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１ 平成２０年基準地調査の概要 
 

(1) はじめに 

基準地調査は、国土利用計画法施行令第９条の規定に基づいて、都知事が年１回基準地の標準価格（以下「基準地価格」という。）を判

定するために、昭和５０年以降、毎年実施しているものである。 

この基準地価格は、国土利用計画法の規定に基づいて土地取引の価格規制を行う場合（規制区域を指定した場合における許可基準

及び届出の場合における勧告基準等）の審査において、地価公示価格（地価公示法に基づいて国が毎年１回公示している価格）とともに

「相当な価格」を判断する際の基準として使用される。 

また、この価格を公表することによって、一般の土地取引価格の指標として利用されている。 

平成２０年における基準地価格は、「平成２０年東京都基準地価格一覧」(4７頁以下)のとおりである。 

以下、この調査の概要及び地価の状況について若干の取りまとめを行った。 

なお、取りまとめにあたって、東京都の地域の分類は東京駅を中心とした距離圏等を総合的に勘案し、第１表「地区別分類表」のとおりと

した。 

(2) 基準地の設定 

ア  設定対象区域 

基準地の設定対象区域は、東京都全域で面積は約２,１８７ｋ㎡である。 

都市計画法上の区分による面積では、都市計画区域が約１,７４４ｋ㎡である。この内訳は、市街化区域約１,０７７ｋ㎡、市街化調整区域

約３６５ｋ㎡、市街化区域及び市街化調整区域の区分がなされていない都市計画区域(以下「非線引都市計画区域」という。)約３０２ｋ㎡

となっている。都市計画区域以外の区域(以下「その他地域」という。)は、約４４３ｋ㎡である。 

イ  設定数 

基準地の設定数は、宅地等(宅地及び宅地見込地)が１,２５７地点、林地が１１地点の合計１,２６８地点である。 

この内訳は、宅地等については、市街化区域１,２０９地点、市街化調整区域１５地点、非線引都市計画区域２５地点、その他地域８地

点である。また林地については、市街化調整区域７地点、非線引都市計画区域２地点、その他地域２地点である。 
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 第１表   地 区 別 分 類 表 

中心区 千代田区、 中央区、 港区、 文京区、 台東区 (５区)      

 新宿区、 墨田区、 江東区、 品川区、 目黒区、 大田区、 渋谷区、 中野区、 

 内周区 
豊島区、 北区、 荒川区 (１１区)         

 

区
部 

外周区 世田谷区、 杉並区、 板橋区、 練馬区、 足立区、 飾区、 江戸川区 (７区) 
 

立川市、 武蔵野市、 三鷹市、 府中市、 昭島市、 調布市、 小金井市、 小平市、 
 

東村山市、 国分寺市、 国立市、 狛江市、 東大和市、 清瀬市、 東久留米市、 武蔵村山市、 
 

北多摩地区

西東京市 (１７市)             
 

南多摩地区 八王子市、 町田市、 日野市、 多摩市、 稲城市 (５市)     
青梅市、 福生市、 羽村市、 あきる野市、 瑞穂町、 日の出町、 檜原村、 奥多摩町  

多
摩
地
区 

西多摩地区
(４市３町１村)                

 島部 大島町、 新島村、 神津島村、 三宅村、 八丈町、 小笠原村 (２町４村)   

  

ウ  設定方針 

設定数は、「東京都地価調査基準地設定方針」(以下「基準地設定方針」という。)に基づいて定めており、その内容は次のとおりであ

る。 

宅地等の場合は、市街化区域にあっては概ね１ｋ㎡ 当たり１地点を基本とし、各用途地域別には第一種住居地域等は１ｋ㎡当たり１

地点、商業地域等は０.３ｋ㎡当たり１地点、準工業地域は１.５ｋ㎡当たり１地点、工業地域等は７ｋ㎡当たり１地点となっている。 

市街化調整区域にあってはおおむね２０ｋ㎡当たり１地点、非線引都市計画区域及びその他地域では、町の区域に５地点、村の区域

に３地点を目途としている。 

林地の場合は、市街化区域以外の区域で、都の林地の価格水準を的確に把握しうるように、林地の地域特性を配慮して配分すること

になっている。 
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また、基準地を具体的に設定するに当たっては、上記の基本的な方針によりつつ、なおかつ都の有する地域の特性に合致したものと

するため、次の方針によった。 

(ア)  基準地設定対象区域の中で、基準地を設定する必要が認められない区域、例えば、学校、都市計画公園、飛行場、埋立地、住

宅団地等の公的施設のうち、比較的大規模のものについては設定対象面積から除外した。 

(イ)  都市計画区域内には、すでに基準地数を上回る国の公示地が設定されているので、公示地と基準地を一体のものとして設定計

画を立て、都全体の量的な均衡を図った。 

(ウ)  基準地の設定は、単に区域の面積比率によることなく、価格水準を等しくする地域のそれぞれの範囲に適切に分布させて設定で

きるよう、地域の状況に応じて密度差をつけた。 

① 住居地域の場合は、住宅地としての熟成の程度、人口密度、価格水準、近隣地域の相対的広狭の程度、都心部からの距離等

の要因を基礎として設定した。 

② 商業地域については、面的広がりをもって形成されている高度商業地域、鉄道駅を中心として発展した地域中心型商業地域、

周辺の住宅地を背後地として形成されている近隣商業地域または路線商業地域等に分類される。この中で、広域的に面的広がり

をもつ高度商業地域は、価格水準を等しくする地域の範囲(近隣地域)が比較的広いため、基準面積に対してやや少なく設定し、

近隣地域の範囲が比較的狭い地域中心型商業地域、さらにその傾向が著しい近隣商業地域にあっては、基準面積に対してやや

多く基準地を設定した。 

③ 準工業地域のうち、江東区、大田区、足立区等広域的に準工業地域が指定されているところは、住・商・工が混在する典型的な

準工業地域であり、近隣地域の範囲が狭いため、基準地を比較的多く設定した。これに対して、住居地域及び商業地域に隣接し

て局地的に指定されている準工業地域にあっては、これを取り巻く隣接地域に基準地が設定されているため、比較的少なく設定し

た。また、単一ないし少数の企業が所有する企業用地を対象に準工業地域が指定されているところには設定しないこととした。 

④ 工業地域については、地域別に個別に検討し、単一または少数の大規模企業用地を対象区域として工業地域が指定されてい

る場合には、原則として設定しないこととした。 

⑤ 島部については、集落形成の状況、不動産取引の実情等を考慮して、大島町、新島村、神津島村、三宅村、八丈町及び小笠

原村に基準地を設定した。 
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⑥ 林地については、基準地設定方針どおり設定した。 

以上の方針に基づいて、基準地を行政区域別、用途別に設定した結果は、「平成２０年東京都基準地設定一覧表」(資料１･１６頁)の

とおりである。 

なお、地価公示の標準地と同一地点である基準地は、196 地点である。(160 頁以下)。 

(3) 基準地の選定 

ア  一般方針 

基準地の選定については、「東京都地価調査事業事務取扱要領運用細則」(以下「運用細則」という。) に基づき、次の４原則に留意

して選定を行った。 

(ア) 代表性の原則 

基準地は、区市町村の区域内において、適切に分布し、当該区域全体の地価水準をできる限り代表しうるものであること。 

(イ) 中庸性の原則 

基準地は、当該近隣地域内において土地の利用状況、環境、地積、形状等が中庸のものであること。 

(ウ) 安定性の原則 

基準地は、できる限り土地の利用状況が安定した近隣地域内にあって、当該近隣地域の一般的用途に適合したものであること。 

(エ) 確定性の原則 

基準地は、土地登記簿、住居表示、建物、地形等によって明確に他の土地と区別され、かつ容易に確認できるものであること。 

イ  公示地との均衡 

基準地を具体的に選定するに当たっては、国の定めた「運用細則」に基づいて、できるだけ良好な条件を具備した画地を選定するよ

う努力し、さらに公示地との位置的均衡及び地価水準等を基礎とする地域的均衡について十分配慮し、両者一体のものとして整合性が

保てるようなものとした。 

(4) 価格時点 

平成２０年７月１日現在の価格 
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(5) 基準地価格の性格 

求める価格は、基準地の１平方メートル(林地は１０アール)当たりの正常価格である。正常価格とは、市場性を有する不動産について、合

理的な自由市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいうものである。 

基準地に建物その他の定着物が存する場合、または土地に関して使用及び収益を目的とする権利が存する場合には、これらの定着物

や権利がないものとしての価格を求めることとなっている。 

(6) 価格の判定 

調査にあたっては、１基準地について１名の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査したうえ、東京都地価動向調査委員会へ

の諮問を経て、知事がこれを判定した。 

なお、本年の調査に従事した不動産鑑定士は 402 名である。 

(7) 周知措置 

この基準地価格は、９月１９日付の東京都公報で告示するとともに、都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３階北側）、区市町村の本庁及び

図書館等において、閲覧できるようにしている。 

また、東京都財務局ホームページ （http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/ki jyunti/index.html）  にも掲載している。 
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２ 平成２０年基準地調査にみる地価の状況 
 

(1)  全般的な傾向 

第２表は、基準地価格の対前年変動率の推移を表したものである。 

 

 

                                第２表   対 前 年 変 動 率 推 移 表 
昭和         平成                                       

地 区 
59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
区 部 3.2 5.5 30.5 94.8 4.5 3.9 2.1  2.9 19.1  20.7  11.2  6.4  6.0  3.2  3.1  5.1 4.1  2.9  2.4  1.8  0.8 0.5 6.4 13.1 1.5 

 

 
多 摩 2.4 2.3 8.1 95.4 12.5 4.8 1.3  2.2 11.1  12.9  5.1  2.2  3.4  1.9  4.1  9.0 7.0  6.3  6.8  6.0  4.4 1.9 1.4 7.7 2.2 

 

住
宅
地 

都全域 2.8 3.8 18.8 93.0 8.3 4.2 1.6  2.5 14.7  16.4  7.7  4.0  4.5  2.4  3.5  7.1 5.6  4.7  4.7  4.1  2.7 0.8 3.5 9.9 1.9 

 区 部 8.8 14.2 40.5 70.3 2.8 0.2 2.3  1.4 15.3  24.8  23.7 21.7 18.6 11.1  7.2  8.8 7.0  5.3  4.4  3.1  1.3 0.6 8.3 20.0 5.0 

 多 摩 4.2 4.5 18.5 125.4 11.4 0.3 1.6  0.7  9.6  19.5  17.1 12.2 13.0  7.8  8.0  11.3 8.5  6.9  6.8  7.0  4.3 1.6 1.8 9.2 3.6 

 

 

商
業
地 

都全域 7.6 11.6 34.4 79.0 4.3 0.2 2.1  1.2 14.1  23.5  21.9 19.6 17.1 10.2  7.2  9.2 7.2  5.6  4.9  3.9  2.0 0.1 6.7 17.2 4.6 

 
区 部 5.4 8.6 32.7 81.9 4.1 1.8 2.3  2.0 17.0  22.4  17.1 14.0 12.2  7.2  5.2  7.0 5.7  4.2  3.5  2.5  1.1 0.5 7.2 16.3 3.3 

 多 摩 2.7 2.7 9.4 95.3 14.5 3.6 1.4  1.8 10.2  13.5  6.9  3.8  4.9  2.9  4.9  9.6 7.5  6.6  7.0  6.6  4.7 2.0 1.4 7.8 2.4 

 

全
用
途 

都全域 4.2 6.1 22.6 85.7 7.9 2.5 1.9  1.9 14.1  18.6  12.7  9.6  9.0  5.3  4.9  8.0 6.3  5.1  4.8  4.1  2.5 0.5 4.7 12.4 2.8 

  （注）単位は％であり、▼ はマイナスを示す。     

昭和５０年代末に都心部商業地から始まった地価の上昇は、その後東京都全域に波及するとともに、昭和６２年にはどの地区において

も高い対前年変動率を示した。 

しかし、平成元年には、東京都全域の全用途の対前年変動率は、昭和５０年の調査開始以来初めてマイナスとなり、平成２年にはおお

むね安定的に推移したものの、平成３年以降は再びマイナス基調に転じ、いわゆるバブル経済の崩壊といわれる事態を反映して地価の下

落が続いてきた。特に、平成５年の下落率は、調査開始以来最大であった。 
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平成 16 年まで続いた下落傾向は、平成 17 年にほぼ横ばいとなり、平成 18 年には上昇に転じ、翌 19 年には都内ほぼ全域で前年の上

昇率を大きく上回った。 

平成 20 年の基準地調査は、区部、多摩地区、都全域で、住宅地、商業地及び全用途について上昇はしたものの、前年の大幅な上昇か

ら一転して緩やかな伸びとなった。 

 

(2) 価格水準 

ア  住宅地 

(ア) 住宅地の地区別価格水準 

基準地価格のうち、住宅地について地区別に平均価格を求めると、第３表「住宅地の地区別平均価格等」のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３表   住 宅 地 の 地 区 別 平 均 価 格 等 

地区 地点数 平均価格(円／㎡) 指数 上位の価格(円／㎡) 下位の価格(円／㎡) 

中心区 23 1,354,300 313 3,400,000 543,000 

内周区 90 622,400 144 1,430,000 325,000 

外周区 188 432,800 100 800,000 192,000 

区
部 

全域 301 559,900 － 3,400,000 192,000 

北多摩地区 186 280,800 65 640,000 120,000 

南多摩地区 148 165,500 38 300,000 67,000 

西多摩地区 44 116,700 27 208,000 26,000 

多
摩
地
区 

全域 378 216,500 － 640,000 26,000 

島部 16 11,600 3 26,200 5,400 

東京都全域 695 360,500 － 3,400,000 5,400 

 （注）価格は円単位（100 円未満は四捨五入）   
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平均価格は、中心区がもっとも高く、以下内周区、外周区、多摩地区、島部の順となっており、この傾向は従来から変化がみられな

い。 

外周区の平均価格を 100 とすると、中心区の指数は 313、内周区は 144、北多摩地区は 65、南多摩地区は 38、西多摩地区は 27、

島部 3 となっている。 

(イ) 住宅地の距離圏別平均価格 

東京駅を中心とする距離圏別平均価格の分布状況は、第４表のとおりであり、都心からの距離が遠くなるにしたがって平均価格は

順次低くなっている。 

 
第４表 住宅地の距離圏別平均価格及び変動率

距離圏 平均価格(円/㎡) 平均変動率（%） 
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1.0 
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2.5 

3.0 

3.5 

平均価格(円/㎡) 平均変動率（%）

(％) 

５ｋｍ未満 1,295,300 2.5 

５～10km 646,300 0.7 

10～15ｋｍ 446,200 1.8 

15～20ｋｍ 399,400 2.1 

20～25ｋｍ 280,900 2.5 

25～30ｋｍ 242,300 1.6 

30～35ｋｍ 193,300 2.7 

35～40ｋｍ 164,200 2.9 

40～45ｋｍ 137,400 2.2 

45～50ｋｍ 100,500 1.1 

50km 以上 53,100 ▼ 0.4 

   

(注) 距離は東京駅からの直線距離である。 

   島部は除いてある。  

(円)
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(ウ) 住宅地の行政区域別価格分布 

住宅地における基準地価格を区市町村別にまとめると、「区市町村別住宅地平均価格等及び商業地の平均価格、価格上位の基

準地」(資料２・２０頁)及び「住宅地の平均価格マップ」(資料４-１・２５頁)のとおりであり、価格分布を図にしたものが「住宅地の区市町

村別価格帯分布図」(資料３・２３頁)である。 

行政区域別に価格分布の状況をみると、価格群の中で飛び抜けて上位に位置する基準地がみられる。それらは当該区域にあって、

利便性や周辺の環境等において、個別的に優れた要因が寄与しているもの考えられる。 

(エ) 沿線別駅周辺住宅地の価格水準 

「沿線別駅周辺住宅地の基準地価格」(資料６･２９頁)は、駅からの距離が１km 以内の範囲内にある住宅地の基準地を抽出し、複

数の場合はそれらの平均価格を、1 地点のみの場合はその基準地価格をもって表示したものである。 

この図を同一沿線についてみると、価格水準は都心から遠くなるにしたがって順次低下する傾向が認められることは第３表及び第４

表の説明と同様である。しかし、急行停車駅であることや良好な住環境を備えていることなどにより、価格が逆転しているところもある。 

また、沿線別にみると、中央線、東横線、小田急線、京王線、田園都市線の駅周辺は価格水準が高く、常磐線、東武伊勢崎線、京

成線の駅周辺で価格水準が低いという「西高東低」の傾向を依然として示している。 

(オ) 住宅地の価格高順位 

「平成２０年基準地価格高順位一覧表(住宅地)」(資料７･３０頁)のとおりである。 

イ  商業地 

(ア) 商業地の価格水準 

① 東京都の商業地の価格は、広く国内全体を商圏とする都心部の高度商業地域(銀座、八重洲、有楽町、丸の内、日本橋、新橋、

赤坂、虎ノ門等)、環状線主要ターミナル駅地区の高度商業地域(新宿、渋谷、池袋、上野等)、地域中心的な商業地域(吉祥寺等)

及び近隣商業地域等、それぞれの地域特性、商圏の大きさなどに応じて形成されている。 
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② 各商業地域ごとに価格上位の基準地を見てみると、都心部の高度商業地域では、中央５－１３(銀座二丁目)が３,０００万円、千

代田５－１(丸の内三丁目)が２,５９０万円であり、ターミナル高度商業地域では、新宿５－４(西新宿一丁目)が１,６８０万円、渋谷５－

３(神南一丁目)が１,０７０万円、台東５－１８(上野六丁目)が７７６万円、豊島５－７(西池袋一丁目)が６６５万円である。地域中心型商

業地域では、武蔵野５－２(吉祥寺本町一丁目)が４６８万円となっている。 

 なお、これらの基準地価格は、公示地の位置との関係などにより、必ずしも地域の最高価格水準を示すものとはなっていない。 

(イ) 商業地の区市町村別価格分布 

商業地における基準地価格を区市町村別にまとめると、「区市町村別住宅地平均価格等及び商業地の平均価格、価格上位の基

準地」(資料２・２０頁)及び「商業地の平均価格マップ」(資料４-２・２６頁)のとおりである。 

(ウ) 商業地の価格高順位 

「平成２０年基準地価格高順位一覧表(商業地)」(資料８・３２頁)のとおりである。 

(3) 対前年変動率 

ア  概況 

基準地価格の対前年変動率は、「平成２０年基準地価格用途別対前年変動率」(資料９･３４頁)及び「平成２０年基準地価格区市町村

別用途別対前年変動率」(資料１０･３５頁)並びに「住宅地の平均変動率マップ」(資料５-１・２７頁)及び「商業地の平均変動率マップ」（資

料５-２・２８頁）のとおりである。 

(ア) 東京都全域の全用途の平均変動率はプラス２.８%であり、上昇傾向にはあるものの、上昇率は昨年と比較して下回っている。 

(イ) 区部では、全用途の平均変動率はプラス３.３%であり、中心区はプラス５.３%、内周区はプラス３.１%、外周区はプラス２.５%である。 

 中心区、内周区、外周区いずれの地区においても、平均変動率は前年を大きく下回り、中心区の準工業地が下落に転じたほか、

用途により微増からほぼ横ばいの状況である。 

(ウ) 多摩地区では、全用途の平均変動率はプラス２.４%で、北多摩地区はプラス２.５%、南多摩地区はプラス２.７%、西多摩地区もプラ

ス１.１%と前年の上昇率を下回り、区部同様、各用途共に微増からほぼ横ばいの状況である。 

(エ) 島部では、全用途の平均変動率はマイナス０.３%となっている。 
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イ  用途別対前年変動率 

東京都全域の変動率を用途別にみると、住宅地がプラス１.９%、商業地がプラス４.６%、準工業地がプラス２.３%、工業地がプラス３.

１%、宅地見込地が０.０%、市街化調整区域内宅地がプラス０.３%となっている。 

(ア) 住宅地 

住宅地の変動率は、地区別にみると、中心区がプラス０.９%、内周区がプラス０.８%、外周区がプラス１.９%、北多摩地区がプラス２.

２%、南多摩地区がプラス２.５%、西多摩地区がプラス１.０%、島部が０.０%となっている。 

 (イ) 商業地 

商業地の変動率は、地区別にみると、中心区がプラス６.３%、内周区がプラス４.７%、外周区がプラス３.９%、北多摩地区がプラス３.

６%、南多摩地区がプラス４.４%、西多摩地区がプラス１.４%、島部がマイナス０.８%となっている。 

 (ウ) 準工業地 

準工業地の変動率は、地区別にみると、中心区がマイナス１.３%、内周区がプラス２.６%、外周区がプラス２.０%、北多摩地区がプラ

ス２.５%、南多摩地区がプラス２.３%、西多摩地区がプラス２.９%となっている。 

(エ) 工業地 

工業地の変動率は、地区別にみると、内周区がプラス３.７%、外周区がプラス１.３%、西多摩地区がプラス４.３％となっている。 

(オ) 宅地見込地 

宅地見込地の変動率は、地区別にみると、南多摩地区が０.０%、島部が０.０%となっている。 

(カ) 市街化調整区域内宅地 

市街化調整区域内宅地は多摩地区に設定されており、北多摩地区が０.０%、南多摩地区がプラス０.７%、西多摩地区がマイナス０.

１%となっている。 

ウ  変動の推移 

価格水準の変動の推移をみるため、昭和５８年７月１日の基準地価格を１００とした指数で表すと、「平均価格推移(指数)（用途別・地

区別）」(資料１１･３６頁)のようになる。 
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これによると、平成２０年の区部の住宅地の指数は 1６０.７、多摩地区の住宅地の指数は１１１.８、区部の商業地の指数は１６９.２、多摩

地区の商業地の指数は１０７.５となっている。 

なお、区部の消費者物価指数は、昭和５８年を１００とすると、平成２０年は１２０.５となっている。（※消費者物価指数は、平成１７年の

物価を基準年として算出されているが、それを昭和５８年を１００とする形で再計算しなおしている。） 

エ  住宅地の価格水準別対前年変動率 

市街化区域内の住宅地の平均変動率を価格水準別にみると「住宅地の価格水準別対前年変動率」(資料１２･３７頁)のとおりである。 

昨年は価格帯の高い住宅地であるほど、平均変動率が大幅に上昇する傾向にあったが、今年は、一転して、概ね９０万円～１００万

円台の価格帯で平均変動率が下落している。一方で、９０万円未満の価格帯では、区部、多摩地区共に概ね微増から横ばい傾向とな

っている。 

オ  住宅地の距離圏別対前年変動率 

市街化区域内の住宅地の平均変動率を東京駅を中心とした距離圏別に見ると、前出の第４表「住宅地の距離圏別平均価格及び変

動率」(１０頁)のとおりである。都心からの距離に関係なく、昨年の大幅な上昇傾向から一転して、概ね微増から横ばいとなった。なお、５

０km 以上はマイナスに転じている。 

カ  変動率順位表 

    （ア) 上昇率順位一覧表 (資料１３・３８頁及び資料１４・４０頁) 

住宅地は、区部・多摩地区共に上位の上昇率は、一桁台である。商業地については、区部・多摩地区ともに上位の上昇率が、大

幅に低下している。 

 (イ) 下落率順位一覧表 (資料１５・４２頁及び資料１６・４４頁) 

住宅地・商業地共に、区部で２年ぶりに、多摩地区の市部で１年ぶりに下落地点が出た。 

住宅地においては、区部では港区、品川区、渋谷区という比較的高額な価格帯の地域の下落率が上位となっている。また、多摩

地区では、昨年の下落地点である檜原村に加え、国立市、東大和市、三鷹市の下落率が上位となっている。 

商業地においては、区部では渋谷区、港区、目黒区の下落率が上位となった。また、多摩地区では、昨年の下落地点である檜原

村、奥多摩町に続き、東大和市、小平市、稲城市が下落地点となっている。 
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平成20年東京都基準地設定一覧表

宅    地    及    び    宅    地    見    込    地 林      地

（市  街  化  区  域） 調区 （その他の区域）

住
宅

宅
見

商
業

準
工

工
業

小
計

調
区

住
宅

宅
見

商
業

準
工

工
業

小
計

住
宅

商
業

工
業

小
計

中 心 区 23 0 112 3 0 138 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 138

内 周 区 90 0 143 38 4 275 0 0 0 0 0 0 0 275 0 0 0 0 275 0 0 0 0 0 275

外 周 区 188 0 89 20 2 299 0 0 0 0 0 0 0 299 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 299

区部計 301 0 344 61 6 712 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 712 0 0 0 0 0 712

北多摩地区 186 0 53 8 0 247 1 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 248

南多摩地区 148 4 35 7 0 194 7 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 201 2 0 0 0 2 203

西多摩地区 40 0 12 3 1 56 7 0 0 0 0 0 0 63 4 3 0 7 70 0 7 0 0 7 77

多摩計 374 4 100 18 1 497 15 0 0 0 0 0 0 512 4 3 0 7 519 2 7 0 0 9 528

島 部 0 0 0 0 0 0 0 15 2 8 0 0 25 25 1 0 0 1 26 0 2 0 0 2 28

総 計 675 4 444 79 7 1,209 15 15 2 8 0 0 25 1,249 5 3 0 8 1,257 2 9 0 0 11 1,268

( 非 線 引 都 計 区 ）
総
合
計

林
業
本
場
林
地

農
村
奥
地
林
地

小
計

都
計
区
内
計

合
計

都
市
近
郊
林
地

農
村
林
地

 資料 1
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(内訳表）

宅    地    及    び    宅    地    見    込    地 林      地

（市  街  化  区  域） 調区 （非  線  引  都  計  区） （その他の区域）

住宅 宅見 商業 準工 工業 小  計 調区 住宅 宅見 商業 準工 工業 小  計 住宅 商業 工業 小  計

千代田区 4 27 31 0 31 0 31 0 31

中央区 2 27 29 0 29 0 29 0 29

港区 8 26 2 36 0 36 0 36 0 36

新宿区 12 27 1 40 0 40 0 40 0 40

文京区 7 10 1 18 0 18 0 18 0 18

台東区 2 22 24 0 24 0 24 0 24

墨田区 1 14 4 19 0 19 0 19 0 19

江東区 5 11 9 2 27 0 27 0 27 0 27

品川区 7 12 4 23 0 23 0 23 0 23

目黒区 9 6 1 16 0 16 0 16 0 16

大田区 16 16 11 1 44 0 44 0 44 0 44

世田谷区 44 16 1 61 0 61 0 61 0 61

渋谷区 10 16 26 0 26 0 26 0 26

中野区 11 10 21 0 21 0 21 0 21

杉並区 25 13 1 39 0 39 0 39 0 39

豊島区 8 13 1 22 0 22 0 22 0 22

北区 9 11 3 1 24 0 24 0 24 0 24

荒川区 2 7 4 13 0 13 0 13 0 13

板橋区 15 13 4 32 0 32 0 32 0 32

練馬区 36 12 1 49 0 49 0 49 0 49

足立区 26 17 5 1 49 0 49 0 49 0 49

飾区 16 8 4 1 29 0 29 0 29 0 29

江戸川区 26 10 4 40 0 40 0 40 0 40

小  計 301 0 344 61 6 712 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 712 0 0 0 0 0 712

都計区
内計

区市町村名 合  計
都市
近郊
林地

農村
林地

林業
本場
林地

山村
奥地
林地

小計 総 合 計
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(内訳表）

宅    地    及    び    宅    地    見    込    地 林      地

（市  街  化  区  域） 調区 （非  線  引  都  計  区） （その他の区域）

住宅 宅見 商業 準工 工業 小  計 調区 住宅 宅見 商業 準工 工業 小  計 住宅 商業 工業 小  計

都計区
内計

区市町村名 合  計
都市
近郊
林地

農村
林地

林業
本場
林地

山村
奥地
林地

小計 総 合 計

八王子市 65 2 14 4 85 5 0 90 0 90 2 2 92

立川市 15 5 1 21 0 21 0 21 0 21

武蔵野市 8 7 15 0 15 0 15 0 15

三鷹市 13 3 16 0 16 0 16 0 16

青梅市 13 4 1 1 19 3 0 22 0 22 2 2 24

府中市 18 7 1 26 0 26 0 26 0 26

昭島市 9 3 2 14 0 14 0 14 0 14

調布市 15 5 1 21 0 21 0 21 0 21

町田市 41 2 10 1 54 2 0 56 0 56 0 56

小金井市 9 2 11 0 11 0 11 0 11

小平市 16 3 19 0 19 0 19 0 19

日野市 16 2 1 19 0 19 0 19 0 19

東村山市 12 3 15 0 15 0 15 0 15

国分寺市 9 2 11 0 11 0 11 0 11

国立市 6 1 7 0 7 0 7 0 7

福生市 5 3 8 0 8 0 8 0 8

狛江市 5 1 6 0 6 0 6 0 6

東大和市 10 2 12 0 12 0 12 0 12

清瀬市 9 2 1 12 0 12 0 12 0 12

東久留米市 10 2 1 13 0 13 0 13 0 13

武蔵村山市 9 1 10 1 0 11 0 11 0 11

多摩市 14 6 20 0 20 0 20 0 20

稲城市 12 3 1 16 0 16 0 16 0 16

羽村市 5 2 1 8 0 8 0 8 0 8
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(内訳表）

