メディカルセンター
埼玉県さいたま市浦和区仲町1-1-8

京浜東北線・宇都宮線「浦和」駅から徒歩1分

2023年11月頃予定 

POINT

①各階広めの区画面積。

②EV設置の為、上層階でもアクセスしやすい。

③視認性が良く、認知されやすい。

隣接に耳鼻科・眼科が盛業中。
建物対面に調剤薬局営業中。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

1階路面への看板設置が可能な為、歩行者からの認知
がされやすくなります。
イトーヨーカドー入口至近で人通りが多いです。
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最終更新日：2023/3

所在地

アクセス

募集区画 賃料

2階 約98坪　（分割可）

1階 約120坪　（分割可）

1階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　日向 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

浦和駅周辺と大宮バイパスを繋ぐ県道の中間に位置。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

中浦和駅から徒歩1分、車でのアクセスも容易。
前面にバス停（浦和駅⇔志木駅)有り。
エレベータなし。

正式な申込から約3か月後

POINT

①中浦和駅改札よりデッキで連結、徒歩1分

②提携可能駐車場有、浦和駅と県道40号（志木街道）でつながり至便

③周辺は、マンションと一戸建てが混在

小児科、胃腸科を除く

中浦和駅から徒歩1分、提携可能駐車場有

（仮称）中浦和駅メディカルセンター

調剤薬局開局予定

埼玉県さいたま市南区鹿手袋2-788-1外

JR埼京線中浦和駅から徒歩1分

要相談

高架下
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最終更新日：2023/2/27

所在地

アクセス
（JR乗者人員203,160人/日（降車客含まず）、東武乗降人員110,181人/日）

募集区画 賃料

4階403D-2 約5.1坪

3階305D 約49.03坪

4階

3階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　河原 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

大宮駅東口の駅周辺は商業テナントが多く、斜向かい
は高島屋です。物件東側は住宅街が広がっておりま
す。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

内科・耳鼻咽喉科・歯科・泌尿器科・形成外科・皮膚科・整形外科・産婦人
科・眼科・健診センターが入居済み。
1階にはザ・ガーデン自由が丘、4～9階は市民ホール、10～18階はオフィ
スがあります。

2021年10月

POINT

①2022年4月オープンの商業施設『大宮門街』3、4階。

②3～4階のクリニックモールは盛業中。

③駐輪場、駐車場、エレベーター、エスカレーターあり。

心療内科など

新規オープンの商業施設内テナント

大宮門街メディカルセンター

内科・耳鼻咽喉科・歯科・泌尿器科・
形成外科・皮膚科・整形外科・薬局

埼玉県さいたま市大宮区大門町2丁目118番地

JR線・東武線「大宮駅」から徒歩4分

産婦人科・眼科・健診センター

要相談

写真︓株式会社エスエス 島尾望

物件所在地
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掲載開始：2023/1

所在地

アクセス
（乗降客数 32,693人/日）

募集区画 賃料

店舗1 約40坪 応相談

店舗3 約34坪 応相談

店舗2

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　半谷 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

谷塚駅西口は草加市のまちづくり整備計画あり

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

2023年夏～秋オープンの商業施設内
駅直結の高集患物件
※出店の契約にご相談事項あり

2023年夏～秋　予定

POINT

①改札徒歩1分の駅高架下立地

②競合クリニックの少ないエリア

③内科・小児科・皮膚科・耳鼻科・眼科ニーズ高い

全科目（歯科以外）

谷塚駅　改札前商店街の一画

（仮称）東武谷塚駅メディカルセンター

調剤薬局開局予定

埼玉県草加市谷塚一丁目1番23号

東武伊勢崎線谷塚駅すぐ
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掲載開始：2022/9 更新2022.10

所在地

アクセス

募集区画 賃料

2・3階

1階

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

車での生活動線上にある立地。専用駐車場設置予定。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

新築医療モール。面積の調整が可能です。エレベーター
あり。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　松木

2023年末頃竣工予定 

POINT

①駅徒歩圏の新築医療モール計画。

②クリニックに適したレイアウトが可能です。

③専用駐車場を設置予定。

心療内科・精神科を除く各科目

駐車場付き、新築医療モール計画

（仮称）岩槻メディカルセンター

調剤薬局開局予定

埼玉県さいたま市岩槻区本町3丁目2825-1（地番）

東武野田線（アーバンクライン）『岩槻』駅徒歩7分

クリニック決定済み

4階 43.44坪
（面積の調整応相談）

応相談

4階43.44坪 
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掲載開始：2022/9

所在地

募集区画 面積 賃料 久喜駅

1階 100坪以上（分割可） 応相談
北本駅

1階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　河原 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