宅    地    及    び    宅    地    見    込    地 林      地

（市  街  化  区  域） 調区 （非  線  引  都  計  区） （その他の区域）

住宅 宅見 商業 準工 工業 小  計 調区 住宅 宅見 商業 準工 工業 小  計 住宅 商業 工業 小  計

都計区
内計

区市町村名 合  計
都市
近郊
林地

農村
林地

林業
本場
林地

山村
奥地
林地

小計 総 合 計

あきる野市 9 2 11 2 0 13 0 13 2 2 15

西東京市 13 4 1 18 0 18 0 18 0 18

瑞穂町 5 1 1 7 1 0 8 0 8 0 8

日の出町 3 3 1 0 4 0 4 1 1 5

檜原村 0 0 0 2 1 3 3 1 1 4

奥多摩町 0 0 0 2 2 4 4 1 1 5

小  計 374 4 100 18 1 497 15 0 0 0 0 0 0 512 4 3 0 7 519 2 7 0 0 9 528

大島町 0 3 2 5 5 0 5 0 5

新島村 0 1 1 2 2 1 1 3 0 3

神津島村 0 2 1 3 3 0 3 0 3

三宅村 0 2 1 3 3 0 3 0 3

八丈町 0 2 2 4 4 0 4 0 4

小笠原村 0 5 2 1 8 8 0 8 2 2 10

小  計 0 0 0 0 0 0 0 15 2 8 0 0 25 25 1 0 0 1 26 0 2 0 0 2 28

合  計 675 4 444 79 7 1,209 15 15 2 8 0 0 25 1,249 5 3 0 8 1,257 2 9 0 0 11 1,268

－ 19 －



区市町村別住宅地平均価格等及び商業地の平均価格、価格上位の基準地

地点数 平均価格（円） 上位の価格（円） 下位の価格（円） 地点数 平均価格（円） 基準地番号 上位の価格（円） 備 考

中 心 区 23 1,354,300 3,400,000 543,000 112 3,904,300 中央5-13 30,000,000 銀座二丁目

内 周 区 90 622,400 1,430,000 325,000 143 1,811,200 新宿5-4 16,800,000 西新宿一丁目

外 周 区 188 432,800 800,000 192,000 89 672,600 世田谷5-3 1,760,000 玉川二丁目

全 域 301 559,900 3,400,000 192,000 344 2,198,100 中央5-13 30,000,000 銀座二丁目

北 多 摩 地 区 186 280,800 640,000 120,000 53 711,500 武蔵野5-2 4,680,000 吉祥寺本町一丁目

南 多 摩 地 区 148 165,500 300,000 67,000 35 439,000 町田5-8 2,400,000 原町田六丁目

西 多 摩 地 区 44 116,700 208,000 26,000 15 183,700 福生5-1 401,000 大字福生字奈賀

全 域 378 216,500 640,000 26,000 103 542,000 武蔵野5-2 4,680,000 吉祥寺本町一丁目

16 11,600 26,200 5,400 8 26,400 小笠原5-1 57,000 父島字東町

695 360,500 3,400,000 5,400 455 1,785,000 中央5-13 30,000,000 銀座二丁目

（注）平均価格については、１００円未満を四捨五入した。

多

摩

地

区

島 部

東 京 都 全 域

価格時点 平成20年７月１日

地 区 別
住 宅 地 商 業 地 （ 平 均 価 格 及 び 価 格 上 位 の 基 準 地 ）

区

部

資料２
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（内訳表）

地点数 平均価格（円） 上位の価格（円） 下位の価格（円） 地点数 平均価格（円） 基準地番号 上位の価格（円） 備考

千 代 田 区 4 2,555,000 3,400,000 2,030,000 27 5,158,100 千代田5-1 25,900,000 丸の内三丁目

中 央 区 2 805,000 820,000 790,000 27 5,437,000 中央5-13 30,000,000 銀座二丁目

港 区 8 1,458,800 2,050,000 1,110,000 26 4,208,100 港5-5 13,000,000 新橋一丁目

文 京 区 7 898,100 1,080,000 780,000 10 1,335,000 文京5-2 1,990,000 小石川一丁目

台 東 区 2 681,500 820,000 543,000 22 1,293,000 台東5-18 7,760,000 上野六丁目

新 宿 区 12 647,600 886,000 490,000 27 4,003,300 新宿5-4 16,800,000 西新宿一丁目

墨 田 区 1 325,000 325,000 325,000 14 585,900 墨田5-5 985,000 江東橋一丁目

江 東 区 5 391,800 467,000 340,000 11 710,500 江東5-5 1,560,000 門前仲町二丁目

品 川 区 7 685,700 1,080,000 555,000 12 1,055,100 品川5-10 3,100,000 上大崎二丁目

目 黒 区 9 729,700 810,000 660,000 6 1,559,500 目黒5-3 3,470,000 下目黒一丁目

大 田 区 16 508,400 780,000 385,000 16 680,600 大田5-2 1,100,000 蒲田四丁目

渋 谷 区 10 1,116,000 1,430,000 610,000 16 3,340,300 渋谷5-3 10,700,000 神南一丁目

中 野 区 11 547,300 707,000 467,000 10 1,081,900 中野5-7 3,350,000 中野五丁目

豊 島 区 8 552,600 661,000 460,000 13 1,868,600 豊島5-7 6,650,000 西池袋一丁目

北 区 9 440,700 564,000 366,000 11 799,800 北5-10 1,980,000 王子一丁目

荒 川 区 2 448,000 530,000 366,000 7 662,000 荒川5-4 1,160,000 西日暮里二丁目

世 田 谷 区 44 611,300 800,000 387,000 16 919,800 世田谷5-3 1,760,000 玉川二丁目

杉 並 区 25 514,500 640,000 446,000 13 795,100 杉並5-1 1,720,000 高円寺北二丁目

板 橋 区 15 405,800 523,000 356,000 13 692,900 板橋5-1 1,100,000 板橋一丁目

練 馬 区 36 385,300 472,000 265,000 12 653,300 練馬5-6 1,190,000 豊玉北六丁目

足 立 区 26 300,900 453,000 208,000 17 474,400 足立5-4 803,000 千住三丁目

 飾 区 16 317,500 380,000 192,000 8 483,400 飾5-2 650,000 新小岩二丁目

江 戸 川 区 26 336,700 463,000 267,000 10 602,900 江戸川5-3 1,430,000 西西六丁目

立 川 市 15 250,100 338,000 170,000 5 822,600 立川5-2 1,530,000 錦町二丁目

武 蔵 野 市 8 454,400 640,000 329,000 7 1,610,000 武蔵野5-2 4,680,000 吉祥寺本町一丁目

三 鷹 市 13 379,600 610,000 250,000 3 1,300,000 三鷹5-3 2,180,000 下連雀三丁目

府 中 市 18 308,300 445,000 248,000 7 534,900 府中5-1 965,000 宮西町二丁目

昭 島 市 9 184,800 235,000 146,000 3 344,300 昭島5-3 448,000 昭和町五丁目

調 布 市 15 370,600 480,000 267,000 5 480,400 調布5-1 630,000 西つつじケ丘三丁目

地 区 別
住 宅 地 商 業 地 （ 平 均 価 格 及 び 価 格 上 位 の 基 準 地 ）

中

心

区

内

周

区

外

周

区

北

多

摩

地

区
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（内訳表）

地点数 平均価格（円） 上位の価格（円） 下位の価格（円） 地点数 平均価格（円） 基準地番号 上位の価格（円） 備考
地 区 別

住 宅 地 商 業 地 （ 平 均 価 格 及 び 価 格 上 位 の 基 準 地 ）

小 金 井 市 9 335,700 374,000 292,000 2 799,500 小金井5-1 1,110,000 本町一丁目

小 平 市 16 253,600 330,000 195,000 3 353,700 小平5-1 394,000 花小金井南町一丁目

東 村 山 市 12 205,400 270,000 177,000 3 380,700 東村山5-3 452,000 本町二丁目

国 分 寺 市 9 307,800 362,000 235,000 2 1,225,000 国分寺5-1 1,300,000 本町二丁目

国 立 市 6 375,700 500,000 237,000 1 439,000 国立5-1 439,000 富士見台二丁目

狛 江 市 5 341,800 364,000 316,000 1 479,000 狛江5-1 479,000 東和泉三丁目

東 大 和 市 10 183,900 225,000 127,000 2 210,500 東大和5-2 230,000 南街一丁目

清 瀬 市 9 215,000 298,000 169,000 2 480,500 清瀬5-1 490,000 元町一丁目

東久留米市 10 206,600 320,000 176,000 2 404,500 東久留米5-2 539,000 本町一丁目

武蔵村山市 9 138,700 170,000 120,000 1 170,000 武蔵村山5-1 170,000 大南一丁目

西 東 京 市 13 289,600 351,000 247,000 4 428,500 西東京5-3 472,000 ひばりが丘北四丁目

八 王 子 市 65 142,000 300,000 67,000 14 396,600 八王子5-1 1,700,000 明神町三丁目

町 田 市 41 163,500 290,000 91,700 10 578,000 町田5-8 2,400,000 原町田六丁目

日 野 市 16 206,500 255,000 128,000 2 395,000 日野5-1 490,000 日野本町三丁目

多 摩 市 14 197,400 282,000 160,000 6 402,500 多摩5-1 793,000 関戸二丁目

稲 城 市 12 207,400 252,000 162,000 3 276,000 稲城5-1 309,000 大字東長沼字四号

青 梅 市 13 119,000 194,000 57,800 4 196,300 青梅5-2 224,000 野上町四丁目

福 生 市 5 178,600 192,000 161,000 3 256,300 福生5-1 401,000 大字福生字奈賀

羽 村 市 5 162,200 208,000 123,000 2 334,000 羽村5-2 345,000 小作台一丁目

あきる野市 9 109,800 151,000 65,000 2 142,500 あきる野5-1 167,000 油平字北蛙山

瑞 穂 町 5 106,000 122,000 83,000 1 116,000 瑞穂5-1 116,000 大字箱根ケ崎字宿東

日 の 出 町 3 82,100 87,000 74,800

檜 原 村 2 26,500 27,000 26,000 1 35,000 檜原5-1 35,000 字上元郷

奥 多 摩 町 2 34,000 36,100 31,900 2 48,600 奥多摩5-2 52,400 氷川字南氷川

大 島 町 3 7,800 8,200 7,100 2 33,900 大島5-2 53,500 元町四丁目

新 島 村 2 6,500 7,500 5,400 1 10,300 新島5-1 10,300 本村五丁目

神 津 島 村 2 6,900 7,300 6,500 1 9,700 神津島5-1 9,700 神津島村

三 宅 村 2 7,900 8,700 7,000 1 13,500 三宅5-1 13,500 坪田

八 丈 町 2 12,800 18,500 7,000 2 26,500 八丈5-1 32,000 大賀郷

小 笠 原 村 5 18,800 26,200 12,100 1 57,000 小笠原5-1 57,000 父島字東町

南

多

摩

地

区

西

多

摩

地

区

島

部

北

多

摩

地

区
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住    宅    地    の    区    市    町    村    別    価    格    帯    分    布    図

4 1

1

2

1

1 2

2

1 2

1 3 1

1 1

3 2

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2

4 1 5

1 1 3 11

1 1 2 1 1 1 3 8 1 2

5 1 4 3 3 1 3 4

1 1 2 2 1 1 8 5 1 1

1 2 4 5 2 1 8 6 1 3 1 1 1 1 2 1

3 4 1 3 6 16 1 3 4 2 4 1

2 2 2 1 2 7 9 5 4 5 1 2 2 2 3 1 2 1

1 1 4 4 9 9 5 1 6 3 3 5 8 1 1 4 3 1

4 9 1 8 1 1 3 2 8 9 1 2 1 4 8 1 1 1 1 1

6 1 1 1 5 3 6 2 1 3 4 3 1 5 6 10 8 5 1

1 1 6 2 8 4 5 4 2 8 5 4 17 22 2 5 1 4

1 2 7 1 12 23 2 4 5 3

3 13 1 3 6 3

（合計） 4 2 8 7 2 12 10 8 9 7 11 16 9 1 5 2 25 44 15 36 26 16 26 13 8 9 5 15 9 18 16 10 9 12 6 15 10 9 9 13 14 12 16 41 65 5 5 5 9 13 3
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[千円／㎡]

価 格 時 点 ： 平 成 20 年 ７ 月 １ 日
対 象 区 域 ： 市 街 化 区 域
数 字 ： 価 格 帯 地 点 数
網かけ部分：区市町村別平均価格帯
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港区港区

昭島市

あきる野市

稲城市

青梅市

清瀬市

国立市
小金井市

国分寺市

小平市

狛江市

立川市

多摩市

調布市
八王子市

羽村市
東久留米市

東村山市

東大和市

日野市
府中市

福生市

町田市

三鷹市

武蔵野市

武蔵村山市

西東京市

足立区

荒川区

板橋区

江戸川区

大田区

葛飾区
北区

江東区

品川区

渋谷区

新宿区
杉並区

墨田区

世田谷区

台東区

中央区

千代田区

豊島区

中野区

練馬区

文京区

目黒区

奥多摩町

日の出町

檜原村

瑞穂町

１５万円未満

５０万円以上１００万円未満
３５万円以上５０万円未満
２５万円以上３５万円未満
２０万円以上２５万円未満
１５万円以上２０万円未満

１００万円以上

住宅地の平均価格マップ

平成２０年７月１日調査

母島

新島

八丈島

父島

小笠原村

三宅島

三宅村

神津島

神津島村

式根島

新島村大島町

大島

八丈町

資料４-１
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昭島市

あきる野市

稲城市

青梅市

清瀬市

国立市
小金井市

国分寺市

小平市

狛江市

立川市

多摩市

調布市八王子市

羽村市
東久留米市

東村山市

東大和市

日野市
府中市

福生市

町田市

三鷹市

武蔵野市

武蔵村山市

西東京市

足立区

荒川区

板橋区

江戸川区

大田区

葛飾区

北区

江東区

品川区

渋谷区

新宿区杉並区

墨田区

世田谷区

台東区

中央区

千代田区

豊島区

中野区

練馬区

文京区

港区

目黒区

奥多摩町

日の出町

檜原村

瑞穂町

１００万円以上３００万円未満
６０万円以上１００万円未満
４０万円以上６０万円未満
２０万円以上４０万円未満
１０万円以上２０万円未満
１０万円未満

商業地の平均価格マップ

平成２０年７月１日調査

３００万円以上

（注） 日の出町には商業地の地点はない

母島

新島

八丈島

父島

小笠原村

三宅島

三宅村

神津島

神津島村

式根島

新島村大島町

大島

八丈町

資料４-２
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荒川区

世田谷区

中央区

昭島市

あきる野市

稲城市

青梅市

清瀬市

国立市
小金井市

国分寺市

小平市

狛江市

立川市

多摩市

調布市八王子市

羽村市
東久留米市

東村山市

東大和市

日野市
府中市

福生市

町田市

三鷹市

武蔵野市

武蔵村山市

西東京市

足立区板橋区

江戸川区

大田区

葛飾区
北区

江東区

品川区

渋谷区

新宿区
杉並区

墨田区
台東区

千代田区

豊島区

中野区

練馬区

文京区

港区

目黒区

奥多摩町

日の出町

檜原村

瑞穂町

６％以上

－４％以上－２％未満

住宅地の平均変動率マップ

平成２０年７月１日調査

母島

新島

八丈島

父島

小笠原村

三宅島

三宅村

神津島

神津島村

式根島

新島村大島町

大島

八丈町

資料５-１

－２％以上０％未満

 ０％以上２％未満

 ２％以上６％未満
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荒川区

世田谷区

中央区

昭島市

あきる野市

稲城市

青梅市

清瀬市

国立市
小金井市

国分寺市

小平市

狛江市

立川市

多摩市

調布市八王子市

羽村市
東久留米市

東村山市

東大和市

日野市
府中市

福生市

町田市

三鷹市

武蔵野市

武蔵村山市

西東京市

足立区板橋区

江戸川区

大田区

葛飾区
北区

江東区

品川区

渋谷区

新宿区
杉並区

墨田区
台東区

千代田区

豊島区

中野区

練馬区

文京区

港区

目黒区

奥多摩町

日の出町

檜原村

瑞穂町

 ６％以上

－４％以上－２％未満

商業地の平均変動率マップ

平成２０年７月１日調査

母島

新島

八丈島

父島

小笠原村

三宅島

三宅村

神津島

神津島村

式根島

新島村大島町

大島

八丈町

資料５-２

－２％以上０％未満

 ０％以上２％未満

 ２％以上６％未満

（注）日の出町には商業地の地点はない
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（区部）

変 動 率
2 0 年 1 9 年
（Ａ） （Ｂ）
円／㎡ 円／㎡ 　　　　％

千代田　　五番町12番６

-1

千代田　　三番町９番４

-2

千代田　　町二丁目10番４外１筆

-4

港 六本木五丁目367番１

-6 「六本木５－13－１」

千代田 二番町12番10

-3

港 西麻布三丁目４番21

-3 「西麻布３－15－８」

港 南青山四丁目 487番

-4 「南青山４－26－18」

港 南青山七丁目274番

-5 「南青山７－13－５」

渋谷　　　神宮前三丁目16番14

-1 「神宮前３－16－６」

港 東麻布三丁目４番23

-7 「東麻布３－４－９」

渋谷 猿楽町18番29

-3 「猿楽町15－３」

300 第１種住居地域10 1,370,000 1,400,000 ▼ 2.1 

2

4

5

4002,400,000 2,230,000 7.6 

6

基 準 地
番 号

基 準 地 の 所 在
「 住 居 表 示 」

基 準 地 価 格

1,430,000 1,430,000

1,580,0001,580,000

2,030,000

3,400,000 3,150,000 7.9 

200

－ －

1,600,000 0.6 

順 位

3 2,390,000 2,220,000 7.7 400 第２種住居地域

1

容積率

　　　％
用 途 区 分

第１種住居地域

第２種住居地域400

1,610,000

第２種住居地域

300 第２種中高層住居専用地域

400

第１種中高層住居専用地域

2,050,000 0.0 2,050,000

備考

10 1,370,000 1,450,000

1,530,000 1,550,000

300 第１種中高層住居専用地域7

8

9

第１種中高層住居専用地域▼ 1.3 200

0.0 200 第１種中高層住居専用地域

0.0 

第２種低層住居専用地域

(A/B-1)×100

平成20年基準地価格高順位一覧表（住宅地）

選定替

▼ 5.5 200

 資料 ７
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（多摩）

変 動 率
2 0 年 1 9 年
（Ａ） （Ｂ）
円／㎡ 円／㎡ 　　　　％

武蔵野 吉祥寺本町四丁目1836番34

-7 「吉祥寺本町４－19－５」

武蔵野 吉祥寺南町三丁目2528番66

-3 「吉祥寺南町３－31－11」

三鷹 井の頭四丁目424番20

-1 「井の頭４－19－７」

国立 東一丁目16番３

-1

武蔵野 吉祥寺東町四丁目41番44

-8 「吉祥寺東町４－11－17」

国立 中一丁目11番３

-2

調布 西つつじケ丘二丁目11番５

-2

三鷹 下連雀四丁目151番24

-10 「下連雀４－４－19」

調布 調布ヶ丘一丁目28番４

-9

府中 緑町一丁目18番13

-16

第２種中高層住居専用地域

0.0 

9 459,000

10 445,000

7 480,000

8 470,000

5 490,000

5 490,000

2 610,000

4 500,000

1 640,000

2 610,000

順 位
基 準 地
番 号

基 準 地 価 格
容積率

　　　％

基 準 地 の 所 在
「 住 居 表 示 」

(A/B-1)×100

620,000

590,000

610,000

515,000

485,000

第１種低層住居専用地域

1.0 100 第１種低層住居専用地域

490,000

0.0 80

▼ 2.9 200

80

第１種低層住居専用地域

第１種低層住居専用地域

第１種低層住居専用地域

第１種低層住居専用地域

3.2 100

0.0 80

803.4 

480,000

445,000 3.1 100 第１種低層住居専用地域

460,000 2.2 

第１種住居地域427,000 4.2 200

100 第１種低層住居専用地域

備考用 途 区 分
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（区部）

変 動 率
2 0 年 1 9 年
（Ａ） （Ｂ）
円／㎡ 円／㎡ 　　　　％

中央 銀座二丁目２番19外１筆

5-13 「銀座２－６－７」

千代田 丸の内三丁目14番１

5-1 「丸の内３－２－２」

千代田 大手町一丁目１番３

5-24 「大手町１－２－４」

中央 銀座八丁目109番１

5-14 「銀座８－６－25」

新宿 西新宿一丁目18番２

5-4 「西新宿１－18－２」

中央 京橋三丁目１番１外２筆

5-8 「京橋３－１－１」

新宿 新宿三丁目802番６外２筆

5-2 「新宿３－18－５」

中央 日本橋室町一丁目８番２

5-6 「日本橋室町１－５－３」

港 新橋一丁目103番４

5-5 「新橋１－18－16」

港 虎ノ門一丁目１番34外５筆

5-1 「虎ノ門１－３－２」

平成20年基準地価格高順位一覧表（商業地）

順 位
基 準 地
番 号

基 準 地 の 所 在
「 住 居 表 示 」

基 準 地 価 格
容積率

　　　％
用 途 区 分

基 準 地 の ビ ル 名
又 は 店 舗 名

備 考(A/B-1)×100

1 30,000,000 25,300,000 18.6 800 商 業 地 域
明 治 屋
銀 座 ビ ル

2 25,900,000 22,800,000 13.6 1,300 商 業 地 域
東 京 商 工 会 議 所
ビ ル デ ィ ン グ

3 24,600,000 21,900,000 12.3 1,300 商 業 地 域
大 手 町
パ ル ビ ル

4 17,700,000 15,600,000 13.5 700 商 業 地 域 河 北 ビ ル

5 16,800,000 15,000,000 12.0 1,000 商 業 地 域
新 宿 第 10
大 京 ビ ル

6 15,800,000 13,400,000 17.9 800 商 業 地 域 東 京 大 栄 ビ ル

7 14,400,000 12,500,000 15.2 900 商 業 地 域 猪 山 興 業 ビ ル

8 14,000,000 12,000,000 16.7 800 商 業 地 域 福 島 ビ ル

9 13,000,000 － － 800 商 業 地 域
日 本 生 命
新 橋 ビ ル

選 定 替

10 12,600,000 11,800,000 6.8 800 商 業 地 域
勧 銀 不 二 屋
ビ ル デ ィ ン グ

 資料 ８
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（多摩）

変 動 率
2 0 年 1 9 年
（Ａ） （Ｂ）
円／㎡ 円／㎡ 　　　　％

武蔵野 吉祥寺本町一丁目2073番２の内

5-2 「吉祥寺本町１－９－12」

町田 原町田六丁目782番５外７筆

5-8 「原町田６－３－９」

武蔵野 吉祥寺南町一丁目2728番９の内

5-7 「吉祥寺南町１－５－５」

三鷹 下連雀三丁目256番５

5-3 「下連雀３－35－６」

八王子 明神町三丁目547番４

5-1 「明神町３－20－５」

立川 錦町二丁目86番１

5-2 「錦町２－１－２」

武蔵野 中町一丁目3068番12

5-4 「中町１－10－６」

国分寺 本町二丁目334番14

5-1 「本町２－10－５」

国分寺 南町三丁目2700番32

5-2 「南町３－18－17」

町田 森野一丁目1378番３

5-1 「森野１－37－11」

小金井 本町一丁目1863番27外１筆

5-1 「本町１－18－７」

(A/B-1)×100

600 商 業 地 域
フ ラ ワ ー
吉 田 ビ ル

10 1,110,000 1,040,000 6.7 

容積率

　　　％
用 途 区 分

基 準 地 の ビ ル 名
又 は 店 舗 名

備 考

1 4,680,000 4,520,000 3.5 

順 位
基 準 地
番 号

基 準 地 の 所 在
「 住 居 表 示 」

基 準 地 価 格

700 商 業 地 域 エ ビ ス 会 館

2 2,400,000 2,180,000 10.1 700 商 業 地 域 野 村 證 券

3 2,300,000 2,250,000 2.2 600 商 業 地 域 炭 屋 ビ ル

4 2,180,000 2,100,000 3.8 600 商 業 地 域
セ ン チ ュ リ ー
プ ラ ザ

5 1,700,000 1,570,000 8.3 600 商 業 地 域 Ｋ Ｓ ビ ル

6 1,530,000 1,360,000 12.5 400 商 業 地 域 フ コ ク 生 命 館

7 1,300,000 1,250,000 4.0 600 商 業 地 域
イ タ リ ア ン
ビ ル

商 業 地 域 近 藤 ビ ル7 1,300,000 1,290,000 0.8 

9 1,150,000 1,150,000 0.0 

10 1,110,000 1,060,000 4.7 500 商 業 地 域
エ イ ブ ル
武 蔵 小 金 井 店

500 商 業 地 域 森 ビ ル

500
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住宅地 商業地 準工業地 工業地 全用途 住宅地 宅地見込地 商業地 準工業地

調整区
域内宅
地

全用途 住宅地 宅地見込地 商業地 準工業地 工業地
調整区
域内宅
地

全用途

千 代 田 区 7.7 7.9 7.8 立 川 市 4.7 7.3 4.2 5.3 青 梅 市 1.1 0.9 3.8 4.3 ▼ 0.3 1.1

中 央 区 2.9 10.4 9.9 武 蔵 野 市 2.0 4.1 3.0 福 生 市 1.1 2.3 1.6

港 区 ▼ 2.3 3.1 ▼ 1.3 1.6 三 鷹 市 0.0 1.3 0.2 羽 村 市 0.0 4.4 3.8 1.6

文 京 区 0.1 2.9 ▼ 1.3 1.6 府 中 市 3.6 4.4 2.5 3.7 あ きる野市 3.3 2.7 0.0 2.7

台 東 区 3.9 4.8 4.7 昭 島 市 4.2 3.4 2.2 3.8 瑞 穂 町 0.0 0.0 1.2 0.0 0.2

中 心 区 0.9 6.3 ▼ 1.3 5.3 調 布 市 2.9 4.3 3.1 3.3 日 の 出 町 0.0 0.0 0.0

新 宿 区 2.3 8.7 7.6 6.6 小 金 井 市 3.2 4.4 3.4 檜 原 村 ▼ 1.9 ▼ 1.4 ▼ 1.7

墨 田 区 2.2 6.0 4.0 5.4 小 平 市 0.5 ▼ 0.2 0.4 奥 多 摩 町 ▼ 1.2 ▼ 1.1 ▼ 1.1

江 東 区 3.0 6.8 5.5 5.9 5.6 東 村 山 市 2.3 2.8 2.4 西 多 摩 1.0 1.4 2.9 4.3 ▼ 0.1 1.1

品 川 区 ▼ 2.6 2.8 ▼ 0.9 0.5 国 分 寺 市 2.3 0.4 1.9

目 黒 区 ▼ 1.1 3.8 ▼ 2.9 0.7 国 立 市 ▼ 0.3 4.5 0.4 多 摩 全 域 2.2 0.0 3.6 2.5 4.3 0.3 2.4

大 田 区 1.3 3.1 1.4 2.3 2.0 狛 江 市 3.0 3.9 3.2

渋 谷 区 ▼ 3.7 ▼ 0.7 ▼ 1.9 東 大 和 市 ▼ 0.4 ▼ 1.0 ▼ 0.5

中 野 区 2.1 5.6 3.8 清 瀬 市 1.8 4.6 1.9 2.2

豊 島 区 4.6 5.9 3.9 5.3 東久留米市 2.6 3.5 1.7 2.7

北 区 1.3 3.3 1.4 0.7 2.2 武蔵村山市 ▼ 0.1 0.0 0.0 ▼ 0.1

荒 川 区 1.0 3.3 1.9 2.5 西 東 京 市 3.8 4.7 2.4 3.9 大 島 町 0.0 ▼ 3.3 ▼ 1.3

内 周 区 0.8 4.7 2.6 3.7 3.1 北 多 摩 2.2 3.6 2.5 0.0 2.5 新 島 村 0.0 0.0 0.0

世 田 谷 区 0.6 5.0 1.4 1.8 八 王 子 市 2.7 0.0 5.4 3.4 1.0 3.0 神 津 島 村 0.0 0.0 0.0

杉 並 区 0.1 0.0 0.0 0.1 町 田 市 2.9 0.0 5.4 1.6 0.0 3.1 三 宅 村 0.0 0.0 0.0

板 橋 区 2.8 4.1 1.7 3.2 日 野 市 3.5 1.8 2.0 3.2 八 丈 町 0.0 0.0 0.0

練 馬 区 3.4 5.7 4.0 4.0 多 摩 市 1.6 3.8 2.3 小 笠 原 村 0.0 0.0 0.0 0.0

足 立 区 4.0 4.3 3.9 2.6 4.0 稲 城 市 0.1 ▼ 0.1 ▼ 0.6 0.0 島 部 0.0 0.0 ▼ 0.8 ▼ 0.3

 飾 区 2.3 4.7 2.5 0.0 2.9 南 多 摩 2.5 0.0 4.4 2.3 0.7 2.7

江 戸 川 区 1.1 3.4 0.0 1.6

外 周 区 1.9 3.9 2.0 1.3 2.5

区 部 全 域 1.5 5.0 2.2 2.9 3.3 1.9 0.0 4.6 2.3 3.1 0.3 2.8

　（注）単位％、▼印はマイナスを示す。

平成２０年基準地価格 区市町村別用途別対前年変動率

東京都全域

区分 区分 区分

地区 地区 地区

 資料 10
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項　　目 全 地 域

地　　区 ２０年 １９年 ２０年 １９年 ２０年 １９年 ２０年 １９年 ２０年 １９年 ２０年 １９年 ２０年 １９年

% % % % % % % % % % % % % %

0.9 22.5 6.3 24.4 ▼ 1.3 23.1 5.3 24.1

区 内 周 区
0.8 14.7 4.7 20.3 2.6 12.0 3.7 6.5 3.1 17.2

部 外 周 区
1.9 11.2 3.9 13.9 2.0 10.7 1.3 7.0 2.5 11.9

全 域
1.5 13.1 5.0 20.0 2.2 12.2 2.9 6.7 3.3 16.3

多 北多摩地区
2.2 9.5 3.6 10.8 2.5 8.5 0.0 3.0 2.5 9.7

摩 南多摩地区
2.5 6.5 0.0 2.0 4.4 8.8 2.3 5.1 0.7 1.1 2.7 6.6

地 西多摩地区
1.0 4.6 1.4 4.5 2.9 5.9 4.3 7.7 ▼ 0.1 0.4 1.1 4.2

区 全 域
2.2 7.7 0.0 2.0 3.6 9.2 2.5 6.9 4.3 7.7 0.3 0.9 2.4 7.8

0.0 0.0 0.0 0.0 ▼ 0.8 ▼ 0.3 ▼ 0.3 ▼ 0.1

1.9 9.9 0.0 1.4 4.6 17.2 2.3 11.0 3.1 6.8 0.3 0.9 2.8 12.4

（注）　1.林地は集計から除外した。

         2.▼印はマイナスを示す。

東 京 都 全 域

住宅地 宅地見込地 商業地

中 心 区

平成２０年基準地価格用途別対前年変動率

島 部

準工業地 工業地 全用途
市街化調整
区域内宅地

 資料 9
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平均価格推移（指数）(用途別・地区別）

80

180

280

380

480

580

昭和　
58年

59年 60年 61年 62年 63年 平成　
元年　

２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年１１年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

区部住宅

多摩住宅

区部商業

多摩商業

東京都区部消費者物価指数

629.9

400.4
382.8

250.1

169.2 区部商業
160.7 区部住宅

107.5 多摩商業

111.8 多摩住宅

 ＊　昭和58年７月１日の平均価格及び東京都区部消費者物価指数を100とした。

資料11
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住宅地の価格水準別対前年変動率

価 格

（ １ ㎡ 当 た り 円 ） 平均変動率 地点数 区 部 平 均 中 心 区 内 周 区 外 周 区 多摩地区平均 北 多 摩 南 多 摩 西 多 摩

20万未満　 1.9  189  0.0 0.0 1.9 1.6 2.3 1.3

20万以上30万未満　 2.7  137  2.7 2.7 2.7 2.4 3.2 0.0

30万以上40万未満　 2.5  120  2.2 1.9 2.3 2.8 2.7 5.3

40万以上50万未満　 2.1  87  2.2 1.6 2.5 1.9 1.9

50万以上60万未満　 0.9  47  1.0 2.6 1.5 0.4 ▼ 2.9 ▼ 2.9

60万以上70万未満　 1.2  37  1.1 1.6 0.9 2.2 2.2

70万以上80万未満　 0.8  16  0.8 2.0 0.2 1.1

80万以上90万未満　 0.7  12  0.7 1.5 0.4 ▼ 2.4

90万以上100万未満　 ▼ 1.5 2  ▼ 1.5 0.0 ▼ 3.0

100万以上110万未満　 ▼ 3.6 5  ▼ 3.6 ▼ 0.9 ▼ 4.3

110万以上120万未満　 ▼ 5.5 3  ▼ 5.5 ▼ 5.9 ▼ 5.3

120万以上130万未満　 ▼ 4.7 2  ▼ 4.7 ▼ 4.7

130万以上140万未満　 ▼ 3.3 3  ▼ 3.3 ▼ 2.1 ▼ 3.9

140万以上150万未満　 0.0  1  0.0 0.0

150万以上160万未満　 ▼ 0.7 2  ▼ 0.7 ▼ 0.7

160万以上170万未満　 0.6  1  0.6 0.6

170万以上180万未満　

180万以上190万未満　

190万以上200万未満　

200万以上300万未満　 5.1  3  5.1 5.1

300万以上400万未満　 7.9  1  7.9 7.9

400万以上500万未満　

500万以上　

区 部 多 摩 地 区全 域

（市街化区域内の住宅地）
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平成20年 基準地 上昇率順位一覧表（住宅地）

（区部）

順 位
基 準 地
番 号

基 準 地 の 所 在
「 住 居 表 示 」

基 準 地 価 格 変 動 率
容積率

　　　　％
用 途 区 分 備 考

20 年 19 年
(A/B-1)×100

（Ａ） （Ｂ）
円／㎡ 円／㎡ 　　　　％

1
千代田 五番町12番6

3,400,000 3,150,000 7.9 400 第2種住居地域
-1

2
豊島 高田二丁目1371番15

615,000 570,000 7.9 300 第１種中高層住居専用地域

-7 「高田２－17－29」

3
千代田 麹町二丁目10番４外１筆

2,390,000 2,220,000 7.7 400 第2種住居地域
-4

4
千代田 三番町９番４

2,400,000 2,230,000 7.6 400 第１種住居地域
-2

5
豊島 北大塚一丁目26番３

605,000 565,000 7.1 300 第１種中高層住居専用地域

-8 「北大塚１－24－３」

6
足立 鹿浜六丁目10番21

240,000 225,000 6.7 200 第１種住居地域
-13 「鹿浜６－10－15」

7
足立 扇二丁目3952番２外１筆

279,000 262,000 6.5 200 第１種中高層住居専用地域

-1 「扇２－29－19」

8
足立 舎人一丁目１番２

245,000 231,000 6.1 200 第１種中高層住居専用地域

-20 「舎人１－１－18」

9
台東 上野桜木一丁目16番６

820,000 780,000 5.1 300 第１種中高層住居専用地域

-1 「上野桜木１－１－５」

10
練馬 豊玉中三丁目26番４

438,000 417,000 5.0 200 第1種低層住居専用地域

-14 「豊玉中３－26－６」

 資料 13
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（多摩）

順 位
基 準 地
番 号

基 準 地 の 所 在
「 住 居 表 示 」

基 準 地 価 格 変 動 率
容積率

　　　　％
用 途 区 分 備 考

20 年 19 年
(A/B-1)×100

（Ａ） （Ｂ）
円／㎡ 円／㎡ 　　　　％

1
立川 柏町四丁目65番26

272,000 255,000 6.7 200 第１種中高層住居専用地域

-8

2
府中 幸町一丁目25番３

347,000 327,000 6.1 100 第1種低層住居専用地域

-13

3
稲城 大字矢野口字中島3750番45外１筆

245,000 231,000 6.1 200 第２種中高層住居専用地域

-9

4
町田 玉川学園三丁目3690番65

194,000 183,000 6.0 80 第1種低層住居専用地域

-18 「玉川学園３－21－２」

5
町田 玉川学園四丁目3927番３

212,000 200,000 6.0 80 第1種低層住居専用地域

-25 「玉川学園４－２－３」

6
町田 玉川学園四丁目3583番96

196,000 185,000 5.9 80 第1種低層住居専用地域

-30 「玉川学園４－20－27」

7
八王子 東浅川町１番40

145,000 137,000 5.8 200 第１種住居地域
-49

8
日野 万願寺二丁目10番８

218,000 206,000 5.8 100 第1種低層住居専用地域

-9

9
八王子 初沢町1293番１

203,000 192,000 5.7 200 第１種住居地域
-53

10
立川 柏町一丁目10番16

243,000 230,000 5.7 80 第1種低層住居専用地域

-9
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平成20年 基準地 上昇率順位一覧表（商業地）

（区部）

順 位
基 準 地
番 号

基 準 地 の 所 在
「 住 居 表 示 」

基 準 地 価 格 変 動 率
容積率

　　　　％
用 途 区 分 備 考

20 年 19 年
(A/B-1)×100

（Ａ） （Ｂ）
円／㎡ 円／㎡ 　　　　％

1
新宿 新宿三丁目５番２外２筆

12,500,000 10,400,000 20.2 800 商業地域
5-10 「新宿３－５－４」

2
中央 銀座二丁目２番19外１筆

30,000,000 25,300,000 18.6 800 商業地域
5-13 「銀座２－６－７」

3
中央 銀座三丁目101番14外１筆

11,500,000 9,750,000 17.9 800 商業地域
5-15 「銀座３－２－９」

4
中央 京橋三丁目１番１外２筆

15,800,000 13,400,000 17.9 800 商業地域
5-8 「京橋３－１－１」

5
中央 日本橋二丁目３番８外２筆

9,750,000 8,300,000 17.5 700 商業地域
5-7 「日本橋２－３－１８」

6
中央 日本橋室町一丁目８番２

14,000,000 12,000,000 16.7 800 商業地域
5-6 「日本橋室町１－５－３」

7
千代田 外神田四丁目83番外４筆

9,900,000 8,500,000 16.5 700 商業地域
5-4 「外神田４－１－１」

8
新宿 新宿三丁目802番６外２筆

14,400,000 12,500,000 15.2 900 商業地域
5-2 「新宿３－18－５」

9
中央 晴海三丁目３番６

1,480,000 1,300,000 13.8 500 商業地域
5-24 「晴海３－３－３」

10
千代田 丸の内三丁目14番１

25,900,000 22,800,000 13.6 1300 商業地域
5-1 「丸の内３－２－２」

 資料 14

－ 40 －



（多摩）

順 位
基 準 地
番 号

基 準 地 の 所 在
「 住 居 表 示 」

基 準 地 価 格 変 動 率
容積率

　　　　％
用途区分 備 考

20 年 19 年
(A/B-1)×100

（Ａ） （Ｂ）
円／㎡ 円／㎡ 　　　　％

1
立川 錦町二丁目86番１

1,530,000 1,360,000 12.5 400 商業地域
5-2 「錦町２－１－２」

2
武蔵野 吉祥寺本町二丁目1975番１外1筆

1,000,000 900,000 11.1 200 近隣商業地域
5-3 「吉祥寺本町２－１７－２」

3
町田 原町田六丁目782番５外７筆

2,400,000 2,180,000 10.1 700 商業地域
5-8 「原町田６－３－９」

4
八王子 子安町四丁目95番３

528,000 480,000 10.0 300 近隣商業地域
5-3 「子安町４－10－15」

5
立川 柴崎町二丁目201番３

745,000 685,000 8.8 400 商業地域
5-1 「柴崎町２－２－９」

6
八王子 明神町三丁目547番４

1,700,000 1,570,000 8.3 600 商業地域
5-1 「明神町３－20－５」

7
八王子 八幡町14番16

307,000 284,000 8.1 600 商業地域
5-6 「八幡町１－18」

8
町田 森野六丁目358番３外１筆

211,000 197,000 7.1 200 準住居地域
5-9

9
八王子 寺町29番２

292,000 273,000 7.0 300 近隣商業地域
5-4

9
八王子 新町43番５

292,000 273,000 7.0 300 近隣商業地域
5-5 「新町７－11」
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平成20年 基準地 下落率順位一覧表（住宅地）

（区部）

順 位
基 準 地
番 号

基 準 地 の 所 在
「 住 居 表 示 」

基 準 地 価 格 変 動 率
容積率

　　　％
用 途 区 分 備 考

20 年 19 年
(A/B-1)×100

（Ａ） （Ｂ）
円／㎡ 円／㎡ 　　　　％

1
港 高輪三丁目２番81

1,110,000 1,180,000 ▼5.9 300 第１種住居地域
-1 「高輪３－５－12」

2
品川 北品川五丁目718番57

810,000 860,000 ▼5.8 150 第１種低層住居専用地域

-2 「北品川５－14－10」

3
渋谷 大山町1067番41外１筆

1,170,000 1,240,000 ▼5.6 150 第１種低層住居専用地域

-6 「大山町34－９」

4
渋谷 猿楽町18番29

1,370,000 1,450,000 ▼5.5 200 第２種低層住居専用地域

-3 「猿楽町15－３」

5
港 高輪一丁目701番61

1,200,000 1,270,000 ▼5.5 300 第１種中高層住居専用地域

-8 「高輪１－９－５」

6
渋谷 西原三丁目41番11

1,070,000 1,130,000 ▼5.3 150 第１種低層住居専用地域

-7 「西原３－41－７」

7
渋谷 恵比寿南二丁目７番10

1,160,000 1,220,000 ▼4.9 300 第１種住居地域
-9 「恵比寿南２－７－６」

8
渋谷 代々木三丁目６番５

1,030,000 1,080,000 ▼4.6 300 第２種中高層住居専用地域

-4 「代々木３－６－４」

9
品川 東五反田三丁目191番92

1,080,000 1,130,000 ▼4.4 150 第１種低層住居専用地域

-7 「東五反田３－16－26」

10
港 白金台五丁目256番８

1,220,000 1,270,000 ▼3.9 300 第１種中高層住居専用地域

-2 「白金台５－４－14」
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（多摩）

順 位
基 準 地
番 号

基 準 地 の 所 在
「 住 居 表 示 」

基 準 地 価 格 変 動 率
容積率

　　　％
用 途 区 分 備 考

20 年 19 年
(A/B-1)×100

（Ａ） （Ｂ）
円／㎡ 円／㎡ 　　　　％

1
国立 東一丁目16番３

500,000 515,000 ▼2.9 200 第２種中高層住居専用地域

-1

2
東大和 湖畔二丁目1044番82

127,000 130,000 ▼2.3 60 第１種低層住居専用地域

-4

3
三鷹 中原二丁目107番10

308,000 315,000 ▼2.2 80 第１種低層住居専用地域

-7 「中原２－11－10」

4
檜原 字三都郷3297番１

26,000 26,500 ▼1.9 - （都市計画区域外）
-2

5
檜原 字南郷836番１

27,000 27,500 ▼1.8 - （都市計画区域外）
-1

6
三鷹 新川五丁目400番10

310,000 315,000 ▼1.6 200 第１種中高層住居専用地域

-6 「新川５－17－３」

7
三鷹 大沢六丁目512番５

250,000 254,000 ▼1.6 80 第１種低層住居専用地域

-8 「大沢６－10－２」

8
三鷹 北野二丁目2341番７外１筆

317,000 322,000 ▼1.6 80 第１種低層住居専用地域

-4 「北野２－５－７」

9
八王子 川口町1890番16

67,000 68,000 ▼1.5 80 第１種低層住居専用地域

-36

9
八王子 下恩方町566番29

67,000 68,000 ▼1.5 80 第１種低層住居専用地域

-56
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平成20年 基準地 下落率順位一覧表（商業地）

（区部）

順 位
基 準 地
番 号

基 準 地 の 所 在
「 住 居 表 示 」

基 準 地 価 格 変 動 率
容積率

　　　％
用 途 区 分 備 考

20 年 19 年
(A/B-1)×100

（Ａ） （Ｂ）
円／㎡ 円／㎡ 　　　　％

1
渋谷 西原三丁目２番９外１筆

1,160,000 1,200,000 ▼3.3 300 近隣商業地域
5-13 「西原３－２－５」

2
渋谷 渋谷三丁目20番19

4,200,000 4,300,000 ▼2.3 600 商業地域
5-11 「渋谷３－29－20」

3
港 元麻布三丁目27番１外２筆

2,500,000 2,550,000 ▼2.0 400 近隣商業地域
5-21 「元麻布３－1－38」

4
渋谷 本町二丁目３番17

835,000 850,000 ▼1.8 300 近隣商業地域
5-4 「本町２－３－12」

5
渋谷 渋谷二丁目９番３

5,900,000 6,000,000 ▼1.7 700 商業地域
5-5 「渋谷２－９－９」

6
渋谷 円山町86番２外１筆

1,220,000 1,240,000 ▼1.6 500 商業地域
5-10 「円山町22－16」

7
目黒 柿の木坂一丁目287番２

1,250,000 1,270,000 ▼1.6 400 商業地域
5-1 「柿の木坂１－30－６」

8
渋谷 道玄坂一丁目29番14

4,650,000 4,720,000 ▼1.5 800 商業地域
5-6 「道玄坂１－19－12」

9
渋谷 代々木一丁目44番１

1,390,000 1,410,000 ▼1.4 400 近隣商業地域
5-15 「代々木１－44－12」

10
渋谷 富ヶ谷一丁目1554番８外１筆

1,450,000 1,470,000 ▼1.4 400 近隣商業地域
5-14 「富ヶ谷１－51－４」
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（多摩）

順 位
基 準 地
番 号

基 準 地 の 所 在
「 住 居 表 示 」

基 準 地 価 格 変 動 率
容積率

　　　％
用 途 区 分 備 考

20 年 19 年
(A/B-1)×100

（Ａ） （Ｂ）
円／㎡ 円／㎡ 　　　　％

1
檜原 字上元郷421番

35,000 35,500 ▼1.4 - （都市計画区域外）
5-1

2
奥多摩 氷川字南氷川1417番１

52,400 53,000 ▼1.1 - （都市計画区域外）
5-2

3
奥多摩 小丹波字南ノ原79番１

44,700 45,200 ▼1.1 - （都市計画区域外）
5-1

4
東大和 狭山四丁目1373番３外１筆

191,000 193,000 ▼1.0 200 近隣商業地域
5-1

5
東大和 南街一丁目11番14

230,000 232,000 ▼0.9 300 近隣商業地域
5-2

6
小平 小川西町四丁目2217番111

309,000 310,000 ▼0.3 400 商業地域
5-2 「小川西町４－28－５」

6
稲城 大字東長沼四号1040番４

309,000 310,000 ▼0.3 300 近隣商業地域
5-1

8
小平 学園西町一丁目1231番２外２筆

358,000 359,000 ▼0.3 400 商業地域
5-3 「学園西町１－21－17」
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Ⅱ 平成２０年東京都基準地価格一覧 
 
 

 
 

平成２０年東京都基準地の標準価格は、平成２０年７月１日

を価格判定の基準日として知事が判定したものである。 
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平成20年東京都基準地価格一覧の区市町村別目次

千 代 田 区 ･･････････････ 50 頁 八 王 子 市 ･･････････････ 110 頁 羽 村 市 ･･････････････ 148 頁

中 央 区 ･･････････････ 52 立 川 市 ･･････････････ 117 あきる野市 ･･････････････ 149

港 区 ･･････････････ 55 武 蔵 野 市 ･･････････････ 119 西 東 京 市 ･･････････････ 150

新 宿 区 ･･････････････ 58 三 鷹 市 ･･････････････ 120 瑞 穂 町 ･･････････････ 151

文 京 区 ･･････････････ 61 青 梅 市 ･･････････････ 121 日 の 出 町 ･･････････････ 152

台 東 区 ･･････････････ 62 府 中 市 ･･････････････ 123 檜 原 村 ･･････････････ 152

墨 田 区 ･･････････････ 64 昭 島 市 ･･････････････ 125 奥 多 摩 町 ･･････････････ 152

江 東 区 ･･････････････ 66 調 布 市 ･･････････････ 127 大 島 町 ･･････････････ 153

品 川 区 ･･････････････ 68 町 田 市 ･･････････････ 128 新 島 村 ･･････････････ 153

目 黒 区 ･･････････････ 70 小 金 井 市 ･･････････････ 133 神 津 島 村 ･･････････････ 153

大 田 区 ･･････････････ 71 小 平 市 ･･････････････ 134 三 宅 村 ･･････････････ 154

世 田 谷 区 ･･････････････ 75 日 野 市 ･･････････････ 135 八 丈 町 ･･････････････ 154

渋 谷 区 ･･････････････ 80 東 村 山 市 ･･････････････ 137 小 笠 原 村 ･･････････････ 154

中 野 区 ･･････････････ 82 国 分 寺 市 ･･････････････ 138 林 地 ･･････････････ 156

杉 並 区 ･･････････････ 84 国 立 市 ･･････････････ 139

豊 島 区 ･･････････････ 87 福 生 市 ･･････････････ 140 備 考 ･･････････････ 157

北 区 ･･････････････ 89 狛 江 市 ･･････････････ 140

荒 川 区 ･･････････････ 91 東 大 和 市 ･･････････････ 141

板 橋 区 ･･････････････ 92 清 瀬 市 ･･････････････ 142

練 馬 区 ･･････････････ 95 東久留米市 ･･････････････ 143 地価公示の標準地と同一
地点である基準地の価格
一覧…………………………足 立 区 ･･････････････ 99 武蔵村山市 ･･････････････ 144

160
 飾 区 ･･････････････ 103 多 摩 市 ･･････････････ 145

江 戸 川 区 ･･････････････ 106 稲 城 市 ･･････････････ 147
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)
千代田 千代田区 長方形 南東      15m 水道

3,400,000 819   1:1.2 区道 ガス ２住居
＊ 下水 (  60, 400)
(都)  -  1 (3,150,000) ＲＣ9F2B 北東    320m 防火 　　

側道
千代田 千代田区 不整形 南東       8m 水道

2,400,000 2,422   1:2.5 区道 ガス １住居
下水 (  60, 400)

(都)  -  2 (2,230,000) ＲＣ13F2B    370m 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 北西     7.5m 水道
2,030,000 436   1:1.2 区道 ガス ２住居

下水 (  60, 400)
(都)  -  3 （選定替） Ｗ2    190m 防火 　　

千代田 千代田区 正方形 西 　      8m 水道
2,390,000 227 区道 ガス ２住居

下水 (  60, 400)
(都)  -  4 (2,220,000) ＲＣ6    200m 防火 　　

千代田 千代田区 正方形 北西      36m 水道
25,900,000 2,308 国道 ガス 商業

＊ 下水 (  80,1300)
(都) 5-  1 (22,800,000) ＳＲＣ8F3B 北東    580m 防火 　　

側道
千代田 千代田区 長方形 南東      11m 水道

1,800,000 86   1:1.5 区道 ガス 商業
下水 (  80, 500)

(都) 5-  2 (1,710,000) ＲＣ7    800m 防火 　　
背面道

千代田 千代田区 長方形 北西      44m 水道
7,350,000 860   1:1.5 都道 ガス 商業

下水 (  80, 700)
(都) 5-  3 (6,630,000) ＳＲＣ8F1B    320m 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 西 　     37m 水道
9,900,000 1,027   1:1.2 都道 ガス 商業

下水 (  80, 700)
(都) 5-  4 (8,500,000) ＳＲＣ7F1B    250m 防火 　　

四方路
千代田 千代田区 長方形 北 　     22m 水道

3,710,000 349   1:1.5 区道 ガス 商業
＊ 下水 (  80, 600)
(都) 5-  5 (3,500,000) ＲＣ9F2B    250m 防火 　　

三方路
千代田 千代田区 長方形 北西      22m 水道

2,050,000 95   1:1.2 区道 ガス 商業
下水 (  80, 600)

(都) 5-  6 (1,920,000) ＳＲＣ8    500m 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 北東       8m 水道
1,060,000 182 1.2:1   区道 ガス 商業

下水 (  80, 500)
(都) 5-  7 (980,000) ＲＣ5    240m 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 北東      27m 水道
4,900,000 114   1:1.5 国道 ガス 商業

下水 (  80, 800)
(都) 5-  8 (4,600,000) ＳＲＣ10     70m 防火 　　

基準地番号 基準地の地積

共同住宅 中高層マンション、事務所が混在する住宅地
域

住宅 マンション、住宅、事務所等が混在する住宅
地域

事務所 高層事務所ビルが建ち並ぶオフィス街

基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

東日本市ケ谷
五番町１２番６

共同住宅 中高層のマンションが多い住宅地域 地下鉄半蔵門
三番町９番４

地下鉄町
二番町１２番１０

共同住宅 中高層マンション、事務所等が混在する駅に
近い住宅地域

地下鉄半蔵門
町二丁目１０番４外１筆

東日本東京
丸の内三丁目１４番１

「丸の内３－２－２」

店舗兼事務所 低中層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 東日本市ケ谷
九段南三丁目１７番１８

「九段南３－２－１５」

店舗兼事務所 高層の事務所ビルが建ち並ぶオフィス街 地下鉄虎ノ門
霞が関三丁目８番６

「霞が関３－３－３」

店舗 中高層店舗ビルを中心とする繁華な商業地域 東日本秋葉原
外神田四丁目８３番外４筆

「外神田４－１－１」

店舗兼事務所 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地
域

地下鉄小川町
内神田一丁目６番１外１筆

「内神田１－１５－１０」

店舗、事務所兼住
宅

中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地
域

東日本神田
岩本町一丁目４４番９

「岩本町１－３－４」

店舗、事務所兼住
宅

卸売店舗、事務所等が混在する商業地域 地下鉄岩本町
岩本町三丁目９番３

「岩本町３－７－１３」

店舗、事務所兼住
宅

中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地
域

地下鉄神田
神田須田町一丁目２６番２
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

千代田 千代田区 不整形 北　　     15m 水道
2,000,000 137    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5-  9 （選定替） Ｓ9F1B 西     100m 防火 　　

側道
千代田 千代田区 正方形 東　　     36m 水道

6,250,000 165 都道 ガス 商業
　 下水 (  80, 700)

(都) 5- 10 (5,700,000) ＳＲＣ8F2B     350m 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 南西　     27m 水道
3,900,000 206    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 11 (3,650,000) ＳＲＣ9 北西     300m 防火 　　

側道
千代田 千代田区 長方形 西　　     22m 水道

4,560,000 194    1:1.5 都道 ガス 商業
　 下水 (  80, 700)

(都) 5- 12 (4,300,000) ＳＲＣ8F1B     320m 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 北西　     22m 水道
4,550,000 122    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 13 (4,250,000) ＲＣ6     240m 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 北　　     11m 水道
1,730,000 514  1.5:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 14 (1,630,000) ＳＲＣ7F1B     450m 防火 　　

背面道
千代田 千代田区 長方形 南西　     36m 水道

6,000,000 222    1:2   都道 ガス 商業
　 下水 (  80, 700)

(都) 5- 15 (5,600,000) ＳＲＣ8F1B     300m 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 南　　      7m 水道
940,000 120    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 16 (900,000) ＲＣ6     400m 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 北　　     16m 水道
2,150,000 164  1.5:1   区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 17 (2,000,000) ＳＲＣ7F1B 東     200m 防火 　　

側道
千代田 千代田区 長方形 南　　     33m 水道

6,640,000 380    1:2   国道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 800)
(都) 5- 18 (6,250,000) ＳＲＣ9F1B     160m 防火 　　

背面道
千代田 千代田区 長方形 東　　     16m 水道

3,100,000 165    1:1.5 区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 600)

(都) 5- 19 (2,900,000) ＳＲＣ8     170m 防火 　　

千代田 千代田区 ほぼ長方形 南西　     11m 水道
2,050,000 297    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 20 (1,900,000) ＲＣ5     160m 防火 　　

店舗、事務所兼住宅 中層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本飯田橋
富士見二丁目２番４外１筆

「富士見２－２－６」

店舗兼事務所 中高層の店舗兼事務所、マンション等が建ち並ぶ商
業地域

地下鉄半蔵門
平河町一丁目１１番１１

「平河町１－８－３」

事務所、車庫兼住宅 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄町
町四丁目４番２

事務所兼住宅 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄神保町
神田錦町三丁目２２番８

倉庫、事務所兼住宅 中小規模の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本秋葉原
神田和泉町１番２９２