眼科を除く各科目

大規模商業施設内の医療モール

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1

JR宇都宮線・東武伊勢崎線 久喜駅から車で約15分

JR高崎線 北本駅から車で約17分

（乗車人員 JR：14,657人/日）

（仮称）モラージュ菖蒲メディカルセンター

薬局開局予定

アクセス

（乗車人員 JR：27,759人/日、乗降人員 東武：41,047人/日）

2025年リニューアル予定 

POINT

①施設リニューアルに伴う医療モール計画

②駐車場5,000台、駐輪場960台あり

③久喜駅、桶川駅より有料バスあり

埼玉県北部では最大規模の商業施設密集エリアです。
広範囲からの来館が見込めます。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

約250テナントが入居する商業施設です。主なテナント
はヨークマート、無印良品、109シネマ、トイザらスなど。

物件所在地 

北本駅 

久喜駅 
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掲載開始：2022/9

所在地

アクセス

募集区画 面積 賃料

区画１～４ 応相談 応相談

区画５

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　河原 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

デイサービス・ショートステイ、認可保育所、
介護付き有料老人ホーム(2023年4月開業予定)。
イオンスタイルあり。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

・産官学連携まちづくりプロジェクト「BLP南栗橋」エリア内に
立地、今後も発展が見込めます。
・近隣に小学校・保育所があり、小児科の医療ニーズが高
いエリアです。

2023年秋頃以降、入居者決まり次第着工 

POINT

①新興住宅街172戸（予定）の隣接地

②駐車場80台以上設置予定

③必要に応じて区画面積調整可能

全科目

新興住宅街でのビレッジ型の医療モール

（仮称）南栗橋メディカルセンター
（乗降客数 7,079人/日）

調剤薬局開局予定

埼玉県久喜市南栗橋8丁目

東武日光線 南栗橋駅から徒歩7～8分

区画１ 区画２ 区画３ 

区

画 物件所在地 

※区画割等についてはイメージです。 
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掲載開始：2022/8

所在地

アクセス

募集区画 面積 賃料

3階 約180坪(分割予定) 要相談

１階

募集科目

竣工時期

　　　　現地写真

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　林 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

大宮ソニックシティなどビジネス街に隣接

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

1階にスーパー、3階に保育所が入居予定。
4～28階はマンション522戸を予定。

　　　　　　大宮駅写真

全科目

住・商複合再開発内の医療モール

（仮称）大宮サクラスクエア医療モール

（乗客数(JR)188,576人/日、乗降客数(東武)110,181人/日）

調剤薬局開局予定

埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目

JR線、東武線『大宮駅』西口から徒歩5分

2024年7月頃予定 

POINT

①大宮駅西口第3-B地区第一種市街地再開発事業内

②商業施設3階テナント

③地下駐車場あり、エレベーター、エスカレーターあり

大宮駅 

物件所在地 
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掲載開始：2022/6　更新2022/12

所在地

アクセス

募集区画 面積 賃料(税別)

2階 約49.76坪

1階102 約73.34坪

1階103 約63.36坪(薬局と分割)

募集科目

竣工時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第１部　松木 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

周辺はタワーマンションが多く、人口増加エリアです。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

マンションは東急不動産の『ブランズタワー所沢』。
2階に歯科クリニック、3階に学習塾あり。

2022年2月　竣工済

POINT

①所沢駅から徒歩6分

②ファルマン通り商店街の交差点角地

③新築マンション(29階155戸)の1～2階のテナント部分

内科、整形外科、歯科を除く各科目

新築マンションの下層階テナント部分

（仮称）所沢メディカルセンター
（乗降客数 78,002人/日）

埼玉県所沢市東町12-10

西武池袋線、新宿線 所沢駅から徒歩6分

応相談

物件所在地 

5/1



所在地 ：埼玉県さいたま市浦和区高松2-8-16

募集科目：全科目
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          　 Email  kaigyo@nicho.co.jp

2024年春オープン予定

ᛦдᕤޅޅʖܭ

（仮称）浦和西口メディカルセンター

連絡先　日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部  担当：半谷

　　　　　 東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階

          　 TEL　03-6810-0811　FAX　03-5288-8691

JR・京浜東北線『浦和駅』徒歩3分
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2021.10 更新2022.12 周辺マップ 