店舗兼住宅 中高層のスポーツ用品専門店、事務所等が建ち並ぶ
繁華な商業地域

地下鉄小川町
神田小川町三丁目６番５外１筆

事務所 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 東日本神田
神田美倉町１０番１外２筆

店舗、事務所兼住宅 大学、店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 東日本御茶ノ水
神田駿河台一丁目８番３外１筆

事務所兼駐車場 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ外堀通り沿い
の商業地域

東日本神田
内神田二丁目２３番６

「内神田２－１１－６」

事務所 中高層の店舗兼事務所ビル、大学、各種学校等が建
ち並ぶ商業地域

東日本水道橋
西神田一丁目４番２外２筆

「西神田１－３－６」

地下鉄秋葉原
神田岩本町１番７外２筆

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本秋葉原
外神田三丁目１０番１外３筆

「外神田３－１４－９」

店舗・事務所 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

千代田 千代田区 長方形 北西　      8m 水道
1,310,000 203    1:3   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 21 (1,240,000) ＲＣ5 南西     400m 防火 　　

側道
千代田 千代田区 正方形 北西　     22m 水道

2,490,000 179 区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 600)

(都) 5- 22 (2,350,000) ＳＲＣ9     230m 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 北東　      6m 水道
1,230,000 661  1.2:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 23 (1,150,000) ＲＣ7     150m 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 東　　     35m 水道
24,600,000 2,760    1:1.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80,1300)
(都) 5- 24 (21,900,000) ＳＲＣ9F3B 南 駅近接 防火 　　

側道
千代田 千代田区 長方形 東　　     33m 水道

4,650,000 191    1:3   都道 ガス 商業
　 下水 (  80, 800)

(都) 5- 25 (4,350,000) ＲＣ7F1B 駅近接 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 南西　      8m 水道
1,300,000 136  1.2:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 26 (1,200,000) ＲＣ5F2B     210m 防火 　　

千代田 千代田区 長方形 東　　     44m 水道
3,150,000 235    1:1.2 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5- 27 (2,900,000) ＳＲＣ9F1B 南     140m 防火 　　

側道
中央 中央区 長方形 南　　     10m 水道

790,000 72  1.2:1   区道 ガス ２住居
　 下水 (  80, 400)

(都)  -  1 (765,000) Ｓ4     420m 防火 　　

中央 中央区 長方形 北西　   10.9m 水道
820,000 82    1:1.5 区道 ガス ２住居

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都)  -  2 (800,000) ＲＣ5     150m 防火 　　

中央 中央区 長方形 北西　     27m 水道
2,750,000 331    1:2.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  1 (2,560,000) ＳＲＣ8      60m 防火 　　

中央 中央区 長方形 南東　     36m 水道
1,640,000 84    1:1.2 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  2 (1,500,000) ＲＣ5 駅近接 防火 　　

中央 中央区 長方形 南　　     16m 水道
1,780,000 268    1:2.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  3 (1,630,000) ＳＲＣ8F1B     400m 防火 　　

店舗兼事務所 中小規模の店舗兼事務所ビルが多い商業地域 地下鉄小伝馬町
日本橋堀留町一丁目１番２２

「日本橋堀留町１－２－１５」

店舗、事務所兼共同
住宅

中高層の店舗、事務所、マンションのほか低層店舗
も混在する商業地域

地下鉄月島
月島三丁目１００９番外１筆

「月島３－１０－４」

店舗兼事務所 繊維問屋、銀行等の中高層の店舗、事務所ビルが建
ち並ぶ商業地域

東日本馬喰町
日本橋馬喰町一丁目１０２番１９外２筆

「日本橋馬喰町１－６－５」

事務所、作業所兼住
宅

一般住宅、中高層店舗兼共同住宅が混在する住宅地
域

地下鉄月島
月島二丁目１６１８番

「月島２－１６－９」

事務所兼住宅 小規模な一般住宅等が密集する既成住宅地域 地下鉄月島
佃一丁目２０番１外１筆

「佃１－５－７」

店舗、事務所兼倉庫 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄秋葉原
神田松永町１３番

事務所、作業所兼住
宅

中層の事務所、低層の店舗等が混在する商業地域 地下鉄淡路町
神田司町二丁目１４番１

店舗兼事務所 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄小川町
神田小川町二丁目１番８

事務所 高層の銀行、事務所ビルが建ち並ぶオフィス街 地下鉄大手町
大手町一丁目１番３

「大手町１－２－４」

店舗兼共同住宅 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 地下鉄神保町
神田神保町二丁目２０番２外１筆

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本神田
神田富山町２２番１外２筆

事務所兼作業所 中小規模の事務所ビルが多い、再開発が完了した地
区に近い商業地域

東日本飯田橋
飯田橋二丁目２０番１

「飯田橋２－１０－６」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

中央 中央区 正方形 南東　     27m 水道
5,380,000 330 国道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 800)
(都) 5-  4 (5,000,000) ＳＲＣ9F1B 駅近接 防火 　　

中央 中央区 長方形 北西　     13m 水道
6,800,000 159  1.5:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  5 (6,100,000) ＳＲＣ7F1B     360m 防火 　　

中央 中央区 長方形 西　　     27m 水道
14,000,000 730    1:2   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5-  6 (12,000,000) ＳＲＣ9F3B 駅近接 防火 　　

中央 中央区 ほぼ長方形 南西　     15m 水道
9,750,000 278    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  7 (8,300,000) Ｓ8F1B     150m 防火 　　

中央 中央区 正方形 北東　     33m 水道
15,800,000 1,427 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5-  8 (13,400,000) ＳＲＣ9F3B      70m 防火 　　

三方路
中央 中央区 長方形 東　　     18m 水道

1,940,000 96    1:1.2 区道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  9 (1,780,000) ＳＲＣ9      70m 防火 　　

中央 中央区 長方形 北西　     33m 水道
2,180,000 257    1:2.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 10 (1,940,000) ＳＲＣ10 北東      70m 防火 　　

側道
中央 中央区 長方形 北西　      6m 水道

750,000 169    1:2   区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(都) 5- 11 (733,000) ＲＣ7F1B     250m 防火 　　

中央 中央区 長方形 北西　     11m 水道
1,800,000 171    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 12 (1,680,000) ＲＣ9F1B     100m 防火 　　

中央 中央区 ほぼ正方形 南東　     27m 水道
30,000,000 353 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5- 13 (25,300,000) ＲＣ8F1B 駅近接 防火 　　

中央 中央区 長方形 北東　   14.5m 水道
17,700,000 141    1:1.2 区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 14 (15,600,000) ＳＲＣ9F2B 北西     400m 防火 　　

側道
中央 中央区 長方形 南東　   14.5m 水道

11,500,000 147    1:2   区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 800)

(都) 5- 15 (9,750,000) ＳＲＣ8F1B     180m 防火 　　

店舗兼事務所 中高層の店舗ビル・店舗兼事務所ビルが連坦する既
成の商業地域

地下鉄銀座
銀座三丁目１０１番１４外１筆

「銀座３－２－９」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本新橋
銀座八丁目１０９番１

「銀座８－６－２５」

店舗兼事務所 中高層の専門店を主に、銀行、事務所等が建ち並ぶ
繁華な商業地域

地下鉄銀座一丁目
銀座二丁目２番１９外１筆

「銀座２－６－７」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ中に低層店舗
も介在する商業地域

地下鉄八丁堀
八丁堀二丁目６番１４

「八丁堀２－２１－１１」

事務所兼住宅 中高層事務所ビル、マンション等が混在する商業地
域

地下鉄水天宮前
日本橋箱崎町３５番２

「日本橋箱崎町３５－３」

店舗兼事務所 中高層の中規模店舗、事務所ビルが建ち並ぶ幹線通
り沿いの商業地域

地下鉄築地
築地三丁目９０３番１

「築地３－９－１０」

事務所兼住宅 中小規模の事務所ビル、店舗が建ち並ぶ商業地域 地下鉄新富町
新富二丁目２番８

「新富２－４－４」

店舗兼事務所 高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄京橋
京橋三丁目１番１外２筆

「京橋３－１－１」

店舗 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄日本橋
日本橋二丁目３番８外２筆

「日本橋２－３－１８」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ商業地域 地下鉄三越前
日本橋室町一丁目８番２

「日本橋室町１－５－３」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所が多い商業地域 地下鉄銀座
銀座七丁目５番２外１筆

「銀座７－１１－１４」

店舗兼事務所 高層の店舗、事務所ビルが多い既成商業地域 東日本新日本橋
日本橋本町四丁目１５番３

「日本橋本町４－１－１１」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

中央 中央区 長方形 南西　      8m 水道
2,350,000 308    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 16 (2,100,000) ＲＣ6     120m 防火 　　

中央 中央区 長方形 北西　     44m 水道
6,000,000 319    1:1.2 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5- 17 (5,500,000) ＳＲＣ10F1B     120m 防火 　　

中央 中央区 長方形 北東　      6m 水道
1,850,000 167    1:2.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5- 18 (1,680,000) ＲＣ5     250m 防火 　　

中央 中央区 長方形 北東　     11m 水道
1,060,000 117  1.2:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 19 (1,020,000) ＳＲＣ7     210m 防火 　　

中央 中央区 長方形 南東　     15m 水道
1,370,000 147    1:2   区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 20 (1,270,000) Ｓ7     160m 防火 　　

中央 中央区 長方形 北西　     15m 水道
1,330,000 133    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 21 (1,230,000) ＲＣ6F1B     400m 防火 　　

中央 中央区 長方形 南　　      8m 水道
880,000 94    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 22 (850,000) ＲＣ6F1B     250m 防火 　　

中央 中央区 長方形 北東　     18m 水道
1,360,000 341    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 23 (1,250,000) ＳＲＣ8     390m 防火 　　

中央 中央区 ほぼ長方形 南東　     50m 水道
1,480,000 1,882  1.5:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 24 (1,300,000) Ｓ9     680m 防火 　　

四方路
中央 中央区 長方形 西　　     44m 水道

2,960,000 499    1:1.2 都道 ガス 商業
　 下水 (  80, 800)

(都) 5- 25 (2,650,000) ＳＲＣ9F2B     270m 防火 　　
背面道

中央 中央区 長方形 南東　     27m 水道
1,270,000 144    2:1   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 26 (1,160,000) ＳＲＣ10 北東     240m 防火 　　

側道
中央 中央区 長方形 南　　     15m 水道

1,120,000 127    1:2   区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(都) 5- 27 (1,070,000) ＳＲＣ8     250m 防火 　　
背面道

店舗兼事務所 中層店舗、事務所ビルと低層事務所が混在する商業
地域

地下鉄八丁堀
湊一丁目１６番２

「湊１－２－７」

店舗兼住宅 中低層の店舗、中高層の店舗兼マンション等が建ち
並ぶ商業地域

地下鉄浜町
日本橋浜町二丁目５４番１

「日本橋浜町２－２４－８」

事務所 高層の事務所ビル等が建ち並ぶ中心的商業地域 地下鉄三越前
日本橋本町二丁目２番２外１筆

「日本橋本町２－６－３」

事務所 中高層の事務所ビル、営業所等が区画整然と建ち並
ぶ商業地域

地下鉄勝どき
晴海三丁目３番６

「晴海３－３－３」

事務所 中規模の中高層事務所のほかホテル等も見受けられ
る商業地域

地下鉄八丁堀
新川二丁目２番２外１筆

「新川２－２０－５」

事務所 中小規模の事務所ビルが多い古くからの商業地域 地下鉄東日本橋
東日本橋二丁目１２番２３外２筆

「東日本橋２－２３－４」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所のほか低層事務所、住宅が混
在する商業地域

地下鉄築地
築地七丁目３番１４

「築地７－１０－１１」

店舗、事務所兼住宅 中層の店舗、事務所ビル等が多い商業地域 地下鉄人形町
日本橋人形町二丁目２１番１０

「日本橋人形町２－２１－１０」

事務所 中高層の事務所ビルが多い中に低層店舗等も介在す
る商業地域

地下鉄水天宮前
日本橋蛎殻町一丁目２６番１０外１筆

「日本橋蛎殻町１－２６－６」

店舗兼事務所 中小規模の中層事務所ビルが建ち並ぶ幹線道路背後
の商業地域

地下鉄京橋
八重洲二丁目１０番１２

「八重洲２－１０－５」

事務所 高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄東銀座
銀座二丁目２０３番１７

「銀座２－１２－１４」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄京橋
京橋二丁目６番２８

「京橋２－６－１４」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

港 港区 長方形 東　　    5.3m 水道
1,110,000 411    1:1.2 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  1 (1,180,000) ＲＣ3     240m 準防 高度

港 港区 長方形 南西　    4.4m 水道
1,220,000 601    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  2 (1,270,000) ＲＣ3F1B     700m 準防 高度

港 港区 長方形 東　　    5.5m 水道
1,610,000 321    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (1,600,000) Ｓ3     850m 準防 高度

港 港区 長方形 北西　    5.5m 水道
1,580,000 183    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  4 (1,580,000) ＲＣ3F1B     560m 準防 高度

港 港区 長方形 北東　    5.6m 水道
1,530,000 652    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  5 (1,550,000) ＲＣ5     1.1km 準防 高度

港 港区 長方形 北　　    8.5m 水道
2,050,000 365    1:1.5 区道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  -  6 (2,050,000) ＲＣ4F1B 西     400m 準防 高度

側道
港 港区 長方形 東　　      6m 水道

1,370,000 160  1.2:1   区道 ガス １住居
　 下水 (  60, 300)

(都)  -  7 (1,400,000) Ｓ4     250m 準防 高度

港 港区 長方形 南　　    6.5m 水道
1,200,000 151    1:1.2 区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  -  8 (1,270,000) Ｗ2     400m 準防 高度

港 港区 長方形 北　　     33m 水道
12,600,000 807    2:1   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5-  1 (11,800,000) ＳＲＣ9F1B 駅近接 防火 　　

背面道
港 港区 長方形 南西　    8.1m 水道

2,900,000 200    1:1.5 区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(都) 5-  2 (2,700,000) ＲＣ5F1B 北西     220m 防火 　　
側道

港 港区 長方形 南東　     11m 水道
2,940,000 150    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  3 (2,840,000) ＳＲＣ7F1B     240m 防火 　　

港 港区 長方形 北西　     33m 水道
2,600,000 737    1:2.5 国道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  4 (2,430,000) ＲＣ6F1B 駅近接 防火 　　

事務所 中高層の事務所、店舗等が混在する路線商業地域 地下鉄泉岳寺
高輪二丁目１番９

「高輪２－１９－１９」

店舗兼事務所 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄虎ノ門
虎ノ門一丁目２２４番７

「虎ノ門１－１６－８」

店舗兼住宅 中層の店舗が建ち並ぶ商業地域 地下鉄赤坂見附
赤坂三丁目１１１４番外１筆

「赤坂３－１１－１９」

事務所兼車庫 中高層の店舗、事務所が多い商業地域 地下鉄虎ノ門
虎ノ門一丁目１番３４外５筆

「虎ノ門１－３－２」

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 地下鉄白金高輪
高輪一丁目７０１番６１

「高輪１－９－５」

事務所兼住宅 マンション、一般住宅のほかに事務所等も混在する
住宅地域

地下鉄麻布十番
東麻布三丁目４番２３

「東麻布３－４－９」

共同住宅 マンションのほかに大使館等も見られる閑静な住宅
地域

地下鉄麻布十番
六本木五丁目３６７番１

「六本木５－１３－１」

共同住宅 一般住宅のほかにマンションが建ち並ぶ住宅地域 地下鉄表参道
南青山七丁目２７４番

「南青山７－１３－５」

事務所兼住宅 一般住宅、共同住宅、事務所等が混在する住宅地域 地下鉄表参道
南青山四丁目４８７番

「南青山４－２６－１８」

共同住宅 中規模の一般住宅のほかにマンションが見られる閑
静な住宅地域

地下鉄六本木
西麻布三丁目４番２１

「西麻布３－１５－８」

共同住宅 マンションの多い閑静な住宅地域 地下鉄白金台
白金台五丁目２５６番８

「白金台５－４－１４」

共同住宅、車庫 中低層共同住宅、戸建住宅等が混在する住宅地域 地下鉄高輪台
高輪三丁目２番８１

「高輪３－５－１２」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

港 港区 長方形 南西　     33m 水道
13,000,000 1,176  1.2:1   都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 800)
(都) 5-  5 （選定替） ＳＲＣ9F3B 駅近接 防火 　　

港 港区 長方形 西　　     27m 水道
3,350,000 2,479  1.2:1   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  6 (3,300,000) ＳＲＣ8F1B     650m 防火 　　

港 港区 長方形 南　　     27m 水道
5,100,000 271    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  7 (4,850,000) Ｓ8F1B 西      90m 防火 　　

側道
港 港区 不整形 南東　     36m 水道

3,900,000 259    1:2   国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 700)

(都) 5-  8 (3,800,000) ＲＣ9F1B     480m 防火 　　
背面道

港 港区 ほぼ長方形 西　　     33m 水道
5,650,000 528    1:3   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  9 (5,500,000) ＳＲＣ9F1B      80m 防火 　　

三方路
港 港区 台形 北　　     27m 水道

2,450,000 198    1:1.2 国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(都) 5- 10 (2,400,000) ＲＣ5     520m 防火 　　

港 港区 不整形 南東　     47m 水道
5,400,000 792    1:1.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 11 (4,970,000) ＳＲＣ10F1B     290m 防火 　　

背面道
港 港区 長方形 東　　     18m 水道

4,150,000 1,427  1.5:1   都道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(都) 5- 12 (3,880,000) ＳＲＣ10F1B     170m 防火 　　

港 港区 長方形 東　　     40m 水道
1,920,000 453  1.5:1   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 13 (1,900,000) ＳＲＣ9F1B     550m 防火 　　

背面道
港 港区 長方形 北西　     40m 水道

11,500,000 133    1:2.5 国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 700)

(都) 5- 14 (11,500,000) ＲＣ4F1B 駅近接 防火 　　

港 港区 正方形 南西　      9m 水道
2,350,000 168 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 15 (2,300,000) ＲＣ4F1B     180m 防火 　　

港 港区 長方形 北　　     40m 水道
2,980,000 113    1:1.2 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 16 (3,020,000) ＳＲＣ7F1B     400m 防火 　　

店舗、事務所、倉庫
兼共同住宅

中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 地下鉄六本木
西麻布三丁目２３番２３外１筆

「西麻布３－１－１８」

店舗、事務所兼住宅 中層の店舗兼事務所ビル及びマンション等の建ち並
ぶ商業地域

地下鉄外苑前
南青山二丁目３６６番

「南青山２－１４－１５」

店舗兼事務所 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄表参道
南青山五丁目２５番

「南青山５－１－２７」

事務所・車庫 中層の事務所、店舗のほかにマンションが見られる
商業地域

地下鉄麻布十番
南麻布二丁目４番５０外３筆

「南麻布２－４－２」

事務所 中高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 地下鉄乃木坂
南青山一丁目５０番３

「南青山１－１５－９」

事務所兼駐車場 中高層の事務所、店舗等が建ち並ぶ商業地域 地下鉄六本木一丁
目六本木二丁目５５番１外４筆

「六本木２－４－５」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本田町
三田三丁目５３８番５

「三田３－１－５」

店舗、事務所兼駐車
場

中高層の事務所ビルが多い商業地域 地下鉄御成門
新橋六丁目７番１外４筆

「新橋６－１７－１」

事務所兼駐車場 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本新橋
新橋五丁目２番３外１筆

「新橋５－１４－４」

店舗 中高層の店舗、事務所ビルが多い駅前の商業地域 東日本浜松町
浜松町一丁目１２５番１０外１筆

「浜松町１－３０－１１」

事務所 中高層の事務所ビル、配送センターが混在する商業
地域

東日本品川
港南二丁目７番１外２筆

「港南２－１３－３７」

店舗、事務所兼駐車
場

中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ中心的な商業
地域

地下鉄内幸町
新橋一丁目１０３番４

「新橋１－１８－１６」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

港 港区 長方形 北東　     11m 水道
3,400,000 67  1.2:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 17 (3,300,000) ＲＣ5F1B      85m 防火 　　

港 港区 長方形 北　　     15m 水道
5,060,000 129  1.2:1   都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 18 (4,650,000) ＳＲＣ7F1B      90m 防火 　　

港 港区 長方形 西　　    9.7m 水道
1,400,000 89    1:1.5 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 19 (1,400,000) ＲＣ5     300m 防火 　　

港 港区 長方形 北東　   11.5m 水道
2,750,000 101    1:2.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 20 (2,700,000) ＲＣ6     300m 防火 　　

港 港区 長方形 北西　     12m 水道
2,500,000 327  1.2:1   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 21 (2,550,000) ＳＲＣ7F1B 北東     520m 防火 　　

側道
港 港区 台形 西　　     25m 水道

2,890,000 671    2:1   都道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(都) 5- 22 (2,900,000) ＳＲＣ8F1B      80m 防火 　　

港 港区 長方形 北　　     11m 水道
2,100,000 400  1.2:1   区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 23 (1,980,000) ＳＲＣ8 東     220m 防火 　　

側道
港 港区 長方形 南西　     30m 水道

2,880,000 157    1:2   国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 600)

(都) 5- 24 (2,910,000) ＳＲＣ9     260m 防火 　　

港 港区 ほぼ正方形 南東　     13m 水道
1,340,000 100 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 25 (1,350,000) Ｓ4     500m 防火 　　

港 港区 長方形 北東　     18m 水道
2,300,000 81    1:2.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 26 (2,200,000) ＲＣ5     300m 防火 　　

港 港区 長方形 東　　     11m 水道
1,260,000 446    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 400)
(都) 7-  1 (1,280,000) ＳＲＣ8     700m 防火 　　

港 港区 長方形 西　　     18m 水道
970,000 2,181    1:1.2 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 400)
(都) 7-  2 (980,000) ＳＲＣ5     300m 防火 　　

背面道

倉庫兼事務所 中高層の事務所ビル、倉庫、マンション等が混在す
る地域

ゆりかもめ芝浦ふ
頭海岸三丁目１番２６

「海岸３－１９－８」

事務所 マンション、事務所が混在する地域 東日本田町
芝浦四丁目１番１９

「芝浦４－５－１１」

店舗兼住宅 中高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 東日本田町
芝浦三丁目１番６６

「芝浦３－１２－３」

店舗兼共同住宅 店舗併用住宅、小売店舗、マンション等が混在する
近隣商業地域

地下鉄白金高輪
高輪一丁目７１番１

「高輪１－２１－３」

事務所、住宅兼車庫 中高層の営業所、事務所ビル、マンションが混在す
る商業地域

地下鉄赤羽橋
東麻布一丁目１０番１３

「東麻布１－１０－１２」

事務所兼車庫 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄大門
芝大門二丁目２０１番１外３筆

「芝大門２－１１－１」

店舗兼共同住宅 中高層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ路線商業地域 地下鉄広尾
南麻布五丁目６６番１

「南麻布５－１５－２５」

事務所兼共同住宅 中高層のマンション、店舗事務所ビルが建ち並ぶ商
業地域

地下鉄六本木
元麻布三丁目２７番１外２筆

「元麻布３－１－３８」

店舗兼共同住宅 小売店舗、飲食店舗が建ち並ぶ周辺地域における中
心的な商業地域

地下鉄麻布十番
麻布十番二丁目５番２外２筆

「麻布十番２－５－３」

住宅、店舗兼共同住
宅

小規模の店舗兼共同住宅のほか中層の事務所ビル等
が混在する商業地域

地下鉄赤羽橋
東麻布一丁目１６番６

「東麻布１－１６－９」

店舗兼事務所 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 地下鉄赤坂
赤坂二丁目１３０１番５外１筆

「赤坂２－１３－２３」

店舗、事務所兼住宅 小規模な中層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 地下鉄六本木
六本木六丁目３１１番２

「六本木６－１－５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

新宿 新宿区 台形 南　　    5.7m 水道
865,000 219    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  1 (835,000) Ｗ2     320m 準防 高度

新宿 新宿区 台形 東　　    3.2m 水道
580,000 95    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  2 (570,000) ＲＣ3     400m 準防 高度

新宿 新宿区 正方形 東　　    3.6m 水道
648,000 112 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  3 (634,000) ＲＣ3     240m 準防 高度

新宿 新宿区 長方形 北　　    3.7m 水道
560,000 102    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  4 (545,000) ＲＣ3F1B     750m 準防 高度

新宿 新宿区 正方形 西　　    2.7m 水道
490,000 155 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  5 (485,000) Ｗ2     400m 準防 高度

新宿 新宿区 長方形 北東　    3.1m 水道
587,000 115    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  6 (573,000) Ｗ2     450m 準防 高度

新宿 新宿区 ほぼ正方形 東　　    3.5m 水道
542,000 204 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  7 (530,000) Ｗ2     350m 準防 高度

新宿 新宿区 台形 北西　      4m 水道
550,000 132    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  8 (540,000) Ｓ3     800m 準防 高度

新宿 新宿区 正方形 北　　    3.8m 水道
670,000 205 区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  -  9 (655,000) Ｗ2     480m 準防 高度

新宿 新宿区 長方形 南西　      4m 水道
588,000 99    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 10 (577,000) Ｓ3     480m 準防 高度

新宿 新宿区 正方形 北東　    5.3m 水道
886,000 196 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 11 (860,000) Ｗ2     450m 準防 高度

新宿 新宿区 長方形 北　　      4m 水道
805,000 201    1:1.2 区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  - 12 (785,000) Ｗ2     300m 準防 高度

住宅 中規模一般住宅、マンションが混在する住宅地域 地下鉄四谷三丁目
大京町６番８

住宅 中規模一般住宅と共同住宅等が混在する住宅地域 東日本飯田橋
若宮町２６番１７外１筆

住宅 小規模住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄若松河田
戸山一丁目４３番２６０

「戸山１－７－４」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本高田馬場
高田馬場一丁目１８２番３２外１筆

「高田馬場１－２１－２１」

共同住宅 中小規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅地
域

地下鉄西新宿
北新宿二丁目４５８番１３

「北新宿２－１２－５」

住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 地下鉄落合南長崎
中落合三丁目１５８６番４

「中落合３－２６－１８」

住宅 一般住宅・アパート等が混在する従前からの住宅地
域

地下鉄牛込柳町
南榎町７０番２

住宅 中小規模一般住宅、アパートが混在する住宅地域 地下鉄中井
上落合三丁目８３０番６

「上落合３－２０－１５」

住宅 小規模一般住宅、アパート、事務所等が混在する住
宅地域

東日本高田馬場
高田馬場三丁目３０９番９

「高田馬場３－２０－８」

診療所兼住宅 中層の店舗兼共同住宅が多い住宅地域 東日本大久保
百人町二丁目３３０番４

「百人町２－２０－２１」

住宅 中規模一般住宅のほか中低層のマンション、共同住
宅が混在する地域

地下鉄東新宿
新宿七丁目９３番２２外１筆

「新宿７－２２－１９」

住宅 中規模一般住宅にマンションも混在する住宅地域 地下鉄牛込柳町
市谷甲良町３５番２外１筆

「市谷甲良町１－５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

基準地番号 基準地の地積

新宿 新宿区 長方形 東　　     18m 水道
7,000,000 89    1:2.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 900)
(都) 5-  1 (6,600,000) ＳＲＣ6F1B     400m 防火 　　

背面道
新宿 新宿区 長方形 北西　     22m 水道

14,400,000 488  1.2:1   区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 900)

(都) 5-  2 (12,500,000) ＳＲＣ10F2B 北東     200m 防火 　　
側道

新宿 新宿区 長方形 北　　     15m 水道
7,900,000 322  1.2:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5-  3 (7,000,000) ＳＲＣ8F2B 東     120m 防火 　　

側道
新宿 新宿区 台形 東　　     36m 水道

16,800,000 235    1:1   都道 ガス 商業
　 下水 (  80,1000)

(都) 5-  4 (15,000,000) ＳＲＣ9F3B     170m 防火 　　

新宿 新宿区 台形 北　　     16m 水道
2,050,000 127    1:1.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  5 (1,920,000) ＳＲＣ8     200m 防火 高度

新宿 新宿区 長方形 西　　     11m 水道
1,420,000 160    1:2.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  6 (1,320,000) ＲＣ5     160m 防火 高度

新宿 新宿区 長方形 北　　     30m 水道
1,950,000 188    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  7 (1,780,000) ＳＲＣ9F1B     200m 防火 　　

新宿 新宿区 長方形 北　　     16m 水道
3,300,000 277    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  8 (3,030,000) ＳＲＣ10 西 駅近接 防火 高度

側道
新宿 新宿区 長方形 北　　     22m 水道

3,620,000 484    1:1.2 区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 700)

(都) 5-  9 (3,300,000) Ｓ9 駅近接 防火 　　
背面道

新宿 新宿区 長方形 北西　     22m 水道
12,500,000 972  1.5:1   都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 800)
(都) 5- 10 (10,400,000) 駅近接 防火 　　

背面道
新宿 新宿区 台形 北　　     16m 水道

1,950,000 148    1:1.5 都道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 11 (1,800,000) ＲＣ5F1B     170m 防火 高度

新宿 新宿区 台形 北　　    7.2m 水道
760,000 130    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 12 （選定替） ＲＣ7     150m 防火 　　

店舗 中高層の飲食店、遊技場が多い歓楽街の商業地域 東日本新宿
歌舞伎町一丁目１８番１０

「歌舞伎町１－１８－１０」

店舗 中高層の店舗ビルが建ち並ぶ繁華な商業地域 東日本新宿
新宿三丁目８０２番６外２筆

「新宿３－１８－５」

事務所、店舗兼劇場 中高層の店舗ビル等が多い繁華な商業地域 地下鉄新宿三丁目
新宿三丁目１０２番１０外３筆

「新宿３－３３－１０」

店舗兼事務所 高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ駅近接の高度商
業地域

東日本新宿
西新宿一丁目１８番２

「西新宿１－１８－２」

事務所、住宅兼店舗 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本飯田橋
揚場町３番４外１筆

「揚場町２－１９」

店舗兼共同住宅 中低層の店舗が建ち並ぶ近隣商業地域 地下鉄牛込柳町
市谷柳町２４番３

事務所 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄東新宿
歌舞伎町二丁目４３５番１５

「歌舞伎町２－１９－１３」

店舗兼事務所 金融機関、飲食店等の中高層ビルが建ち並ぶ駅前商
業地域

東日本高田馬場
高田馬場四丁目１５３番８外１筆

「高田馬場４－８－４」

事務所 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄新宿御苑前
新宿一丁目４番５外３筆

「新宿１－４－１２」

建築中 中高層店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 地下鉄新宿三丁目
新宿三丁目５番２外２筆

「新宿３－５－４」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 東日本新大久保
百人町一丁目１９３番５

「百人町１－１６－１４」

店舗兼共同住宅 中低層の店舗兼共同住宅・店舗兼居宅等が混在する
商業地域

西武中井
中落合一丁目１８５９番６４　外１筆

「中落合１－１７－８」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

新宿 新宿区 長方形 北　　     16m 水道
1,120,000 104    1:1.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 13 (1,040,000) ＲＣ5     160m 防火 高度

新宿 新宿区 不整形 西　　   22.5m 水道
1,290,000 207    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 14 (1,200,000) ＲＣ3F1B     200m 防火 高度

背面道
新宿 新宿区 長方形 北　　     40m 水道

4,000,000 533    1:1.5 国道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 15 (3,680,000) ＳＲＣ8F2B     170m 防火 高度

背面道
新宿 新宿区 長方形 南東　     40m 水道

5,820,000 808    1:2.5 国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 800)

(都) 5- 16 (5,420,000) ＳＲＣ9F1B     640m 防火 　　

新宿 新宿区 長方形 北　　     11m 水道
1,010,000 177    1:2   都道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 17 (965,000) ＳＲＣ8     320m 防火 高度

新宿 新宿区 正方形 西　　     22m 水道
1,520,000 810 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 18 (1,400,000) ＳＲＣ9F2B     100m 防火 高度

背面道
新宿 新宿区 長方形 南　　   16.6m 水道

1,400,000 175    1:2.5 都道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 19 (1,280,000) ＲＣ4F1B     300m 防火 高度

新宿 新宿区 正方形 西　　     35m 水道
3,200,000 348 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5- 20 (2,920,000) ＳＲＣ11     420m 防火 　　

新宿 新宿区 長方形 北　　   32.5m 水道
2,200,000 216    1:1.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 21 (2,080,000) ＳＲＣ10F1B     370m 防火 　　

新宿 新宿区 長方形 北東　     16m 水道
2,370,000 106    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 22 (2,200,000) ＳＲＣ9     200m 防火 高度

新宿 新宿区 長方形 東　　    6.5m 水道
1,390,000 200    1:2.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 23 (1,300,000) ＲＣ5     300m 防火 　　

新宿 新宿区 ほぼ長方形 南西　     30m 水道
4,800,000 574    1:1.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 24 (4,420,000) ＳＲＣ10F1B 南東     190m 防火 　　

側道

店舗、銀行兼事務所 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄西新宿
西新宿七丁目１２２番１外４筆

「西新宿７－２１－２２」

店舗、事務所兼住宅 低層の店舗及び中高層のビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄新宿西口
西新宿七丁目１１８番１１

「西新宿７－１８－１９」

事務所 中高層の店舗付マンション、事務所ビル等が建ち並
ぶ路線商業地域

東日本大久保
北新宿一丁目３５１番２２

「北新宿１－７－２０」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 地下鉄新宿御苑前
新宿一丁目３４番１８

「新宿１－３４－１５」

店舗兼共同住宅 中高層の事務所、マンション等が建ち並ぶ路線商業
地域

地下鉄新宿三丁目
新宿五丁目１０１７番

「新宿５－１５－６」

銀行 店舗、事務所、共同住宅等が混在する商業地域 地下鉄若松河田
原町三丁目３４番１

店舗兼事務所 中高層マンション、事務所ビルが多い路線商業地域 地下鉄西早稲田
西早稲田二丁目６６２番１

「西早稲田２－２０－９」

事務所兼住宅等 中層店舗、事務所と低層店舗が混在する商業地域 東日本大久保
北新宿一丁目３５３番６１

「北新宿１－１２－１２」

事務所 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本新宿
西新宿三丁目１４１番３外１筆

「西新宿３－２－５」

事務所 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄四谷三丁目
四谷三丁目１番８

銀行 中高層の事務所ビル、店舗付マンション等が見られ
る路線商業地域

地下鉄江戸川橋
山吹町２６１番１外１筆

店舗兼共同住宅 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄牛込神楽坂
細工町２７番４

「細工町３－１６」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

新宿 新宿区 長方形 東　　     25m 水道
2,020,000 102    1:1.2 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 25 （選定替） Ｓ9F1B 北     390m 防火 　　

側道
新宿 新宿区 長方形 東　　      8m 水道

1,500,000 113    1:1.5 区道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 26 (1,450,000) ＲＣ6F1B     200m 防火 　　

新宿 新宿区 台形 南　　     25m 水道
800,000 193    1:2   都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 27 (775,000) ＳＲＣ10F1B     230m 防火 高度

背面道
新宿 新宿区 長方形 南　　      8m 水道

915,000 661    1:1.5 区道 ガス 準工
　 下水 (  60, 300)

(都) 7-  1 (850,000) ＲＣ5F1B     630m 準防 高度

文京 文京区 長方形 南　　      5m 水道
892,000 412    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  1 (893,000) ＲＣ2     600m 準防 高度

文京 文京区 長方形 南　　    5.4m 水道
1,080,000 153    1:2.5 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  -  2 (1,090,000) Ｗ2     400m 準防 高度

文京 文京区 長方形 北　　      4m 水道
780,000 246    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (775,000) Ｗ2     800m 準防 高度

文京 文京区 台形 北西　    6.5m 水道
875,000 163    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  4 (875,000) ＲＣ3     550m 準防 高度

文京 文京区 長方形 北西　    4.7m 水道
815,000 289    1:2   区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  -  5 (810,000) Ｗ2     500m 準防 高度

文京 文京区 長方形 南西　      6m 水道
895,000 258    1:1.2 区道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  6 (890,000) Ｓ3     500m 準防 高度

文京 文京区 台形 東　　    8.2m 水道
950,000 335    1:2   区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  -  7 (950,000) ＲＣ3F1B     270m 準防 高度

文京 文京区 長方形 北　　     35m 水道
1,160,000 122    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (1,140,000) ＲＣ5     230m 防火 　　

事務所、店舗兼共同
住宅

事務所ビル、マンション等が建ち並ぶ路線商業地域 地下鉄江戸川橋
関口一丁目４４番１６

「関口１－４４－５」

共同住宅 中層マンション、一般住宅等が混在する住宅地域 地下鉄後楽園
小石川二丁目１９番１９

「小石川２－９－１３」

住宅 中規模一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 地下鉄茗荷谷
小石川五丁目１１番５

「小石川５－１１－３」

住宅 中規模一般住宅が多い利便性のよい住宅地域 地下鉄白山
白山四丁目３１０番１６

「白山４－２９－９」

住宅 中規模の一般住宅が多い閑静な住宅地域 地下鉄千駄木
千駄木一丁目５０番１１３

「千駄木１－１１－８」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 地下鉄千石
千石三丁目３０番３外１筆

「千石３－１８－６」

住宅 中規模一般住宅が多い高台の住宅地域 地下鉄春日
西片一丁目１０番２７２

「西片１－１１－５」

住宅 中規模一般住宅等が建ち並ぶ環境の良い住宅地域 地下鉄新大塚
大塚四丁目４１番７１

「大塚４－１３－１３」

事務所 事務所、共同住宅等が混在する地域 東日本飯田橋
東五軒町１５番１外２筆

「東五軒町３－２８」

事務所兼共同住宅 中層の共同住宅、事務所ビル等の混在する路線商業
地域

西武下落合
中落合二丁目１１１３番４

「中落合２－８－９」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 地下鉄新宿御苑前
新宿一丁目３１番２８

「新宿１－３１－１６」

事務所 中高層の事務所、店舗、マンション等が混在する商
業地域

地下鉄西新宿五丁
目新宿区西新宿五丁目５３１番３

「西新宿５－７－１」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

文京 文京区 長方形 東　　     40m 水道
1,990,000 778    2:1   都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  2 (1,900,000) ＳＲＣ8 北 駅近接 防火 　　

側道
文京 文京区 長方形 南西　     27m 水道

1,180,000 105    1:2   国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 600)

(都) 5-  3 (1,150,000) ＳＲＣ8F1B     270m 防火 　　

文京 文京区 正方形 北西　     25m 水道
1,160,000 339 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  4 (1,120,000) ＳＲＣ12     500m 防火 　　

文京 文京区 長方形 西　　     22m 水道
1,860,000 159    1:2.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  5 (1,780,000) ＳＲＣ9F1B     120m 防火 　　

文京 文京区 長方形 北　　   26.9m 水道
1,420,000 129    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  6 (1,400,000) ＲＣ8F1B     450m 防火 　　

文京 文京区 台形 南西　   16.5m 水道
1,070,000 190    1:1.2 都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  7 (1,050,000) ＳＲＣ9 北西     360m 防火 　　

側道
文京 文京区 長方形 南西　     17m 水道

900,000 92    1:1.5 国道 ガス 近商
　 下水 (  80, 400)

(都) 5-  8 (889,000) ＲＣ4F1B     130m 防火 　　

文京 文京区 長方形 南西　     27m 水道
1,400,000 143    1:2   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  9 (1,360,000) Ｓ9     220m 防火 　　

文京 文京区 長方形 南　　     18m 水道
1,210,000 79    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 10 (1,160,000) Ｓ4     100m 防火 　　

文京 文京区 長方形 北東　     19m 水道
760,000 104    1:2   都道 ガス 準工

　 下水 (  60, 400)
(都) 7-  1 (770,000) Ｓ3     530m 防火 高度

台東 台東区 長方形 北西　    5.3m 水道
820,000 147    1:1.5 区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  -  1 (780,000) Ｗ2     640m 準防 高度

台東 台東区 長方形 南東　    3.5m 水道
543,000 191    1:1.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  2 (529,000) Ｗ2     430m 準防 高度

住宅 一般住宅、アパート、事業所が混在する住宅地域 地下鉄三ノ輪
根岸五丁目１０２番１０

「根岸５－１０－１５」

住宅 中規模の一般住宅が多い比較的閑静な住宅地域 東日本鶯谷
上野桜木一丁目１６番６

「上野桜木１－１－５」

事務所兼倉庫 製本関係の作業所、事務所、小売店舗、マンション
等が混在する地域

地下鉄茗荷谷
小石川五丁目３１番１０

「小石川５－３１－８」

店舗兼住宅 中小規模の店舗ビル等が建ち並ぶ商業地域 地下鉄本駒込
本駒込一丁目１６番４

「本駒込１－１－２４」

店舗・事務所 中高層の店舗兼事務所ビル、マンション等が建ち並
ぶ商業地域

地下鉄茗荷谷
小石川五丁目３番２２

「小石川５－３－４」

事務所兼住宅 小売店舗、中小事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄千石

「本駒込２－９－５」

本駒込二丁目２８番８６

事務所 中層の店舗併用住宅が建ち並ぶ路線商業地域 地下鉄千駄木
千駄木三丁目１７６番４外２筆

「千駄木３－４６－２」

店舗、事務所兼共同
住宅

中高層事務所ビルが多い幹線道路沿いの商業地域 東日本御茶ノ水
湯島一丁目３０４番３

「湯島１－１１－１０」

店舗、事務所兼住宅 中高層の店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 地下鉄本郷三丁目
本郷四丁目３０４番３外１筆

「本郷４－１－３」

店舗兼共同住宅 低層店舗のほか中高層建物もある路線商業地域 東日本駒込
本駒込五丁目４番７

「本駒込５－４－６」

店舗兼共同住宅 中高層の店舗、事務所ビルが多い路線商業地域 地下鉄茗荷谷
大塚三丁目５番３

「大塚３－５－２」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビルの多い商業地域 地下鉄春日
小石川一丁目２番５外５筆

「小石川１－３－２１」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

台東 台東区 ほぼ長方形 南　　      8m 水道
1,220,000 46    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  1 (1,120,000) Ｗ2     370m 防火 　　

台東 台東区 長方形 西　　     22m 水道
1,000,000 168    1:3   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  2 （選定替） ＳＲＣ8     110m 防火 　　

台東 台東区 長方形 北　　      6m 水道
560,000 100    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  3 (525,000) ＲＣ5     300m 防火 　　

台東 台東区 台形 西　　     25m 水道
655,000 132    1:2.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  4 (630,000) ＲＣ5     740m 防火 高度

台東 台東区 台形 南東　     27m 水道
1,000,000 219    1:1.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  5 (990,000) ＳＲＣ6     190m 防火 　　

台東 台東区 長方形 西　　     22m 水道
545,000 93    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  6 (545,000) Ｓ7       1km 防火 　　

台東 台東区 不整形 北西　     33m 水道
907,000 412    1:2   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  7 (845,000) ＳＲＣ8F1B      60m 防火 　　

背面道
台東 台東区 長方形 東　　     33m 水道

2,280,000 198    1:3   国道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  8 (2,250,000) ＳＲＣ9 駅近接 防火 　　

台東 台東区 長方形 東　　     44m 水道
2,180,000 136    1:2   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5-  9 (2,030,000) ＳＲＣ9 駅近接 防火 　　

台東 台東区 長方形 南西　      6m 水道
590,000 119    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 10 (562,000) Ｓ4     620m 防火 　　

台東 台東区 長方形 北　　     33m 水道
1,520,000 159    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 11 (1,450,000) ＳＲＣ9 駅近接 防火 　　

台東 台東区 長方形 南　　     11m 水道
750,000 122    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 12 (730,000) ＲＣ6     180m 防火 　　

事務所兼共同住宅 料理飲食店舗、事務所が建ち並ぶ商業地域 東日本浅草橋
柳橋一丁目２３番４

「柳橋１－６－２」

事務所兼共同住宅 仏具店のほか店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄稲荷町
東上野三丁目１０６番

「東上野３－３３－９」

店舗兼住宅 中小規模の作業所、住宅、事務所等が混在する地域 地下鉄入谷
松が谷三丁目４００番２

「松が谷３－１１－３」

店舗、倉庫兼事務所 中高層の店舗、事務所が建ち並び低層の店舗も散見
される商業地域

地下鉄仲御徒町
上野五丁目７６番２

「上野５－１５－１３」

店舗兼事務所 高層の店舗ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 東日本浅草橋
浅草橋一丁目２２番２

「浅草橋１－１８－１０」

店舗兼事務所 事務所、店舗、マンション等が建ち並ぶ駅至近の商
業地域

地下鉄三ノ輪
三ノ輪一丁目１８１番１外１筆

「三ノ輪１－２８－１０」

事務所兼倉庫 中低層の店舗ビルと靴関係の卸問屋が多い商業地域 地下鉄浅草
浅草六丁目１０４番１

「浅草６－４１－３」

事務所兼車庫 中高層の事務所ビルが多い商業地域 地下鉄浅草
駒形一丁目５番５

「駒形１－４－１５」

店舗、事務所、倉庫
兼住宅

皮革関係の卸問屋ビル、低層店舗、マンション等が
混在する商業地域

地下鉄浅草
浅草七丁目５１番２

「浅草７－２－７」

事務所兼住宅等 事務所、作業所、住宅等が混在する商業地域 地下鉄田原町
寿一丁目８番７

「寿１－１４－８」

事務所 中高層の事務所、マンション等が建ち並ぶ清洲橋通
り沿いの商業地域

地下鉄新御徒町
元浅草一丁目４６番２

「元浅草１－６－１２」

店舗 各種店舗が建ち並ぶ繁華なアーケード商店街 地下鉄浅草
浅草一丁目３３番５

「浅草１－２８－１」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

台東 台東区 長方形 西　　     11m 水道
795,000 79    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 13 (775,000) Ｓ5     150m 防火 　　

台東 台東区 台形 南西　     35m 水道
735,000 68    1:1   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 14 (687,000) ＲＣ7     320m 防火 　　

台東 台東区 長方形 南　　     15m 水道
389,000 155    1:4   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 15 (384,000) ＲＣ5     900m 防火 　　

背面道
台東 台東区 長方形 南東　     44m 水道

1,070,000 227    1:2   国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 700)

(都) 5- 16 (1,030,000) ＳＲＣ10     230m 防火 　　

台東 台東区 長方形 東　　     34m 水道
1,200,000 110    1:3.5 都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 17 (1,090,000) ＳＲＣ7     160m 防火 　　

台東 台東区 長方形 北　　     33m 水道
7,760,000 166    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5- 18 (7,200,000) ＳＲＣ8F1B 東 駅近接 防火 　　

側道
台東 台東区 長方形 東　　     22m 水道

400,000 105    1:2   都道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(都) 5- 19 (390,000) Ｓ5     850m 防火 高度

台東 台東区 長方形 南東　     15m 水道
730,000 201    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 20 (685,000) ＳＲＣ7     630m 防火 　　

台東 台東区 長方形 北西　     27m 水道
1,120,000 254    1:2.5 国道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 700)
(都) 5- 21 (1,090,000) ＲＣ7F1B 駅近接 防火 　　

背面道
台東 台東区 長方形 東　　     11m 水道

1,040,000 151    1:2   区道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 22 (968,000) ＲＣ8     150m 防火 　　

墨田 墨田区 長方形 北　　      4m 水道
325,000 88    1:1.5 私道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  -  1 (318,000) Ｓ3     340m 防火 高度

墨田 墨田区 長方形 西　　     25m 水道
767,000 321    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (710,000) Ｓ6      80m 防火 高度

事務所、診療所兼車
庫

中高層の事務所ビルが見られる路線商業地域 地下鉄両国
亀沢一丁目２番６

「亀沢１－７－３」

住宅兼倉庫 小規模の一般住宅が密集する線路に近い住宅地域 東武東あずま
立花一丁目１５番４

「立花１－２５－２」

店舗、事務所兼住宅 中層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 地下鉄新御徒町
東上野一丁目１５番１３

「東上野１－７－１３」

店舗兼事務所等 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄蔵前
蔵前二丁目８番４外１筆

「蔵前２－４－５」

事務所、倉庫兼住宅 各種卸関係事務所ビル、倉庫、店舗、マンション等
が混在する商業地域

地下鉄入谷
根岸五丁目１１５番２４外１筆

「根岸５－１２－１２」

店舗兼共同住宅 低層店舗、事業所、中層ビルが混在する地域 地下鉄南千住
東浅草二丁目３３番２５

「東浅草２－１７－１６」

店舗兼事務所 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域 東日本上野
上野六丁目１０９番１

「上野６－１４－７」

店舗兼共同住宅 中高層の店舗、マンション等が建ち並ぶ商業地域 つくばエクスプレ
ス浅草西浅草二丁目６６番２

「西浅草２－１３－１０」

事務所兼住宅 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 地下鉄入谷
下谷一丁目１３１番１外１筆

「下谷１－４－１０」

作業所、倉庫兼共同
住宅

小規模の各種小売店舗が建ち並ぶ商業地域 地下鉄南千住
清川二丁目２番６

「清川２－２－６」

店舗兼共同住宅 中高層の店舗、事務所併用住宅が建ち並ぶ商業地域 東日本鶯谷
根岸三丁目１１６番３

「根岸３－６－３」

店舗兼事務所 中層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ駅に近い商業地
域

東日本浅草橋
浅草橋一丁目２１番７外１筆

「浅草橋１－２７－４」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

墨田 墨田区 長方形 北　　      6m 水道
544,000 267    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  2 (510,000) ＲＣ6     250m 防火 　　

墨田 墨田区 長方形 東　　     25m 水道
618,000 104    1:2.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  3 (586,000) ＲＣ6     230m 防火 高度

墨田 墨田区 長方形 北西　   14.5m 水道
427,000 93    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  4 (412,000) Ｓ3     600m 防火 高度

墨田 墨田区 長方形 南　　     40m 水道
985,000 172    1:1.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  5 (911,000) ＳＲＣ10     380m 防火 　　

墨田 墨田区 ほぼ長方形 東　　     22m 水道
628,000 164    1:2.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  6 (583,000) ＳＲＣ10     190m 防火 高度

墨田 墨田区 長方形 南東　     22m 水道
427,000 112    1:3.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  7 (412,000) Ｗ2     110m 防火 高度

墨田 墨田区 ほぼ長方形 南東　     18m 水道
477,000 161    2:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  8 (451,000) Ｓ4     350m 防火 　　

墨田 墨田区 長方形 南　　     22m 水道
614,000 92    1:2.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  9 (578,000) ＲＣ5     750m 防火 高度

墨田 墨田区 ほぼ長方形 北東　     22m 水道
431,000 71    1:2.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 10 (417,000) Ｓ3     520m 防火 高度

墨田 墨田区 長方形 北西　     22m 水道
470,000 112    1:1.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 11 (448,000) Ｗ2     330m 防火 高度

墨田 墨田区 長方形 北東　      8m 水道
430,000 111  1.2:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 12 (415,000) Ｗ3     160m 防火 　　

墨田 墨田区 長方形 南　　     27m 水道
685,000 196    1:1.2 国道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 13 (635,000) ＲＣ5     500m 防火 　　

店舗兼共同住宅 店舗、事務所、マンション等が多い路線商業地域 地下鉄両国
緑二丁目３番４外１筆

「緑２－１５－１４」

店舗兼住宅 日用品店舗が連なる駅前路線商業地域 東武鐘ケ淵
墨田三丁目１７８番８外１筆

「墨田３－３１－１３」

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ路線商業地域 東武曳舟
東向島二丁目７８番１１

「東向島２－２３－４」

店舗兼住宅 店舗併用住宅、事務所等が多い路線商業地域 京成京成曳舟
京島三丁目６２番２４

「京島３－２０－１０」

事務所兼住宅 小売店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ路線商業地域 地下鉄両国
石原二丁目１番３

「石原２－１７－１４」

店舗兼共同住宅 店舗、営業所、共同住宅等が混在する商業地域 東武曳舟
東向島二丁目３６番２

「東向島２－１１－１６」

店舗兼住宅 日用品店、飲食店等が建ち並ぶ路線商業地域 東武小村井
文花三丁目１３１番８

「文花３－２３－７」

店舗、事務所兼共同
住宅

中高層の店舗、事務所等が混在する路線商業地域 地下鉄本所吾妻橋
東駒形三丁目９番７

「東駒形３－１８－８」

店舗兼事務所 中高層の中規模事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本錦糸町
江東橋一丁目５番７

「江東橋１－１１－８」

事務所兼住宅 日用品店、飲食店等が建ち並ぶ近隣商業地域 京成押上
文花一丁目３５番３

「文花１－２－２」

店舗兼事務所 店舗、事務所ビル、マンション等が建ち並ぶ路線商
業地域

地下鉄森下
千歳三丁目８番５

「千歳３－１２－６」

事務所兼共同住宅 中規模の事務所兼共同住宅が建ち並ぶ商業地域 地下鉄両国
緑一丁目９番１３

「緑１－２２－５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

墨田 墨田区 長方形 北　　     33m 水道
700,000 83    1:1.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 14 (643,000) ＲＣ4     270m 防火 高度

墨田 墨田区 ほぼ長方形 北　　     11m 水道
500,000 368    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  1 (470,000) Ｓ3     330m 防火 高度

墨田 墨田区 長方形 南東　    4.2m 水道
360,000 161    1:3   区道 ガス 準工

　 下水 (  80, 200)
(都) 7-  2 (350,000) Ｓ3     500m 準防 高度

背面道
墨田 墨田区 長方形 北東　      8m 水道

440,000 127    1:1.2 区道 ガス 準工
　 下水 (  60, 300)

(都) 7-  3 (425,000) ＲＣ4     350m 防火 高度

墨田 墨田区 長方形 南西　    4.4m 水道
340,000 155    1:1.5 区道 ガス 準工

　 下水 (  80, 200)
(都) 7-  4 (330,000) Ｓ3     500m 準防 高度

江東 江東区 長方形 南　　      4m 水道
340,000 63    1:1.5 私道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  1 (330,000) Ｓ3     1.1km 準防 高度

江東 江東区 長方形 南　　      5m 水道
467,000 94    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  2 (447,000) Ｓ3     100m 準防 高度

江東 江東区 長方形 南　　    5.5m 水道
385,000 53    1:1.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  3 (376,000) Ｓ3     380m 準防 高度

江東 江東区 長方形 北東　    3.6m 水道
366,000 47    1:2   道路 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  -  4 (357,000) Ｗ2       1km 準防 高度

江東 江東区 長方形 南東　    5.8m 水道
401,000 90    1:2   私道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  5 (390,000) Ｓ3     400m 準防 高度

江東 江東区 ほぼ長方形 北　　     30m 水道
562,000 259    1:2.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (530,000) ＳＲＣ9     900m 防火 　　

江東 江東区 長方形 西　　      8m 水道
603,000 273    1:2.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  2 (565,000) ＲＣ5     350m 防火 　　

事務所 事務所、営業所、店舗等が建ち並ぶ商業地域 東日本亀戸
亀戸二丁目２８番２

「亀戸２－２８－２」

共同住宅兼車庫 店舗、中高層マンションの中に営業所等が見られる
路線商業地域

東日本亀戸
亀戸七丁目６４番１０

「亀戸７－４１－１１」

住宅 一般住宅の中に店舗等が見られる住宅地域 地下鉄南砂町
南砂三丁目１１番４９

「南砂３－８－２６」

住宅 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 地下鉄東陽町
南砂二丁目４３番２８

「南砂２－１６－６」

事務所兼住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄大島
大島五丁目２１５番４１

「大島５－２８－１８」

住宅兼車庫 小規模一般住宅が多い住宅地域 地下鉄住吉
住吉二丁目１２番３１

「住吉２－２７－２」

住宅 小規模一般住宅が多い住宅地域 地下鉄南砂町
東砂八丁目２２２０番１１１

「東砂８－８－１３」

事務所兼住宅 住宅、事務所、小工場が混在する地域 東武東向島
東向島三丁目２０８番８

「東向島３－１６－１７」

事務所、作業所兼共
同住宅

事務所、店舗、作業所、住宅等が混在する地域 東武業平橋
向島三丁目１７番５外１筆

「向島３－１４－６」

作業所兼住宅 一般住宅、共同住宅、作業所等が混在する地域 京成押上
押上三丁目２２番４外１筆

「押上３－２７－１５」

事務所兼倉庫 事業所、住宅、マンション等の混在する地域 地下鉄菊川
菊川三丁目１３番１７

「菊川３－２１－８」

店舗兼共同住宅 中低層の店舗、事務所が建ち並ぶ路線商業地域 京成押上
業平一丁目６番６

「業平１－１２－５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

江東 江東区 長方形 東　　     22m 水道
650,000 105    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  3 (613,000) ＲＣ4     100m 防火 　　

江東 江東区 長方形 北　　    5.5m 水道
569,000 79    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  4 (541,000) Ｓ3     1.3km 準防 高度

江東 江東区 長方形 南西　     33m 水道
1,560,000 317    1:2.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  5 (1,430,000) ＳＲＣ6 駅近接 防火 　　

背面道
江東 江東区 長方形 北　　    7.3m 水道

455,000 86    1:4   区道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(都) 5-  6 (430,000) Ｓ3     550m 準防 高度