物件所在地 
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所在地 ： 埼玉県八潮市緑町3丁目23-2 (緑町3丁目バス停前)

募集科目：眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科など
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八潮緑町クリニックビル つくばエクスプレス『八潮』駅・

東武伊勢崎線『草加』駅からバスで15分
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連絡先
日本調剤株式会社 MC面対応営業第1部　担当：福崎
東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階
TEL　03-6810-0800　FAX　03-5288-8691
Email　kaigyo@nicho.co.jp

盛業中の医療モール
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物件所在地 
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掲載開始：2023/2

所在地

アクセス

募集区画 賃料

1階 100坪以上（分割可） 応相談

1階

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

小山駅周辺は分譲マンションが複数建設され、30～40
歳代層を中心とする居住人口が増えております。

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

物件情報
詳細

駐車場約2,000台、駐輪場多数完備。
小山駅からのシャトルバスあり。
内科、整形外科、小児科等におすすめの物件です。

日本調剤株式会社　MC面対応営業第二部　河原

2023年以降リニューアル予定 

POINT

①2007年に開業したオープンモール型のショッピングセンター。

②駐車場約2,000台、駐輪場多数完備。

③同施設内にスーパー、飲食店、家電、映画館など出店済み。

眼科、美容皮膚科、歯科を除く各科目

調剤薬局開局予定

小山ゆうえんち跡の商業施設内医療モール計画

おやまゆうえんハーヴェストウォーク

（乗車人員 16,359人/日（降車客含まず）)

栃木県小山市喜沢1475

JR宇都宮線小山駅から車7分

物件所在地 

募集区画 
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最終更新日：2023/1/30

所在地

アクセス
（乗降客数 25,300人/日）

募集区画 賃料

募集科目

入居可能時期

周辺情報

お問合せ 日本調剤株式会社　MC面対応営業第2部　中岡 お問合せ

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

つくば駅前広場に立地。アクセス良好。

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

POINT

①駅前バスターミナル目の前の好立地。

②駐車場28台、駐輪場258台有。

③美容・教育系の入居テナント充実。

物件情報
詳細

2015年9月に開業済の環境型ターミナルビル。5階建。
※歯科は募集していません。

全科目

テナント決定次第（要調整）

視認性良好の駅前複合商業施設

BiViつくば
茨城県つくば市吾妻1丁目8-10

つくばエクスプレス『つくば』駅徒歩3分

4階 応相談
約100坪
(調剤薬局と分割)
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清閑な住宅街 掲載開始　2022/7

所在地

アクセス

募集科目

入居可能時期

募集区画 賃料
約31坪 245,000円
（103.2㎡） （税込）

周辺情報

お問合せ

日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部　林

〒200-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1

TEL：03-6810-0811　E-mail：kaigyo@nicho.co.jp

近隣に調剤薬局が開局済み。

日立市　メゾンボヌール１階
茨城県日立市中成沢町4丁目１7−22

JR線常磐線『日立駅』から車で7分

全科目

2022年9月以降

POINT

①駐車場あり

②視認性の高い1階区画

物件情報
詳細

看板設置可能。

③2階以上は賃貸マンションです

1階

物件所在地 
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所在地：山梨県富士吉田市下吉田1-22-16

募集科目：眼科・小児科・泌尿器科を除く各科目
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（仮称）富士吉田市メディカルセンター

連絡先　日本調剤株式会社　MC面対応営業第1部  担当：福﨑

　　　　　 東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階

          　 TEL　03-6810-0811　FAX　03-5288-8691

富士急行大月線『下吉田』駅徒歩10分
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          　 Email  kaigyo@nicho.co.jp

盛業中の医療ビレッジ

  

2019.9 
物件所在地 

泌尿器科クリニック 

小児科クリニック 

調剤薬局 

眼科クリニック 
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所在地：茨城県取手市取手3-4-22

募集科目：全科目
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JR常磐線『取手駅』徒歩2分
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取手クリニックビル

連絡先　日本調剤株式会社 MC面対応営業第１部  林
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          　 Email  kaigyo@nicho.co.jp

隣地に調剤薬局開局済み

　　　　　 東京都千代田区丸の内1-9-1ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ37階

          　 TEL　03-6810-0811

  

2022.4 

物件所在地 
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