江東 江東区 長方形 南　　     22m 水道
562,000 78    1:1.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  7 (530,000) Ｓ5     580m 防火 　　

江東 江東区 長方形 北　　     40m 水道
703,000 209    1:1.5 国道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  8 (640,000) ＳＲＣ8     500m 防火 　　

江東 江東区 長方形 北　　     27m 水道
559,000 103    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  9 (525,000) Ｓ5     900m 防火 　　

江東 江東区 長方形 西　　     15m 水道
512,000 66    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 10 (485,000) Ｓ4     430m 準防 高度

江東 江東区 長方形 北　　     33m 水道
1,080,000 198    1:1.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 11 (1,000,000) ＳＲＣ9     280m 防火 　　

江東 江東区 長方形 南　　     20m 水道
537,000 3,343    1:1.5 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  1 (492,000)     350m 準防 　　

江東 江東区 長方形 北　　    3.8m 水道
385,000 131    1:2.5 私道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  2 (370,000) Ｓ3     320m 準防 高度

江東 江東区 長方形 北　　      8m 水道
507,000 296    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  3 (480,000) ＲＣ5     370m 準防 高度

事務所兼共同住宅 一般住宅、事務所、マンション等が混在する地域 地下鉄東陽町
東陽五丁目２８番７

「東陽５－２６－７」

住宅兼車庫 中小工場、小規模住宅、アパートが混在する地域 地下鉄西大島
大島三丁目８０番１０

「大島３－３－７」

建築中 物流センター、倉庫等が連なり、マンション進出も
一部みられる地域

ゆりかもめ有明テ
ニスの森有明一丁目５番９外２筆

「有明１－３－１７」

店舗兼共同住宅 中高層店舗、住宅ビルと低層店舗等が混在する地域 地下鉄門前仲町
富岡一丁目１２番３８

「富岡１－２６－１３」

店舗兼共同住宅 小規模店舗が建ち並ぶ近隣商業地域 地下鉄木場
東陽五丁目１８番２０

「東陽５－１６－３」

店舗兼共同住宅 飲食店、小売店舗等が建ち並ぶ路線商業地域 東日本亀戸
亀戸二丁目７番１６

「亀戸２－７－７」

店舗兼事務所 マンション、事務所ビルが建ち並ぶ路線商業地域 東日本亀戸
亀戸一丁目８番１４外１筆

「亀戸１－８－４」

店舗兼共同住宅 店舗、事務所等併用住宅が建ち並ぶ路線商業地域 地下鉄住吉
扇橋三丁目１番７

「扇橋３－１５－１０」

店舗兼住宅 小売店舗、事務所等が建ち並ぶ近隣商業地域 東日本亀戸
亀戸五丁目３５番６

「亀戸５－１９－６」

店舗兼事務所 中高層店舗、事務所ビルが多く建ち並ぶ商業地域 地下鉄門前仲町
門前仲町二丁目１番２外２筆

「門前仲町２－５－１１」

店舗兼住宅 小規模の小売店舗が建ち並ぶ近隣商業地域 地下鉄大島
北砂四丁目１３７０番１７

「北砂４－２４－４」

診療所兼住宅 低中層の小売店舗が建ち並ぶ路線商業地域 地下鉄西大島
大島一丁目２５６番５

「大島１－３３－１５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

江東 江東区 長方形 北　　      6m 水道
528,000 148    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  4 (504,000) Ｓ3      90m 準防 高度

江東 江東区 長方形 東　　     11m 水道
418,000 98    1:1.2 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  5 (404,000) Ｓ3     1.6km 準防 高度

江東 江東区 長方形 東　　     20m 水道
440,000 349    1:2.5 都道 ガス 準工

　 下水 (  60, 400)
(都) 7-  6 (420,000) ＳＲＣ11     1.1km 防火 　　

江東 江東区 長方形 北　　      6m 水道
406,000 94    1:1.2 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  7 (395,000) Ｓ3     880m 準防 高度

江東 江東区 長方形 南西　      8m 水道
525,000 128    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  8 (495,000) Ｓ3     420m 準防 高度

江東 江東区 長方形 東　　     40m 水道
610,000 2,739    1:1.5 都道 ガス 準工

　 下水 (  60, 400)
(都) 7-  9 (560,000) Ｓ6     820m 防火 　　

江東 江東区 台形 西　　     30m 水道
370,000 3,773  1.5:1   都道 ガス 工専

　 下水 (  60, 300)
(都) 9-  1 (350,000) Ｓ3     1.4km 防火 　　

江東 江東区 長方形 西　　     12m 水道
265,000 4,695    1:1.5 道路 ガス 工専

　 下水 (  60, 200)
(都) 9-  2 (250,000) Ｓ3     1.3km 準防 　　

品川 品川区 ほぼ長方形 南西　    3.6m 水道
585,000 144    1:1.2 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  1 (588,000) Ｓ3     720m 準防 高度

品川 品川区 長方形 北　　      4m 水道
810,000 297    1:2   区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  -  2 (860,000) ＲＣ3     650m 準防 高度

品川 品川区 台形 南西　    3.5m 水道
565,000 98    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (575,000) Ｗ3F1B     500m 準防 高度

品川 品川区 長方形 北西　    4.3m 水道
555,000 132    1:1.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  4 (565,000) ＲＣ3     500m 準防 高度

工場、事務所兼住宅 一般住宅、アパート、小工場等が混在する地域 東急戸越公園
豊町四丁目２６８番３

「豊町４－７－１２」

住宅 一般住宅、共同住宅が混在する住宅地域 京急立会川
東大井六丁目１２３５番９９外１筆

「東大井６－１３－１１」

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 京急北品川
北品川五丁目７１８番５７

「北品川５－１４－１０」

住宅 一般住宅、アパート、寮等が混在する住宅地域 東急武蔵小山
荏原二丁目２３４番１４

「荏原２－１１－８」

工場、研究所兼事務
所

中小規模の工場が建ち並ぶ工業地域 東日本新木場
新木場四丁目１２番１２

倉庫兼事務所 大中規模の物流センター、工場、倉庫等が建ち並ぶ
工業専用地域

地下鉄東陽町
新砂二丁目６２６番３外３筆

「新砂２－３－２」

倉庫兼事務所 倉庫、配送センター、マンション予定地等が連なる
地域

地下鉄豊洲
東雲一丁目１１番２５

「東雲１－５－１７」

倉庫 印刷関連の事業所に一般住宅も存する地域 地下鉄門前仲町
永代二丁目２４番２

「永代２－８－８」

車庫兼住宅 一般住宅、共同住宅、事業所等が混在する地域 東日本亀戸
亀戸七丁目３番８外１筆

「亀戸７－３－５」

店舗兼共同住宅 店舗兼マンション、一般住宅、事務所ビル等が混在
する地域

地下鉄東大島
東砂三丁目４２番２

「東砂３－１６－２７」

倉庫兼住宅 作業所、倉庫、共同住宅が混在する地域 地下鉄東陽町
南砂一丁目２８１番２外１筆

「南砂１－３－１７」

店舗兼共同住宅 マンション、アパート等が混在する地域 地下鉄住吉
猿江二丁目２１番４

「猿江２－９－４」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

品川 品川区 長方形 北　　      6m 水道
565,000 221    1:2   区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  -  5 (575,000) Ｓ2     440m 準防 高度

品川 品川区 長方形 西　　    4.5m 水道
640,000 325    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  6 (656,000) ＲＣ2F1B     500m 準防 高度

品川 品川区 長方形 東　　    7.1m 水道
1,080,000 284    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  7 (1,130,000) ＲＣ4     600m 準防 高度

品川 品川区 長方形 南東　      6m 水道
815,000 110    1:3   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  1 (800,000) ＲＣ5F1B     130m 防火 　　

品川 品川区 長方形 西　　    4.7m 水道
846,000 86    1:3   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  2 (830,000) Ｓ3      60m 防火 　　

品川 品川区 長方形 北西　    7.1m 水道
875,000 104    1:1.5 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  3 (850,000) ＲＣ4      70m 準防 高度

品川 品川区 台形 南西　    6.3m 水道
812,000 125    1:1.2 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  4 (800,000) Ｓ3      70m 防火 　　

品川 品川区 ほぼ台形 西　　      6m 水道
800,000 183    1:2.5 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  5 (785,000) Ｓ3      70m 防火 　　

品川 品川区 長方形 南　　     11m 水道
840,000 178    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  6 (800,000) Ｓ3     500m 準防 高度

品川 品川区 ほぼ長方形 北西　     16m 水道
935,000 141    1:1.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  7 (895,000) Ｓ3      80m 防火 高度

品川 品川区 長方形 南　　    6.8m 水道
855,000 80    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  8 (840,000) ＲＣ3     120m 防火 　　

品川 品川区 台形 西　　     25m 水道
1,120,000 159  1.5:1   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  9 (1,090,000) ＳＲＣ9 南 駅近接 防火 　　

側道

店舗兼共同住宅 中高層の店舗兼共同住宅事務所ビル等が建ち並ぶ路
線商業地域

地下鉄戸越
戸越三丁目９１７番５外１筆

「戸越３－１－１２」

店舗兼事務所 中層及び低層の各種店舗が集まる駅に近い商業地域 東急荏原町
中延五丁目９４５番５

「中延５－２－８」

店舗兼共同住宅 中層及び低層の各種の小売店舗、店舗兼住宅が建ち
並ぶ商業地域

京急青物横丁
南品川三丁目４３４番１外１筆

「南品川３－５－５」

店舗兼共同住宅 中層の店舗兼住宅が建ち並ぶ商業地域 東日本大崎
大崎二丁目２３５番２

「大崎２－６－１３」

店舗兼住宅 低層及び中層の小売店舗等が建ち並ぶ駅前近隣商業
地域

東急戸越公園
戸越六丁目６４番２

「戸越６－７－２５」

店舗兼住宅 中小規模の小売店舗兼住宅が建ち並ぶ駅前商店街 東急荏原中延
中延二丁目３１４番３２外１筆

「中延２－８－６」

店舗兼住宅 中小規模の小売店、飲食店等が建ち並ぶ駅前商店街 東急不動前
西五反田五丁目４８４番４

「西五反田５－１１－１３」

店舗兼住宅 飲食店、小売店舗等の集まる駅前の商業地域 東急旗の台
旗の台三丁目９６４番５

「旗の台３－１４－２」

店舗、事務所兼共同
住宅

低層店舗、中層店舗兼マンション等が建ち並ぶ近隣
商業地域

東急西小山
小山六丁目３７４番１

「小山６－５－６」

住宅 中規模以上の一般住宅が多い高台の住宅地域 東日本五反田
東五反田三丁目１９１番９２

「東五反田３－１６－２６」

住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 東急旗の台
旗の台六丁目１０６２番２

「旗の台６－２１－２２」

住宅 一般住宅の中に社宅等が見られる住宅地域 東急荏原中延
西中延二丁目１７４番５

「西中延２－１２－２」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

品川 品川区 台形 南　　     30m 水道
3,100,000 275    1:1.5 都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 10 (2,900,000) ＳＲＣ9F1B 西     200m 防火 　　

側道
品川 品川区 長方形 北西　    7.3m 水道

723,000 82    1:1.2 区道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(都) 5- 11 (710,000) Ｓ4     280m 準防 高度

品川 品川区 長方形 東　　     21m 水道
940,000 219    2:1   都道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 12 (930,000) ＲＣ4F1B     450m 防火 　　

品川 品川区 不整形 南西　    8.1m 水道
837,000 1,353    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  1 (850,000) ＳＲＣ11     530m 準防 　　

品川 品川区 長方形 東　　     18m 水道
770,000 603    1:2.5 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  2 (765,000) ＲＣ5 北     370m 準防 高度

側道
品川 品川区 台形 北　　    5.7m 水道

570,000 396    1:1.5 区道 ガス 準工
　 下水 (  60, 200)

(都) 7-  3 (586,000) ＲＣ3     400m 準防 高度

品川 品川区 長方形 南西　    4.5m 水道
580,000 87    1:2   私道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  4 (580,000) Ｗ2     430m 準防 高度

目黒 目黒区 長方形 北　　    5.5m 水道
810,000 423    1:1.5 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  -  1 (820,000) ＲＣ3     750m 準防 高度

目黒 目黒区 ほぼ長方形 北西　      5m 水道
685,000 114    1:2   区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  2 (690,000) ＲＣ3     850m 準防 高度

目黒 目黒区 台形 北西　     11m 水道
698,000 281    1:1   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (700,000) ＲＣ4     1.2km 準防 高度

目黒 目黒区 長方形 西　　    5.2m 水道
775,000 132    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  4 (782,000) Ｗ2     500m 準防 高度

目黒 目黒区 長方形 北東　    4.6m 水道
745,000 203    1:1.5 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  -  5 (750,000) Ｓ2     400m 準防 高度

住宅 一般住宅、共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域 東急祐天寺
祐天寺一丁目２１５３番２２

「祐天寺１－２５－４」

住宅 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 東急学芸大学
碑文谷六丁目１２５番８

「碑文谷６－８－１２」

共同住宅 中小規模の中低層共同住宅、一般住宅が建ち並ぶ住
宅地域

東急学芸大学
碑文谷一丁目７番２３

「碑文谷１－１２－２０」

住宅 中小規模の一般住宅と低層アパートの混在する住宅
地域

東日本目黒
下目黒三丁目６６３番１７

「下目黒３－５－１９」

共同住宅 中規模以上の一般住宅が多い住宅地域 東急都立大学
八雲四丁目９９番６外１筆

「八雲４－５－２０」

住宅 小規模一般住宅、アパート、小工場が混在する地域 東急戸越銀座
平塚三丁目７７３番４３

「平塚３－８－１１」

工場、事務所兼住宅 小規模店舗、小工場、共同住宅等の混在する地域 京急立会川
南大井四丁目１６３７番２外２筆

「南大井４－９－３」

店舗兼事務所 倉庫、事務所、店舗、集合住宅等が建ち並ぶ準幹線
街路沿いの混在地域

りんかい品川シー
サイド東品川三丁目３９番１

「東品川３－１８－３」

共同住宅 中規模の中高層マンションのほかに事務所等も見ら
れる混在地域

東日本大崎
北品川五丁目６２８番２外２筆

「北品川５－９－２８」

店舗兼住宅 高層店舗併用マンションが進出している商業地域 東日本大井町
大井三丁目４１４９番６外１筆

「大井３－４－８」

店舗兼共同住宅 中小規模の各種小売店舗が建ち並ぶ商業地域 東急下神明
二葉一丁目４５３番１１

「二葉１－１６－１９」

店舗兼共同住宅 中高層の店舗、事務所、共同住宅が多い商業地域 東日本目黒
上大崎二丁目５６１番１

「上大崎２－１３－３５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

目黒 目黒区 長方形 西　　      4m 水道
745,000 169    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  6 (748,000) Ｓ3     300m 準防 高度

目黒 目黒区 長方形 東　　      6m 水道
735,000 161    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  7 (740,000) Ｓ3     600m 準防 高度

目黒 目黒区 ほぼ正方形 西　　      5m 水道
714,000 128 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  8 (728,000) Ｗ2     600m 準防 高度

目黒 目黒区 長方形 南　　      6m 水道
660,000 76    1:1.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  9 (680,000) Ｗ2     450m 準防 高度

目黒 目黒区 長方形 南　　     25m 水道
1,250,000 71    1:2.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  1 (1,270,000) Ｓ8     120m 防火 　　

目黒 目黒区 長方形 北東　   12.7m 水道
825,000 166    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  2 (815,000) ＲＣ3      70m 準防 高度

目黒 目黒区 ほぼ長方形 北　　     22m 水道
3,470,000 185  1.2:1   都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  3 (3,150,000) Ｓ5F1B 東     150m 防火 　　

側道
目黒 目黒区 長方形 南東　    7.3m 水道

1,210,000 89    1:2.5 区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(都) 5-  4 (1,140,000) ＲＣ5F1B     250m 防火 　　

目黒 目黒区 台形 南西　    6.9m 水道
902,000 142    1:1.5 区道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  5 (900,000) ＲＣ3     100m 準防 高度

目黒 目黒区 長方形 南東　     40m 水道
1,700,000 674    1:2.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  6 (1,590,000) ＳＲＣ10F1B     140m 防火 　　

目黒 目黒区 長方形 南西　    5.5m 水道
1,020,000 244    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (1,050,000) Ｓ4     480m 準防 高度

大田 大田区 長方形 南　　    5.5m 水道
613,000 380    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  1 (600,000) Ｗ2     300m 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東急大岡山
北千束一丁目７９０番１５

「北千束１－３９－２１」

店舗兼事務所 小規模マンションと店舗、事務所等が混在する地域 東急中目黒
青葉台一丁目１６３番１

「青葉台１－１６－１０」

店舗兼事務所 都心外周部の国道沿いに中高層店舗事務所ビルが建
ち並ぶ商業地域

東急池尻大橋
大橋二丁目６６５番４

「大橋２－２２－８」

店舗兼事務所 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ駅前近隣商業地域 東急祐天寺
祐天寺二丁目１１３８番１７

「祐天寺２－３－１１」

店舗兼共同住宅 中低層の小売店舗等が建ち並ぶ商業地域 東急中目黒
上目黒二丁目１９６５番７３

「上目黒２－１３－４」

遊技場兼事務所 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域 東日本目黒
下目黒一丁目１２０番１外１筆

「下目黒１－１－１５」

店舗兼共同住宅 飲食店、小売店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 東急洗足
洗足二丁目１４６２番６

「洗足２－２６－１」

店舗兼事務所 銀行、店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 東急都立大学
柿の木坂一丁目２８７番２

「柿の木坂１－３０－６」

住宅 戸建住宅、アパート等が混在する住宅地域 東急西小山
原町一丁目１２１６番４４

「原町１－２３－６」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 東急駒沢大学
東が丘二丁目１６番４５

「東が丘２－１３－２０」

住宅 中小規模の一般住宅、アパート等が多い住宅地域 東急緑が丘
緑が丘二丁目２５０１番１３

「緑が丘２－３－２」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 京王駒場東大前
駒場二丁目７３０番７１

「駒場２－１５－７」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

大田 大田区 ほぼ正方形 東　　      6m 水道
495,000 147 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  2 (495,000) Ｗ2     550m 準防 高度

大田 大田区 長方形 北西　      8m 水道
434,000 175    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (434,000) Ｗ2     320m 準防 高度

大田 大田区 台形 北　　      7m 水道
530,000 177    1:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  4 (530,000) Ｗ2F1B     600m 準防 高度

大田 大田区 長方形 北　　      7m 水道
780,000 555    1:1.5 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (760,000) ＲＣ2F1B     600m 準防 高度

大田 大田区 ほぼ正方形 南　　      4m 水道
440,000 132 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  6 (430,000) Ｗ2     600m 準防 高度

大田 大田区 長方形 南東　    4.5m 水道
569,000 344  1.2:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  7 (560,000) Ｗ2       1km 準防 高度

大田 大田区 正方形 北　　      6m 水道
470,000 165 区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  -  8 (460,000) Ｗ2     380m 準防 高度

大田 大田区 ほぼ正方形 南東　      7m 水道
470,000 161 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  9 (460,000) Ｓ2     870m 準防 高度

大田 大田区 長方形 北西　      4m 水道
474,000 166    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  40, 100)
(都)  - 10 (467,000) Ｗ2     1.1km 準防 高度

大田 大田区 長方形 北　　      7m 水道
580,000 173    1:2   区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 11 (580,000) ＲＣ2     750m 準防 高度

大田 大田区 長方形 北　　    5.5m 水道
595,000 129    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 12 (582,000) Ｗ2     740m 準防 高度

大田 大田区 長方形 北東　    5.5m 水道
480,000 190    1:1.2 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 13 (475,000) Ｗ2     700m 準防 高度

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東急池上
池上二丁目２３８番１外２筆

「池上２－１９－９」

住宅 一般住宅にアパートも見られる住宅地域 東急多摩川
田園調布一丁目１６番７

「田園調布１－１６－１８」

住宅 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 東急千鳥町
久が原四丁目６８９番１０

「久が原４－４２－４」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東急田園調布
田園調布五丁目５３番１１

「田園調布５－５３－１５」

住宅 一般住宅、アパート、店舗、営業所等が混在する住
宅地域

地下鉄馬込
南馬込一丁目７７０番３

「南馬込１－４８－８」

住宅 中規模の一般住宅、アパートが混在する住宅地域 地下鉄西馬込
西馬込二丁目３４番７

「西馬込２－２５－１３」

住宅 中規模住宅が多い閑静な高台の住宅地域 東日本大森
山王一丁目２８５０番１６

「山王１－３５－４」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本蒲田
蒲田三丁目１５番３

「蒲田３－３－１４」

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東急田園調布
田園調布四丁目２８番５

「田園調布４－２８－２３」

住宅 中規模の一般住宅が多い高台の住宅地域 東急長原
上池台四丁目１７５番４

「上池台４－２５－４」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東急武蔵新田
下丸子一丁目４３番２

「下丸子１－９－２１」

住宅 一般住宅、共同住宅の中に駐車場が混在する住宅地
域

東急久が原
西嶺町１３８番２３

「西嶺町１６－１３」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

大田 大田区 ほぼ長方形 北西　    5.5m 水道
385,000 85    1:1.2 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 14 (380,000) Ｗ2     500m 準防 高度

大田 大田区 長方形 南西　    4.2m 水道
394,000 165    1:1.2 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 15 (387,000) Ｗ2     550m 準防 高度

大田 大田区 長方形 西　　      8m 水道
425,000 121    1:2   区道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 16 (425,000) Ｓ2     700m 準防 高度

大田 大田区 長方形 北東　      6m 水道
520,000 231  1.2:1   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  1 (520,000) ＲＣ4 北西      80m 準防 高度

側道
大田 大田区 長方形 北西　     20m 水道

1,100,000 148    1:1.2 区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 700)

(都) 5-  2 (1,050,000) ＳＲＣ7     400m 防火 　　

大田 大田区 長方形 南東　     15m 水道
820,000 176    1:2.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  3 (789,000) Ｓ4     400m 防火 　　

大田 大田区 ほぼ正方形 北東　    6.9m 水道
585,000 228 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  4 (585,000) ＲＣ5     200m 準防 高度

大田 大田区 長方形 北　　     10m 水道
850,000 163    1:3   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  5 (800,000) ＲＣ5      50m 防火 　　

大田 大田区 台形 北西　     25m 水道
630,000 353    1:1.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  6 (610,000) ＲＣ4     330m 防火 高度

大田 大田区 長方形 東　　      6m 水道
600,000 74    1:3   区道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  7 (580,000) Ｓ3      70m 準防 高度

大田 大田区 長方形 北東　     30m 水道
645,000 107    1:2.5 都道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  8 (620,000) Ｓ3     200m 防火 　　

大田 大田区 長方形 南　　    6.7m 水道
680,000 85    1:3   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  9 (657,000) Ｓ3      90m 防火 高度

店舗兼事務所 中小規模の小売店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 京急梅屋敷
大森西六丁目１５番７

「大森西６－１５－１８」

店舗兼住宅 住宅、店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 京急糀谷
南蒲田三丁目１４６１番６

「南蒲田３－３－６」

店舗兼住宅 小規模小売店舗が建ち並ぶ近隣商業地域 東急久が原
南久が原二丁目４番８

「南久が原２－７－７」

店舗兼共同住宅 中層の店舗付共同住宅が建ち並ぶ路線商業地域 東急雪が谷大塚
南雪谷二丁目６０１番１４

「南雪谷２－１９－１」

店舗 中層の店舗事務所ビル、小売店舗等が建ち並ぶ駅前
の商業地域

東急大岡山
北千束三丁目３９２番９

「北千束３－２８－１７」

店舗兼共同住宅 中層店舗兼共同住宅、低層店舗等が混在する商業地
域

東急洗足池
上池台二丁目１１２０番４

「上池台２－３７－２」

店舗兼共同住宅 低層の小売店舗が建ち並ぶ商業地域 東日本大森
山王三丁目１４８７番１７

「山王３－３０－８」

事務所 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ幹線道路沿いの商業
地域

東日本蒲田
蒲田四丁目２２番１０

「蒲田４－２２－２」

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等の建ち並ぶ商業地域 東急下丸子
下丸子三丁目５１２番６外１筆

「下丸子３－８－９」

住宅 一般住宅のほかアパートもある住宅地域 東急蓮沼
新蒲田二丁目１２０番３

「新蒲田２－２３－１５」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 京急雑色
仲六郷一丁目１９番８

「仲六郷１－３４－８」

住宅 一般住宅のほか小売店舗、小規模工場が混在する住
宅地域

京急穴守稲荷
羽田五丁目２５番１８

「羽田５－２５－１６」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

大田 大田区 ほぼ長方形 北東　      5m 水道
605,000 109    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 10 (605,000) Ｗ2     100m 準防 高度

大田 大田区 ほぼ長方形 西　　      4m 水道
613,000 99  1.2:1   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 11 (580,000) Ｓ3     100m 準防 高度

大田 大田区 長方形 西　　      8m 水道
550,000 56    1:3   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 12 (530,000) Ｓ3F1B     430m 準防 高度

大田 大田区 長方形 東　　     12m 水道
870,000 389    1:2.5 区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 13 (840,000) ＳＲＣ7     370m 防火 　　

大田 大田区 長方形 北　　    7.3m 水道
898,000 134  1.2:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 14 (880,000) ＲＣ5 駅近接 防火 　　

大田 大田区 長方形 北　　      8m 水道
374,000 74    1:3   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 15 (374,000) Ｗ2     1.6km 準防 高度

大田 大田区 長方形 北　　    6.4m 水道
550,000 171    1:2.5 区道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 16 (520,000) Ｓ3     200m 準防 高度

大田 大田区 ほぼ正方形 東　　     15m 水道
376,000 826 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  1 (368,000) Ｓ4     540m 準防 　　

大田 大田区 長方形 北　　    5.5m 水道
386,000 89    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  2 (380,000) Ｓ3     900m 準防 高度

大田 大田区 正方形 東　　   10.2m 水道
396,000 196 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  3 (396,000) Ｓ3     650m 準防 高度

大田 大田区 長方形 北西　    5.4m 水道
357,000 158    1:1.2 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  4 (357,000) ＲＣ3     1.3km 準防 高度

大田 大田区 長方形 北西　    5.1m 水道
368,000 186    1:1.2 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  5 (368,000) Ｗ2     900m 準防 高度

工場兼住宅 一般住宅、アパート、マンション、店舗、工場等が
混在する住宅地域

京急雑色
西六郷一丁目７番２９

「西六郷１－１２－１５」

住宅兼工場 中小規模の一般住宅、アパート、工場が混在する住
宅地域

京急大森町
大森東五丁目４９８４番４

「大森東５－３２－４」

工場兼住宅 中小工場、寮、小規模住宅が混在する住宅地域 東急矢口渡
多摩川二丁目６９４番１０

「多摩川２－１８－６」

工場、作業所兼事務
所

一般住宅、小工場、マンション等の混在する地域 京急梅屋敷
北糀谷二丁目２４７１番１２

「北糀谷２－６－１」

工場兼事務所 工場、倉庫が建ち並ぶ流通業務地域 モノレール流通セ
ンター平和島三丁目１３番３

「平和島３－１－１１」

店舗、居宅兼共同住
宅

小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ商業地域 京急大森町
大森西五丁目４番４

「大森西５－９－３」

店舗兼住宅 中小工場が多い準工業地域に囲まれた小売店舗地域 京急大鳥居
大森南二丁目３９１番４外１筆

「大森南２－７－２」

店舗兼事務所 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ駅前の商業地域 東急池上
池上六丁目７３番１０外１筆

「池上６－３－８」

事務所兼共同住宅 中高層の事務所、店舗、共同住宅が多い商業地域 東日本蒲田
西蒲田七丁目２５番２外２筆

「西蒲田７－２５－７」

店舗、作業所兼住宅 店舗兼住宅、共同住宅等の混在する近隣商業地域 地下鉄馬込
中馬込三丁目５番１３

「中馬込３－２６－１３」

店舗兼住宅 小規模小売店舗が建ち並ぶ商業地域 東急武蔵新田
矢口一丁目２７２番４外１筆

「矢口１－１５－１３」

店舗兼住宅 低層の小売店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 東急長原
上池台一丁目１３４番１４

「上池台１－１５－９」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

大田 大田区 長方形 北　　    5.5m 水道
391,000 180    1:3   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  6 (386,000) Ｓ4     800m 準防 高度

大田 大田区 長方形 南　　    6.5m 水道
362,000 416    1:2.5 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  7 (360,000) Ｓ3     1.3km 準防 高度

大田 大田区 長方形 東　　    5.3m 水道
410,000 101    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  8 (398,000) Ｓ3     500m 準防 高度

大田 大田区 長方形 北　　    5.5m 水道
380,000 179    1:1.2 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  9 (375,000) Ｗ2     650m 準防 高度

大田 大田区 長方形 南　　     11m 水道
399,000 69    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7- 10 (391,000) Ｗ2     450m 準防 高度

大田 大田区 ほぼ長方形 東　　    4.4m 水道
408,000 300    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7- 11 (393,000) ＲＣ4     330m 準防 高度

大田 大田区 長方形 南東　     16m 水道
219,000 900    1:2   区道 ガス 工専

　 下水 (  60, 200)
(都) 9-  1 (214,000) Ｓ3       2km 準防 　　

世田谷 世田谷区 長方形 北　　      6m 水道
700,000 204    1:2   区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  -  1 (685,000) Ｗ3     340m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北　　    3.6m 水道
587,000 196    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  2 (581,000) Ｗ2     500m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北東　      9m 水道
635,000 223  1.5:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  3 (631,000) Ｗ2     100m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 南東　      6m 水道
701,000 201    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  4 (698,000) Ｗ2F1B     500m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 南西　    5.4m 水道
649,000 215    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  5 (638,000) Ｓ2     600m 準防 高度

住宅 中小規模の一般住宅のほかマンション等も見られる
住宅地域

東急駒沢大学
駒沢二丁目１０３３番１１

「駒沢２－２５－１２」

住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 東急等々力
中町一丁目５５番３３

「中町１－２０－１７」

共同住宅 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 東急宮の坂
豪徳寺二丁目１０６４番９

「豪徳寺２－１８－１６」

住宅 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 東急世田谷
世田谷一丁目２０７番５

「世田谷１－３６－１９」

住宅 中規模一般住宅が多く共同住宅もある住宅地域 東急松原
赤堤三丁目２７１番１４

「赤堤３－９－１１」

工場兼事務所 中小規模工場が建ち並ぶ臨海工業地域 モノレール昭和島
京浜島二丁目１７番４４

「京浜島２－１７－３」

事務所、倉庫兼共同
住宅

工場、事務所、一般住宅等が混在する住宅地域 京急京急蒲田
東蒲田二丁目２７番１外１筆

「東蒲田２－３０－６」

住宅 小規模一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 京急平和島
大森東一丁目２７４番１７

「大森東１－１１－７」

住宅 小規模住宅、アパート、マンション、事業所等が混
在する住宅地域

京急六郷土手
東六郷三丁目１０８番２０

「東六郷３－１４－５」

工場兼住宅 中小工場、小規模住宅等が混在する住宅地域 京急糀谷
萩中二丁目１９７番１５

「萩中２－１１－１１」

工場兼事務所 中小工場、事務所、マンション等が建ち並ぶ地域 京急大鳥居
大森南一丁目１７２番３

「大森南１－１８－１７」

事務所、寄宿舎兼倉
庫

小工場、事務所、共同住宅、倉庫が混在する地域 京急梅屋敷
大森西七丁目２５６番１１外１筆

「大森西７－２－５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

世田谷 世田谷区 長方形 西　　      6m 水道
689,000 202  1.5:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  6 (683,000) Ｗ2     480m 準防 高度

世田谷 世田谷区 ほぼ正方形 西　　      6m 水道
695,000 214 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  7 (695,000) Ｗ2     300m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北東　    4.5m 水道
610,000 142    1:1.2 私道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  8 (596,000) Ｓ3     300m 準防 高度

世田谷 世田谷区 正方形 北　　    5.4m 水道
662,000 162 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  9 (662,000) Ｗ2     360m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北　　    5.5m 水道
708,000 148    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 10 (695,000) ＲＣ2     450m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 東　　    5.4m 水道
780,000 292  1.5:1   区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 150)
(都)  - 11 (780,000) Ｗ2     300m 準防 高度

世田谷 世田谷区 ほぼ正方形 北　　    3.2m 水道
602,000 132    1:1   道路 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 12 (592,000) Ｗ2     400m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北　　    3.6m 水道
640,000 151    1:2   私道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 13 (633,000) Ｗ2     550m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 西　　    3.6m 水道
540,000 256    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 14 (532,000) Ｓ2       1km 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 東　　    3.9m 水道
522,000 200    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 15 (520,000) Ｗ2     800m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 西　　      4m 水道
531,000 158    1:1.5 道路 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 16 (535,000) Ｗ2     300m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北　　      6m 水道
761,000 345    1:1.2 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 17 (754,000) Ｗ2     300m 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 東急尾山台
等々力五丁目３３番１５

「等々力５－１８－１３」

住宅 一般住宅のほかアパートが混在する住宅地域 京王八幡山
八幡山三丁目２４２番１９

「八幡山３－２９－８」

住宅 一般住宅のほかアパート等が混在し、空地もある住
宅地域

京王上北沢
上北沢一丁目７７８番３

「上北沢１－２２－３５」

住宅 中小規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅地
域

小田急千歳船橋
船橋四丁目５３４番１２

「船橋４－５－９」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 京王明大前
松原二丁目７１４番６

「松原２－１４－１７」

住宅 一般住宅のほかアパートが混在する住宅地域 京王笹塚
北沢五丁目８２３番１５

「北沢５－１４－１３」

住宅 中規模住宅、マンションが混在する住宅地域 小田急世田谷代田
代田二丁目６６８番３１

「代田２－２３－１５」

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 小田急経堂
赤堤一丁目２３４番２６

「赤堤１－３０－１３」

住宅 中小規模の一般住宅のほかアパート等が見られる住
宅地域

小田急経堂
経堂一丁目９０番３

「経堂１－５－１６」

住宅 中小規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅地
域

小田急豪徳寺
豪徳寺一丁目１８８３番９

「豪徳寺１－５３－８」

住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 小田急梅ケ丘
梅丘一丁目１４７２番９

「梅丘１－６１－８」

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 小田急梅ケ丘
代田三丁目４１８番２

「代田３－５１－９」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

世田谷 世田谷区 長方形 北西　      6m 水道
705,000 231    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 150)
(都)  - 18 (700,000) Ｗ3     1.2km 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 南東　      6m 水道
635,000 225    1:2   区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  - 19 (620,000) ＲＣ2     890m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 南　　      6m 水道
536,000 245  1.2:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 20 (538,000) ＲＣ2     1.8km 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 西　　    5.4m 水道
669,000 82  1.2:1   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 21 (655,000) Ｗ2     450m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 東　　      6m 水道
688,000 266    1:1.2 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 22 (679,000) Ｗ3F1B     1.3km 準防 高度

世田谷 世田谷区 ほぼ長方形 西　　      6m 水道
665,000 223  1.2:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 23 (665,000) Ｗ2     1.9km 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北西　    5.5m 水道
680,000 342    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 24 (669,000) Ｗ2     550m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 東　　    5.5m 水道
670,000 347    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 25 (668,000) Ｗ2     300m 準防 高度

世田谷 世田谷区 ほぼ正方形 北　　    5.3m 水道
500,000 171 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 26 (510,000) Ｓ2     1.3km 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北西　      6m 水道
655,000 222  1.2:1   区道 ガス ２低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 27 (647,000) Ｗ2     600m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 西　　      6m 水道
637,000 181  1.2:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 28 (637,000) Ｗ1       1km 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北東　      8m 水道
719,000 343    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 29 (710,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

住宅 中規模以上の一般住宅が多い住宅地域 東急桜新町
深沢七丁目３１番３

「深沢７－１５－１９」

住宅 中小規模の一般住宅が多い住宅地域 東急用賀
上用賀四丁目１６６番２

「上用賀４－２－６」

住宅 中規模の一般住宅とマンションが混在する住宅地域 東急用賀
玉川台二丁目４７０番外１筆

「玉川台２－８－８」

住宅 一般住宅のほか共同住宅等も混在する住宅地域 東急二子玉川
岡本二丁目６１７番４

「岡本２－３－１９」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 東急松原
赤堤四丁目４１３番７

「赤堤４－８－１９」

住宅 区画が整然とした中規模一般住宅が多い閑静な住宅
地域

東急田園調布
東玉川二丁目１７０番３

「東玉川２－３３－１３」

住宅 中規模の一般住宅が多い閑静な住宅地域 東急駒沢大学
深沢二丁目４４番２０外１筆

「深沢２－１４－１２」

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 東急二子玉川
瀬田四丁目３３３番８

「瀬田４－３６－２１」

住宅 一般住宅、共同住宅等が混在する地域 東急池尻大橋
池尻三丁目３６０番１１

「池尻３－１８－１２」

住宅 中規模一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 東急用賀
岡本三丁目４０８番４

「岡本３－７－２」

住宅 一般住宅と共同住宅等が混在する住宅地域 東急上町
弦巻五丁目６１６番１９

「弦巻５－１９－８」

住宅 中規模住宅のほかアパートも混在する住宅地域 東急学芸大学
下馬三丁目４５番１５

「下馬３－７－８」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

世田谷 世田谷区 長方形 西　　      4m 水道
560,000 291  1.5:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 30 (550,000) Ｗ2     1.5km 　　 高度

世田谷 世田谷区 長方形 東　　    5.3m 水道
680,000 174    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 31 (668,000) Ｗ2       1km 準防 高度

世田谷 世田谷区 ほぼ正方形 西　　    3.7m 水道
565,000 287 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 32 (565,000) Ｓ2     520m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 南西　      4m 水道
456,000 173    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 33 (456,000) ＲＣ3     1.4km 準防 高度

世田谷 世田谷区 ほぼ長方形 西　　      4m 水道
477,000 231    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 34 (470,000) Ｓ2     1.3km 準防 高度

世田谷 世田谷区 ほぼ台形 北西　    5.8m 水道
697,000 109    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 35 (695,000) Ｓ2     950m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 西　　      4m 水道
575,000 346    1:1.5 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  - 36 (575,000) Ｗ1     350m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 南西　      4m 水道
460,000 157    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 37 (460,000) Ｗ2       1km 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 南　　      4m 水道
487,000 213    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 38 (491,000) Ｗ2     700m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 西　　      4m 水道
473,000 125    2:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 39 (473,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 東　　      6m 水道
395,000 115    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 40 (397,000) Ｗ2     1.7km 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 南西　      6m 水道
387,000 203    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 41 (389,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

住宅 一般住宅のほか共同住宅等も混在する住宅地域 小田急喜多見
喜多見七丁目３１４７番３

「喜多見７－１５－１０」

住宅 中小規模の一般住宅のほかアパート等も見られる住
宅地域

京王仙川
給田五丁目３９番２

「給田５－１０－１０」

住宅 中小規模の一般住宅が多い住宅地域 京王八幡山
八幡山二丁目３９番１０外２筆

「八幡山２－１４－１０」

住宅 中規模の一般住宅が多く畑も見られる住宅地域 京王芦花公園
北烏山一丁目９２０番６

「北烏山１－３７－３」

住宅 中小規模一般住宅とアパートが混在する住宅地域 京王千歳烏山
給田四丁目１７７番２

「給田４－３－８」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 小田急祖師ケ谷大
蔵祖師谷一丁目１０５番１７

「祖師谷１－１６－６」

住宅 中小規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅地
域

東急祐天寺
下馬一丁目１２５番３

「下馬１－２４－６」

住宅 中小規模の一般住宅の中にアパートも見られる住宅
地域

小田急祖師ケ谷大
蔵千歳台二丁目８５４番６

「千歳台２－４２－５」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 京王仙川
上祖師谷四丁目１２１０番１０外１筆

「上祖師谷４－１７－５」

住宅 中小規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅地
域

小田急祖師ケ谷大
蔵祖師谷三丁目５０５番４外１筆

「祖師谷３－３９－４」

住宅 中小規模の一般住宅が多い住宅地域 東急桜新町
駒沢四丁目８０番１５

「駒沢４－２７－１５」

住宅 中規模住宅が多い住宅地域 小田急成城学園前
成城九丁目８８７番９

「成城９－２１－４」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

世田谷 世田谷区 長方形 北西　    4.5m 水道
470,000 99    1:1.2 区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 42 (464,000) Ｗ2     1.6km 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北西　    7.1m 水道
800,000 549    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 43 (820,000) Ｗ2     400m 　　 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北　　      6m 水道
642,000 132    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 44 (642,000) ＲＣ3     950m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北　　     18m 水道
1,320,000 140    1:1.2 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  1 (1,250,000) ＲＣ6F1B     350m 防火 　　

背面道
世田谷 世田谷区 長方形 西　　     25m 水道

689,000 202    1:1.5 都道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(都) 5-  2 (675,000) ＲＣ3 駅近接 防火 高度

世田谷 世田谷区 長方形 西　　     26m 水道
1,760,000 406    1:3   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  3 (1,580,000) ＳＲＣ9     180m 防火 　　

世田谷 世田谷区 ほぼ正方形 北　　     15m 水道
695,000 89 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  4 (681,000) Ｓ4     950m 防火 高度

世田谷 世田谷区 長方形 東　　      8m 水道
810,000 146    1:1.5 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  5 (767,000) ＳＲＣ3F1B      90m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 西　　      6m 水道
815,000 110    1:3.5 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  6 (780,000) Ｓ3      70m 準防 高度

世田谷 世田谷区 ほぼ長方形 西　　    5.4m 水道
780,000 98    1:3   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  7 (765,000) Ｓ3     280m 準防 高度

世田谷 世田谷区 ほぼ長方形 東　　     11m 水道
1,370,000 370    1:1.2 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  8 (1,250,000) Ｓ4     200m 防火 　　

世田谷 世田谷区 長方形 西　　    4.4m 水道
870,000 115    1:3   都道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  9 (820,000) ＲＣ3F1B     100m 準防 高度

店舗兼事務所 中低層の小売店舗の建ち並ぶ駅前の商業地域 小田急豪徳寺
豪徳寺一丁目２０３２番８

「豪徳寺１－２２－５」

店舗兼住宅 店舗、事務所が建ち並ぶ商業地域 小田急下北沢
北沢二丁目２９４番１

「北沢２－４－１０」

店舗兼住宅 中低層の小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ商店街 小田急祖師ケ谷大
蔵祖師谷一丁目１３１番１５

「祖師谷１－１１－１１」

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ駅前商店街 小田急梅ケ丘
梅丘一丁目１４６２番１５

「梅丘１－２１－４」

店舗兼共同住宅 小売店舗が建ち並ぶ駅前商店街 東急九品仏
奥沢八丁目２３６番１０

「奥沢８－３２－１２」

店舗兼共同住宅 小売店舗、飲食店が建ち並ぶ商業地域 東急上町
桜三丁目４０９番１５外１筆

「桜３－７－１３」

店舗兼共同住宅 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東急二子玉川
玉川二丁目１５１６番１

「玉川２－２４－６」

事務所兼共同住宅 小売店舗、飲食店、共同住宅等が混在する路線商業
地域

京王新代田
代田五丁目８８４番１の内

「代田５－２９－７」

店舗兼事務所 中層の店舗ビル、マンションが建ち並ぶ商業地域 東急三軒茶屋
三軒茶屋二丁目１７６番１２

「三軒茶屋２－１７－１０」

住宅 一般住宅、共同住宅等のほか畑等も見られる住宅地
域

東急用賀
瀬田三丁目７９０番３

「瀬田３－１－１９」

住宅 大規模住宅が区画整然と建ち並ぶ住宅地域 小田急成城学園前
成城三丁目２７５番２

「成城３－７－１５」

住宅 小規模住宅に共同住宅等が混在する住宅地域 東急九品仏
玉堤一丁目２４９０番１０

「玉堤１－６－１４」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

世田谷 世田谷区 長方形 南東　     11m 水道
911,000 63    1:3   区道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 10 (855,000) Ｓ3 駅近接 準防 高度

世田谷 世田谷区 ほぼ正方形 北東　     18m 水道
750,000 82 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 11 (710,000) ＲＣ5     300m 防火 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北　　      8m 水道
960,000 106    1:3   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 12 (910,000) ＲＣ3     100m 準防 高度

世田谷 世田谷区 不整形 北　　     27m 水道
679,000 351    1:1.2 国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 13 (665,000) Ｓ6     470m 防火 高度

世田谷 世田谷区 長方形 南東　    5.5m 水道
830,000 99    1:3   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 14 (795,000) Ｓ4     100m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北東　     25m 水道
714,000 220    1:1.2 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 15 (700,000) ＳＲＣ7F1B 北西     550m 防火 高度

側道
世田谷 世田谷区 台形 北東　      4m 水道

764,000 101    1:2   区道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(都) 5- 16 (732,000) ＳＲＣ3     180m 準防 高度

世田谷 世田谷区 長方形 北東　      6m 水道
706,000 565    1:1.2 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (696,000) ＲＣ4F1B     680m 準防 高度

渋谷 渋谷区 正方形 南東　    3.5m 水道
1,430,000 209 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  1 (1,430,000) Ｓ2     640m 準防 高度

渋谷 渋谷区 長方形 北東　    4.5m 水道
1,320,000 181    1:1.2 区道 ガス ２住居

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  -  2 (1,350,000) Ｓ3     290m 準防 高度

渋谷 渋谷区 長方形 南東　    6.4m 水道
1,370,000 251    1:1.5 私道 ガス ２低専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (1,450,000) Ｗ2     480m 準防 高度

渋谷 渋谷区 長方形 北　　      4m 水道
1,030,000 235    1:1.5 区道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  4 (1,080,000) Ｗ2     640m 準防 高度

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 小田急参宮橋
代々木三丁目６番５

「代々木３－６－４」

住宅 一般住宅、共同住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東急代官山
猿楽町１８番２９

「猿楽町１５－３」

住宅 一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 東日本千駄ヶ谷
千駄ヶ谷一丁目２６番６

「千駄ヶ谷１－２６－１１」

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 地下鉄表参道
神宮前三丁目１６番１４

「神宮前３－１６－６」

工場 小工場、倉庫等のほか一般住宅も見られる準工業地
域

東急桜新町
桜新町二丁目５０９番３

「桜新町２－２９－１５」

店舗 小売店舗、飲食店、マンション等が建ち並ぶ商店街 京王千歳烏山
南烏山六丁目７７６番３

「南烏山６－７－１５」

店舗兼共同住宅 店舗、営業所、共同住宅等が混在する路線商業地域 東急駒沢大学
野沢四丁目２５５番２７

「野沢４－１７－７」

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店が建ち並ぶ商業地域 京王下高井戸
赤堤四丁目５３２番４

「赤堤４－４８－５」

事務所兼共同住宅 店舗、事務所、マンション等が混在する国道沿いの
商業地域

京王八幡山
上北沢四丁目１０７７番３外１筆

「上北沢４－２９－２５」

店舗 中低層の日用品小売店舗が建ち並ぶ駅前の商店街 小田急成城学園前
成城二丁目１３８番３

「成城２－３５－１２」

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ商業地域 東急松陰神社前
世田谷一丁目９３番１

「世田谷１－１２－１３」

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 東急尾山台
等々力二丁目１７番６

「等々力２－１９－１５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

渋谷 渋谷区 長方形 北西　    3.4m 水道
610,000 144    1:1.5 区道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  -  5 (630,000) Ｓ3     400m 準防 高度

渋谷 渋谷区 長方形 南　　      7m 水道
1,170,000 534    1:1.2 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  -  6 (1,240,000) Ｗ2F1B     470m 準防 高度

渋谷 渋谷区 長方形 南　　    5.5m 水道
1,070,000 417    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  7 (1,130,000) ＲＣ2     350m 準防 高度

渋谷 渋谷区 長方形 北東　    6.3m 水道
960,000 239    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  8 (990,000) Ｓ3     550m 準防 高度

渋谷 渋谷区 長方形 北東　      6m 水道
1,160,000 121    1:1.2 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  9 (1,220,000) Ｗ2F1B     400m 準防 高度

渋谷 渋谷区 長方形 南西　    4.5m 水道
1,040,000 189    1:1.5 区道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 10 (1,070,000) ＲＣ2     700m 準防 高度

渋谷 渋谷区 長方形 北西　     11m 水道
1,800,000 94    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  1 (1,800,000) ＲＣ5     180m 防火 　　

渋谷 渋谷区 長方形 北東　     20m 水道
3,080,000 192    1:2   都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  2 (3,000,000) ＳＲＣ8     110m 防火 　　

渋谷 渋谷区 ほぼ長方形 西　　     24m 水道
10,700,000 317    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5-  3 (10,700,000) ＳＲＣ10     250m 防火 　　

渋谷 渋谷区 長方形 北　　    6.2m 水道
835,000 158    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  4 (850,000) ＲＣ4     430m 準防 高度

渋谷 渋谷区 長方形 北西　     40m 水道
5,900,000 184    1:2   国道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  5 (6,000,000) ＳＲＣ9F1B     600m 防火 　　

背面道
渋谷 渋谷区 長方形 北西　     22m 水道

4,650,000 119    1:2   区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 800)

(都) 5-  6 (4,720,000) ＳＲＣ10     570m 防火 　　

店舗、事務所兼住宅 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 東日本渋谷
道玄坂一丁目２９番１４

「道玄坂１－１９－１２」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 東日本渋谷
渋谷二丁目９番３

「渋谷２－９－９」

店舗兼共同住宅 中低層の店舗兼共同住宅等が多い商業地域 京王初台
本町二丁目３番１７

「本町２－３－１２」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本渋谷
神南一丁目１０番２外１筆

「神南１－２２－８」

店舗、事務所兼共同
住宅

中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 東日本恵比寿
恵比寿一丁目１２番１３

「恵比寿１－１１－２」

店舗兼共同住宅 小売店、飲食店、店舗付共同住宅等が混在する商業
地域

地下鉄広尾
広尾五丁目２１番２

「広尾５－１６－１」

住宅 中小規模の一般住宅、事務所等が混在する住宅地域 東日本渋谷
東一丁目２６番１

「東１－５－１０」

住宅 一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 東日本恵比寿
恵比寿南二丁目７番１０

「恵比寿南２－７－６」

住宅 一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 地下鉄代々木公園
富ヶ谷一丁目１４７５番４

「富ヶ谷１－２３－２」

住宅 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 小田急代々木上原
西原三丁目４１番１１

「西原３－４１－７」

住宅兼駐車場 中規模以上の住宅が多い区画整然とした住宅地域 小田急代々木上原
大山町１０６７番４１外１筆

「大山町３４－９」

住宅兼共同住宅 一般住宅，共同住宅が建ち並ぶ住宅地域 京王初台
本町一丁目９番１３

「本町１－９－１２」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

基準地番号 基準地の地積

渋谷 渋谷区 長方形 北　　     55m 水道
4,900,000 171    1:1.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5-  7 (4,900,000) ＳＲＣ9F1B     360m 防火 　　

渋谷 渋谷区 長方形 東　　     22m 水道
5,100,000 915    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  8 (5,000,000) ＳＲＣ8F2B     420m 防火 　　

渋谷 渋谷区 台形 南東　     40m 水道
1,260,000 176    1:1.2 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  9 (1,260,000) ＳＲＣ10 南西     340m 防火 　　

側道
渋谷 渋谷区 長方形 北西　    5.3m 水道

1,220,000 142    1:1.5 区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(都) 5- 10 (1,240,000) ＲＣ5      80m 防火 　　

渋谷 渋谷区 正方形 北東　     10m 水道
4,200,000 1,652 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 11 (4,300,000) ＳＲＣ14F1B 駅近接 防火 　　

渋谷 渋谷区 台形 南西　    9.7m 水道
1,200,000 115    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 12 (1,200,000) ＲＣ5F1B 駅近接 準防 高度

渋谷 渋谷区 長方形 南　　    7.5m 水道
1,160,000 89    1:3.5 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 13 (1,200,000) ＲＣ4     300m 準防 高度

背面道
渋谷 渋谷区 長方形 北東　     13m 水道

1,450,000 92    1:3   区道 ガス 近商
　 下水 (  80, 400)

(都) 5- 14 (1,470,000) Ｓ5      80m 防火 　　

渋谷 渋谷区 台形 南　　     15m 水道
1,390,000 91  1.5:1   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 15 (1,410,000) ＲＣ5     320m 防火 　　

渋谷 渋谷区 長方形 北西　     20m 水道
4,600,000 115  1.5:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 16 (4,650,000) ＳＲＣ8 北東      80m 防火 　　

側道
中野 中野区 長方形 西　　    5.4m 水道

474,000 182    1:1.2 区道 ガス １低専
　 下水 (  50, 150)

(都)  -  1 (463,000) Ｗ2     350m 準防 高度

中野 中野区 長方形 東　　    3.5m 水道
467,000 159    1:2   区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  2 (457,000) Ｓ2     750m 準防 高度

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 東日本渋谷
渋谷三丁目６番１４

「渋谷３－６－２」

事務所、車庫兼倉庫 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 東日本新宿
千駄ヶ谷五丁目２７番７

「千駄ヶ谷５－２７－５」

店舗兼共同住宅 中高層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 京王幡ヶ谷
幡ヶ谷二丁目１９番２８

「幡ヶ谷２－１９－４」

店舗、診療所兼共同
住宅

低層店舗、マンション等が建ち並ぶ商業地域 京王神泉
円山町８６番２外１筆

「円山町２２－１６」

事務所 大規模な事務所ビル等が増えつつある商業地域 東日本渋谷
渋谷三丁目２０番１９

「渋谷３－２９－２０」

店舗、事務所兼住宅 中層の店舗ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 京王初台
初台一丁目３８番１０外１筆

「初台１－３８－１１」

店舗兼住宅 中低層の飲食店舗、小売店舗等が多い駅に近い商業
地域

小田急代々木上原
西原三丁目２番９外１筆

「西原３－２－５」

店舗、事務所兼住宅 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ駅前の商業
地域

地下鉄代々木公園
富ヶ谷一丁目１５５４番８外１筆

「富ヶ谷１－５１－４」

店舗兼事務所 中層の事務所ビル、店舗併用住宅等が見られる商業
地域

東日本代々木
代々木一丁目４４番１

「代々木１－４４－１２」

店舗、事務所兼住宅 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 東日本原宿
神宮前一丁目１９番４６

「神宮前１－１９－１４」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 西武鷺ノ宮
鷺宮三丁目１５６番２

「鷺宮３－３８－８」

住宅 中規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本高円寺
大和町一丁目６７番１５

「大和町１－３６－１２」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

中野 中野区 長方形 南　　      6m 水道
495,000 213    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  3 (485,000) Ｗ1     300m 準防 高度

中野 中野区 長方形 西　　    5.5m 水道
498,000 101    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  4 (488,000) Ｗ2     620m 準防 高度

中野 中野区 長方形 西　　    5.5m 水道
595,000 215    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  5 (585,000) Ｗ1     450m 準防 高度

中野 中野区 長方形 南　　    3.6m 水道
505,000 85  1.2:1   区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  6 (492,000) Ｗ2 東     700m 準防 高度

側道
中野 中野区 正方形 西　　    5.4m 水道

573,000 184 区道 ガス １中専
＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  -  7 (558,000) Ｗ2     770m 準防 高度

中野 中野区 長方形 東　　    5.5m 水道
707,000 294    1:2   区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  8 (685,000) Ｗ2     280m 準防 高度

中野 中野区 長方形 南東　      4m 水道
620,000 161    1:1.5 私道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  9 (606,000) Ｓ2     290m 準防 高度

中野 中野区 長方形 北東　    5.2m 水道
503,000 132    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 10 (498,000) Ｓ2     550m 準防 高度

中野 中野区 正方形 西　　      6m 水道
583,000 82 区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 11 (575,000) Ｗ2     930m 防火 高度

中野 中野区 長方形 西　　     11m 水道
866,000 171    1:2   都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  1 (825,000) ＲＣ4      70m 防火 高度

中野 中野区 ほぼ長方形 東　　    5.4m 水道
735,000 67    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  2 (700,000) Ｓ3 南 駅近接 防火 高度

側道
中野 中野区 長方形 北　　     15m 水道

612,000 456    1:2   都道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(都) 5-  3 (580,000) ＳＲＣ8     650m 防火 高度
三方路

共同住宅 低層店舗と中高層のマンションとが混在する路線商
業地域

西武野方
野方六丁目１７番１０

「野方６－５２－５」

店舗兼共同住宅 低層店舗や中低層の店舗兼共同住宅が建ち並ぶ駅前
商店街

西武都立家政
鷺宮三丁目２１５番３２

「鷺宮３－１－１６」

店舗、診療所兼住宅 小規模の日用品小売店舗が建ち並ぶ駅前商店街 西武鷺ノ宮
鷺宮三丁目１１８６番４外３筆

「鷺宮３－１９－５」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本中野
新井二丁目４０番９

「新井２－１８－６」

住宅 中規模一般住宅の中にアパートも見られる住宅地域 西武沼袋
沼袋二丁目２００番２１

「沼袋２－２３－１１」

住宅 一般住宅とアパート等が混在し、中層マンションも
見られる住宅地域

東日本東中野
東中野四丁目４７番１９

「東中野４－１２－１８」

住宅 中規模の一般住宅、マンション等が混在する住宅地
域

地下鉄中野坂上
中央一丁目３１番１７６

「中央１－３０－２８」

共同住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄新中野
中央三丁目５番５

「中央３－５－５」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄方南町
南台三丁目４５番７

「南台３－３７－６」

住宅 中規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄新中野
本町六丁目５８番１６

「本町６－２２－５」

住宅 低層一般住宅のほか共同住宅も見られる住宅地域 西武新井薬師前
上高田四丁目３４番３

「上高田４－３４－４」

住宅 中規模一般住宅、社宅のほかマンションも見られる
住宅地域

地下鉄新江古田
江原町三丁目２４番８

「江原町３－２４－２」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

中野 中野区 長方形 西　　     15m 水道
918,000 177  1.2:1   都道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  4 (865,000) ＲＣ7     460m 防火 　　

中野 中野区 長方形 北　　      6m 水道
630,000 75    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  5 (630,000) Ｓ3     850m 防火 高度

中野 中野区 長方形 南　　     15m 水道
930,000 137    1:2.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  6 (860,000) Ｓ4     750m 防火 高度

中野 中野区 長方形 東　　    5.5m 水道
3,350,000 60    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  7 (3,050,000) ＲＣ4 北      70m 防火 　　

側道
中野 中野区 長方形 北　　     25m 水道

1,180,000 264    1:2   都道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(都) 5-  8 (1,110,000) ＳＲＣ10     520m 防火 高度

中野 中野区 長方形 西　　    6.3m 水道
858,000 149    1:2.5 区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  9 (810,000) ＲＣ5F1B 駅近接 防火 高度

中野 中野区 長方形 東　　     15m 水道
740,000 178    1:1.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 10 (710,000) ＲＣ4F1B     460m 防火 　　

杉並 杉並区 ほぼ正方形 西　　      4m 水道
502,000 134 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  1 (502,000) Ｗ2     750m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 東　　      5m 水道
520,000 196    1:1.5 区道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  2 (517,000) Ｗ2     500m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 東　　    3.6m 水道
449,000 165    1:1.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (449,000) Ｗ2     800m 準防 高度

杉並 杉並区 台形 北西　      4m 水道
570,000 290    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  4 (570,000) Ｗ2     300m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 南西　    5.4m 水道
546,000 191    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  5 (545,000) Ｗ2     700m 準防 高度

共同住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本西荻窪
西荻南二丁目３４３番１７

「西荻南２－１１－２」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 京王永福町
永福一丁目６１２番５

「永福１－３４－１６」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄方南町
堀ノ内二丁目３番９

「堀ノ内２－１５－１５」

共同住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本高円寺
高円寺南四丁目８１１番６

「高円寺南４－１６－１１」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 東日本高円寺
高円寺北一丁目６８８番１０

「高円寺北１－１５－１２」

事務所兼共同住宅 低層店舗、事務所、マンション等が混在する路線商
業地域

地下鉄中野富士見
町弥生町五丁目５番７

「弥生町５－１１－２４」

店舗兼事務所 小売店舗街に銀行等が見られる駅前の商業地域 西武沼袋
沼袋一丁目２６８番９

「沼袋１－３６－５」

店舗兼共同住宅 中高層の店舗、事務所兼共同住宅が多い商業地域 地下鉄中野坂上
本町三丁目６３番６

「本町３－３０－１０」

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ繁華な駅前商店街 東日本中野
中野五丁目３０番７

「中野５－６４－９」

店舗兼共同住宅 中低層の小売店舗、事務所、マンションが建ち並ぶ
路線商業地域

東日本中野
新井一丁目９１番６

「新井１－２－１２」

店舗兼住宅 日用品の小売店舗が軒を並べる近隣商業地域 地下鉄中野富士見
町南台三丁目６４番２０

「南台３－１２－１１」

店舗兼共同住宅 低層店舗、中高層マンションが多い路線商業地域 地下鉄新中野
中央四丁目３４番１５

「中央４－２７－５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

杉並 杉並区 正方形 南　　    5.5m 水道
532,000 344 区道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (532,000) ＲＣ2     150m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 北　　      4m 水道
507,000 363    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (507,000) Ｗ2     450m 準防 高度

杉並 杉並区 ほぼ正方形 西　　    5.4m 水道
470,000 204 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  8 (470,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 南東　    5.4m 水道
565,000 195    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  9 (562,000) ＲＣ2F1B       1km 準防 高度

杉並 杉並区 台形 西　　    6.3m 水道
601,000 141    1:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 10 (598,000) Ｗ2     850m 準防 高度

杉並 杉並区 ほぼ正方形 南西　    5.5m 水道
619,000 287 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 11 (616,000) Ｗ2     500m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 南　　    4.5m 水道
489,000 207    1:2   区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 12 (489,000) Ｗ2     300m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 南　　    4.5m 水道
503,000 363    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 13 (500,000) Ｂ2     700m 準防 高度

杉並 杉並区 台形 南　　    4.9m 水道
450,000 146  1.2:1   区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 14 (450,000) Ｓ2     1.2km 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 東　　    4.5m 水道
498,000 219    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 15 (498,000) Ｓ2       1km 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 南西　    5.4m 水道
476,000 300    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 16 (476,000) Ｗ2     950m 準防 高度

杉並 杉並区 正方形 西　　      4m 水道
495,000 170 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 17 (495,000) Ｓ2     700m 準防 高度

住宅 中小規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本荻窪
天沼一丁目４０７番７

「天沼１－８－４」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 西武上石神井
善福寺四丁目２２５番

「善福寺４－２１－１０」

住宅 中規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本西荻窪
善福寺二丁目４０番１２

「善福寺２－９－１３」

住宅 中規模程度の一般住宅が多い住宅地域 京王西永福
成田東一丁目５６１番９

「成田東１－６－１０」

住宅 中規模の一般住宅地域 東日本高円寺
高円寺北四丁目４４８番６

「高円寺北４－１０－２」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 地下鉄南阿佐ケ谷
成田東五丁目１５番４

「成田東５－３８－１」

住宅 中規模一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 東日本荻窪
荻窪四丁目８４番２外１筆

「荻窪４－２８－２、３」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 東日本荻窪
荻窪二丁目９４番７

「荻窪２－７－４」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 東日本荻窪
南荻窪一丁目２１２番９

「南荻窪１－２３－２」

住宅 中規模の一般住宅が多い閑静な住宅地域 東日本荻窪
桃井一丁目２１９番３

「桃井１－２３－６」

住宅 中規模の一般住宅や共同住宅が多い住宅地域 京王久我山
久我山二丁目６０１番６

「久我山２－１０－１９」

共同住宅 中規模の一般住宅や共同住宅が多い駅至近の住宅地
域

京王富士見ケ丘
高井戸西二丁目２１３９番７

「高井戸西２－１０－２」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

杉並 杉並区 長方形 西　　    5.4m 水道
523,000 292    1:1.2 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 18 (523,000) Ｗ2     750m 準防 高度

杉並 杉並区 ほぼ正方形 東　　      4m 水道
480,000 158 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 19 (480,000) Ｓ2     700m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 北　　     11m 水道
640,000 284    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 20 (640,000) Ｗ3     290m 準防 高度

杉並 杉並区 ほぼ長方形 西　　    5.5m 水道
526,000 155    1:1.2 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 21 (526,000) Ｗ2     420m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 東　　      4m 水道
446,000 132    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 22 (446,000) Ｗ2     780m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 南　　    5.5m 水道
447,000 154    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 23 (447,000) Ｗ3     1.3km 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 南　　    5.5m 水道
558,000 268    1:1.5 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 24 (555,000) Ｗ2     550m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 東　　    5.4m 水道
450,000 198    1:1.2 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 25 (450,000) Ｓ3     330m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 南　　駅前広場 水道
1,720,000 271    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  1 (1,720,000) ＳＲＣ8 駅前広場接面 防火 　　

杉並 杉並区 長方形 南西　     25m 水道
700,000 284    1:1.2 都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  2 (700,000) ＲＣ5F1B     400m 防火 高度

杉並 杉並区 長方形 北東　     25m 水道
595,000 185    1:1.2 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  3 (595,000) ＳＲＣ7     970m 防火 高度

杉並 杉並区 長方形 南　　    7.2m 水道
532,000 258    1:1.2 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  4 (531,000) ＲＣ3     150m 準防 高度

事務所 小売店舗、事務所、マンション等が建ち並ぶ商業地
域

西武井荻
上井草一丁目６６番１外１筆

「上井草１－３２－５」

店舗、住宅兼共同住
宅

中層の事務所、店舗併用マンションが混在する路線
商業地域

東日本荻窪
上荻二丁目１５８番２

「上荻２－３９－１５」

事務所 中規模の店舗事務所ビルが多い路線商業地域 地下鉄南阿佐ケ谷
阿佐谷南一丁目８５番３外１筆

「阿佐谷南１－８－５」

店舗兼事務所 店舗、銀行等が建ち並ぶ駅前商業地域 東日本高円寺
高円寺北二丁目６番６外４筆

「高円寺北２－６－２」

住宅 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 西武下井草
下井草三丁目１８６番１８

「下井草３－３２－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 東日本西荻窪
西荻南四丁目４９番３

「西荻南４－１１－３」

住宅 中規模一般住宅の中にアパート等もある住宅地域 西武上井草
今川四丁目１４０番２

「今川４－１７－４」

住宅 中小規模一般住宅、アパートが混在する住宅地域 地下鉄方南町
方南一丁目２１４番５外１筆

「方南１－３２－２」

住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 京王浜田山
高井戸東三丁目１８４２番１５

「高井戸東３－２－８」

住宅 大規模の区画整然とした住宅地域 京王西永福
永福三丁目２５３番３

「永福３－２３－１１」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 地下鉄東高円寺
和田一丁目１０５２番１５

「和田１－４４－２７」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本西荻窪
西荻北二丁目７３番９

「西荻北２－３３－６」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

杉並 杉並区 正方形 北　　     15m 水道
637,000 133 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  5 (637,000) Ｓ3     550m 防火 高度

杉並 杉並区 長方形 西　　     40m 水道
615,000 147    1:1.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  6 (615,000) ＲＣ5     450m 防火 高度

杉並 杉並区 長方形 東　　     33m 水道
539,000 101    1:3   都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  7 (540,000) ＲＣ3     590m 防火 高度

背面道
杉並 杉並区 長方形 北　　    6.4m 水道

545,000 249    1:1.5 区道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(都) 5-  8 (545,000) ＲＣ3     120m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 南西　    6.5m 水道
668,000 68    1:3   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  9 (668,000) Ｓ3     210m 防火 　　

杉並 杉並区 長方形 北西　      8m 水道
635,000 129    1:2   都道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 10 (635,000) Ｓ2      70m 準防 高度

杉並 杉並区 長方形 東　　駅前広場 水道
1,350,000 109  1.5:1   都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 11 (1,350,000) ＳＲＣ8 駅前広場接面 防火 　　

杉並 杉並区 長方形 北東　     25m 水道
925,000 411    1:1.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 12 (925,000) ＳＲＣ10F1B     320m 防火 　　

杉並 杉並区 長方形 東　　      6m 水道
875,000 119    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 13 (874,000) Ｓ4     200m 防火 　　

杉並 杉並区 長方形 南西　   14.5m 水道
519,000 585    1:1.5 都道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (519,000) Ｓ2     900m 準防 高度

豊島 豊島区 長方形 北東　      8m 水道
661,000 98    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 400)
(都)  -  1 (635,000) ＲＣ6     250m 防火 　　

豊島 豊島区 長方形 南　　      4m 水道
565,000 184    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  2 (543,000) Ｓ2     700m 防火 高度

住宅 中規模一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 西武椎名町
西池袋四丁目１４８０番２３外１筆

「西池袋４－１６－３」

事務所兼共同住宅 中層の共同住宅、店舗兼住宅等の混在する地域 東日本巣鴨
巣鴨一丁目３５番６

「巣鴨１－３５－６」

店舗、事務所兼作業
所

中規模店舗、営業所、マンション等が混在する地域 京王富士見ケ丘
宮前一丁目１３番１外１筆

「宮前１－１７－１０」

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ商業地域 東日本高円寺
高円寺南三丁目９７６番１７外１筆

「高円寺南３－５８－２９」

店舗兼共同住宅 中高層の店舗兼マンション、事務所等がある商業地
域

東日本荻窪
上荻一丁目４８番１０

「上荻１－１８－１３」

店舗兼事務所等 中高層商業ビルが建ち並ぶ駅前商業地域 東日本阿佐ヶ谷
阿佐谷南三丁目７７４番３

「阿佐谷南３－３７－１４」

治療院兼住宅 中小規模の小売店舗が建ち並ぶ路線商業地域 京王永福町
永福一丁目４０番１１外１筆

「永福１－４４－１０」

住宅兼事務所 小売店舗、飲食店、事務所等が建ち並ぶ商業地域 東日本西荻窪
西荻南三丁目１９９番６

「西荻南３－７－３」

店舗兼住宅 日用品等の小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ駅周辺の
商業地域

京王久我山
久我山四丁目２３８番３外１筆

「久我山４－１－４」

店舗、作業所兼住宅 中低層の店舗兼住宅、事務所ビルの建ち並ぶ路線商
業地域

西武井荻
上井草一丁目１９０番８外１筆

「上井草１－１－１１」

店舗兼共同住宅 店舗、マンション等が混在する路線商業地域 地下鉄東高円寺
高円寺南一丁目３９７番１２

「高円寺南１－１８－１４」

店舗兼住宅 銀行、小売店舗が建ち並ぶ路線商業地域 東日本高円寺
高円寺北二丁目７０５番１１

「高円寺北２－４１－１８」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

豊島 豊島区 長方形 東　　      4m 水道
500,000 128    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (491,000) Ｗ2     600m 準防 高度

豊島 豊島区 長方形 北　　      7m 水道
535,000 254    1:1.5 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  -  4 (510,000) Ｗ2     400m 準防 高度

豊島 豊島区 長方形 南西　    4.5m 水道
460,000 72    1:2.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  5 (440,000) Ｗ2     770m 準防 高度

豊島 豊島区 正方形 南西　    4.5m 水道
480,000 145 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  6 (470,000) Ｓ3     380m 準防 高度

豊島 豊島区 正方形 東　　      7m 水道
615,000 329 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  7 (570,000) Ｗ2     140m 準防 高度

背面道
豊島 豊島区 長方形 南東　      5m 水道

605,000 138    1:2   区道 ガス １中専
＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  -  8 (565,000) Ｗ2     550m 準防 高度

豊島 豊島区 長方形 南　　      7m 水道
645,000 142    1:2.5 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  1 (610,000) Ｓ2     680m 準防 高度

豊島 豊島区 長方形 南西　      9m 水道
980,000 63    1:3   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  2 (920,000) ＲＣ4F1B     500m 防火 　　

豊島 豊島区 長方形 北西　     23m 水道
683,000 148    1:1.2 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  3 (650,000) ＳＲＣ6F1B     380m 防火 　　

豊島 豊島区 ほぼ長方形 南　　     25m 水道
1,340,000 85    1:1.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  4 (1,250,000) ＲＣ6     100m 防火 　　

豊島 豊島区 台形 北西　     15m 水道
5,300,000 254    1:1.2 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5-  5 (4,950,000) ＳＲＣ8F1B     350m 防火 　　

豊島 豊島区 長方形 北東　     25m 水道
980,000 694    1:1.2 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  6 (930,000) ＳＲＣ14     500m 防火 　　

ホテル、店舗兼駐車
場

中高層ビルが建ち並ぶ幹線道路沿いの商業地域 東日本大塚
東池袋四丁目３２７７番１１外１筆

「東池袋４－３９－１３」

店舗兼事務所 中高層の飲食店、映画館等が建ち並ぶ繁華な商業地
域

東日本池袋
東池袋一丁目２２番１１

「東池袋１－２２－８」

店舗兼事務所 中高層の各種店舗が建ち並ぶ商業地域 東日本目白
目白三丁目１７１４番９

「目白３－１３－１」

事務所、倉庫兼住宅 中高層の事務所ビル、低層店舗が建ち並ぶ幹線街路
沿いの商業地域

地下鉄西巣鴨
西巣鴨二丁目５５９番１

「西巣鴨２－２２－１０」

店舗兼住宅 中規模の小売店舗、飲食店が建ち並ぶ商業地域 東日本巣鴨
巣鴨三丁目２６番５３

「巣鴨３－３７－１」

店舗 小売店舗が建ち並ぶ近隣商業地域 東日本駒込
駒込六丁目４９３番８

「駒込６－３４－１」

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 東日本大塚
北大塚一丁目２６番３

「北大塚１－２４－３」

住宅 中規模の一般住宅、中層マンションが建ち並ぶ高台
の住宅地域

地下鉄雑司が谷
高田二丁目１３７１番１５

「高田２－１７－２９」

共同住宅 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 西武東長崎
南長崎六丁目３９５２番８

「南長崎６－３０－５」

住宅 小規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄西巣鴨
巣鴨五丁目１１８番４５

「巣鴨５－４１－３」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄千川
千川一丁目１５番１３

「千川１－１７－１１」

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 西武東長崎
長崎三丁目３３番５

「長崎３－１８－１１」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

豊島 豊島区 台形 南東　駅前広場 水道
6,650,000 182  1.5:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 900)
(都) 5-  7 (6,210,000) ＳＲＣ6F1B 南 駅前広場接面 防火 　　

側道
豊島 豊島区 長方形 東　　    5.4m 水道

745,000 113    1:1.2 区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(都) 5-  8 (700,000) Ｓ3      80m 防火 　　

豊島 豊島区 長方形 東　　     28m 水道
1,780,000 136    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(都) 5-  9 (1,680,000) ＲＣ8     530m 防火 　　

豊島 豊島区 台形 北東　     40m 水道
714,000 169    1:1.2 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 10 (680,000) ＲＣ6     120m 防火 高度

豊島 豊島区 長方形 北　　      4m 水道
625,000 61    1:2   区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 11 (600,000) Ｗ2      80m 防火 　　

豊島 豊島区 長方形 北西　     20m 水道
2,750,000 130    1:3   区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 800)
(都) 5- 12 (2,600,000) ＳＲＣ7F1B     300m 防火 　　

豊島 豊島区 長方形 南西　     10m 水道
1,100,000 142    1:1.2 区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 13 (1,050,000) ＲＣ4     110m 防火 　　

豊島 豊島区 ほぼ長方形 南　　    4.8m 水道
634,000 396    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  1 (610,000) ＲＣ5     510m 準防 高度

北 北区 台形 南西　      7m 水道
447,000 125    1:1.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  1 (445,000) Ｓ3     520m 準防 高度

北 北区 長方形 北東　      4m 水道
480,000 188    1:2.5 区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  -  2 (474,000) Ｗ2     480m 準防 高度

北 北区 長方形 南　　      6m 水道
413,000 133    1:2.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (409,000) Ｗ2     850m 準防 高度

北 北区 長方形 東　　    4.5m 水道
366,000 259    1:2   区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  4 (358,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地
域

東日本赤羽
赤羽西三丁目９８０番３

「赤羽西３－３５－１６」

住宅 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 東日本東十条
神谷二丁目１８番４

「神谷２－１８－２」

住宅 中小規模の一般住宅が多い古くからの住宅地域 東日本上中里
上中里一丁目２３番３

「上中里１－２３－１０」

店舗兼共同住宅 一般住宅、アパート、中層マンション等が混在する
住宅地域

東日本十条
上十条二丁目２２番２

「上十条２－１７－４」

工場兼事務所 中層の事務所ビル、事業所が増えつつある住宅地域 東日本高田馬場
高田三丁目７７５番２

「高田３－３２－３」

店舗兼事務所 中規模飲食店、小売店舗が建ち並ぶ駅前商業地域 東日本大塚
北大塚二丁目１２番３

「北大塚２－１２－２」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本池袋
南池袋二丁目９７番１３

「南池袋２－２７－６」

店舗兼住宅 小規模の日用品店舗等の建ち並ぶ商業地域 西武椎名町
長崎一丁目５２番４

「長崎１－３－９」

店舗兼事務所 低層店舗、中髙層店舗事務所が混在する商業地域 地下鉄千川
要町三丁目２２番５

「要町３－１２－１２」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ街区整然と
した商業地域

東日本池袋
池袋二丁目５３番１４

「池袋２－５３－１２」

店舗兼住宅 小売店舗、銀行等が見られる駅前の商業地域 西武東長崎
南長崎五丁目３８７２番４外１筆

「南長崎５－２６－１３」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ繁華な駅前
商業地域

東日本池袋
西池袋一丁目１９番１

「西池袋１－１９－７」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

北 北区 長方形 西　　    5.8m 水道
428,000 344    1:1.5 区道 ガス ２低専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  -  5 (428,000) Ｗ2     1.4km 準防 高度

北 北区 正方形 南　　      6m 水道
564,000 132 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  6 (545,000) ＳＲＣ3     410m 準防 高度

北 北区 長方形 南　　    6.2m 水道
408,000 95    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  7 (405,000) Ｗ2     470m 準防 高度

北 北区 長方形 西　　    4.9m 水道
385,000 214    1:2   区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  8 (380,000) Ｗ2     220m 準防 高度

北 北区 ほぼ正方形 北東　      8m 水道
475,000 100 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  9 (468,000) Ｗ2     370m 準防 高度

北 北区 長方形 北東　   12.3m 水道
610,000 202    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  1 (598,000) ＲＣ5     260m 準防 高度

北 北区 長方形 西　　     22m 水道
777,000 182    1:2   都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  2 (740,000) ＳＲＣ10     550m 防火 高度

北 北区 長方形 南　　     25m 水道
499,000 109    1:2.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  3 (484,000) ＲＣ6F1B     950m 防火 高度

北 北区 正方形 東　　   11.6m 水道
610,000 204 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  4 (585,000) ＲＣ8     400m 防火 　　

北 北区 台形 西　　      8m 水道
452,000 165    1:1   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  5 (452,000) Ｓ4     1.1km 準防 高度

北 北区 ほぼ正方形 南西　     22m 水道
605,000 134 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  6 (580,000) ＲＣ6     300m 防火 　　

北 北区 長方形 北東　     18m 水道
590,000 92    1:2   都道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  7 (570,000) Ｓ3     570m 防火 高度

店舗兼共同住宅 店舗併用住宅、マンション等が混在する商業地域 東日本十条
上十条三丁目１８番８

「上十条３－１２－８」

事務所兼倉庫 中高層店舗兼事務所ビルのほかマンションも多く建
ち並ぶ商業地域

東日本尾久
昭和町二丁目２番３外１筆

「昭和町２－５－４」

店舗兼共同住宅 中低層の店舗併用住宅等が建ち並ぶ近隣商業地域 地下鉄王子神谷
豊島四丁目１番２９

「豊島４－４－９」

診療所、共同住宅兼
住宅

銀行、店舗併用住宅、共同住宅等が建ち並ぶ路線商
業地域

東日本東十条
東十条四丁目８番２

「東十条４－８－１１」

診療所兼住宅 中高層店舗、事務所ビル、マンションが混在する幹
線道路沿い商業地域

東日本十条
上十条五丁目７番１４

「上十条５－６－１」

店舗兼共同住宅 店舗、営業所兼共同住宅が建ち並ぶ商業地域 東日本駒込
西ヶ原一丁目１０６番１４外１筆

「西ヶ原１－６－７」

店舗、事務所兼共同
住宅

低層店舗のほかに中層ビルが見られる近隣商業地域 東日本田端
田端五丁目４７６番７

「田端５－２－１０」

医院兼住宅 商店街に近い区画整然とした住宅地域 東日本板橋
滝野川七丁目３０番２２

「滝野川７－３０－１３」

共同住宅 一般住宅、アパート等の混在する住宅地域 都電西ヶ原四丁目
滝野川一丁目８４番３外１筆

「滝野川１－８４－５」

住宅 一般住宅、アパート、マンション等が混在する住宅
地域

地下鉄王子神谷
豊島八丁目２７番１９

「豊島８－１３－１」

住宅 一般住宅、マンション等が見られる区画整然とした
住宅地域

東日本駒込
中里二丁目２０番８

「中里２－２０－５」

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東日本赤羽
西が丘一丁目９４番

「西が丘１－３１－７」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

北 北区 長方形 南西　     20m 水道
615,000 324  1.5:1   都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  8 (600,000) ＲＣ7     450m 防火 高度

北 北区 不整形 西　　     15m 水道
930,000 488    1:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  9 (910,000) ＳＲＣ10F1B      60m 防火 　　

北 北区 台形 南東　駅前広場 水道
1,980,000 465    1:2   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 10 (1,880,000) ＲＣ5F1B 南西 駅前広場接面 防火 　　

側道
北 北区 長方形 西　　      8m 水道

1,130,000 201    1:3   区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(都) 5- 11 (1,080,000) ＳＲＣ7F1B     250m 防火 　　

北 北区 長方形 北西　    8.5m 水道
395,000 360    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (392,000) ＲＣ4     850m 準防 高度

北 北区 長方形 北　　      8m 水道
370,000 380    1:1.5 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  2 (365,000) Ｗ2     500m 準防 高度

北 北区 台形 南西　    3.7m 水道
349,000 100    1:1.2 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  3 (342,000) Ｗ3     1.2km 準防 高度

北 北区 長方形 南東　    6.4m 水道
273,000 827    1:1.2 区道 ガス 工業

　 下水 (  60, 200)
(都) 9-  1 (271,000) ＳＲＣ5     540m 準防 　　

荒川 荒川区 長方形 東　　      4m 水道
366,000 90    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  80, 300)
(都)  -  1 (366,000) Ｓ3     370m 準防 高度

荒川 荒川区 長方形 北西　    5.3m 水道
530,000 142    1:2   区道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  -  2 (520,000) Ｓ3     300m 準防 高度

荒川 荒川区 長方形 西　　     18m 水道
678,000 168    1:1.5 都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (657,000) ＳＲＣ10     300m 防火 　　

荒川 荒川区 長方形 北　　      6m 水道
412,000 91    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  2 (408,000) Ｓ4     270m 準防 高度

店舗兼住宅 低中層の店舗兼住宅が建ち並ぶ商業地域 都電東尾久三丁目
東尾久二丁目２０番５の内

「東尾久２－１７－１６」

店舗兼事務所等 店舗、中高層マンション等が混在する商業地域 東日本三河島
東日暮里三丁目１３３８番１外２筆

「東日暮里３－４３－９」

住宅、事務所兼倉庫 中規模の一般住宅、事務所が多い住宅地域 東日本西日暮里
西日暮里四丁目１０４０番８６の内

「西日暮里４－１９－９」

住宅 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 都電小台
西尾久六丁目３４１番９

「西尾久６－１９－１１」

倉庫 工場、倉庫のほかに一般住宅も見られる工業地域 地下鉄志茂
志茂三丁目３６番６外４筆

「志茂３－３６－１５」

住宅 住宅、アパート、事業所兼住宅、駐車場等が混在す
る地域

地下鉄王子神谷
豊島四丁目２０番５４

「豊島４－７－４」

診療所兼住宅 一般住宅、共同住宅、作業所等が混在する地域 東日本北赤羽
浮間三丁目２１番２３外１筆

「浮間３－２１－２０」

共同住宅兼住宅 中小工場、一般住宅、共同住宅等が混在する地域 東日本赤羽
東十条六丁目４番４

「東十条６－４－１０」

店舗、事務所兼共同
住宅

店舗、飲食店等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 東日本赤羽
赤羽一丁目２１番５

「赤羽１－２１－３」

銀行 中高層の銀行、店舗、事務所が建ち並ぶ駅前商業地
域

東日本王子
王子一丁目１０番８

「王子１－１０－１８」

事務所、校舎兼倉庫 中高層の店舗、営業所が建ち並ぶ駅前商業地域 東日本板橋
滝野川七丁目８番３

「滝野川７－８－９」

店舗、事務所兼共同
住宅

店舗併用住宅、事務所兼共同住宅等の建ち並ぶ商業
地域

東日本王子
王子本町一丁目２８番１２外１筆

「王子本町１－２８－５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

荒川 荒川区 長方形 北　　     11m 水道
455,000 206    1:2.5 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  3 (440,000) ＲＣ6     800m 防火 高度

荒川 荒川区 長方形 北東　     25m 水道
1,160,000 193    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  4 (1,100,000) ＳＲＣ9F1B     260m 防火 　　

荒川 荒川区 不整形 西　　     25m 水道
614,000 237  1.5:1   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  5 (590,000) ＲＣ6 南     220m 防火 　　

側道
荒川 荒川区 台形 南　　     22m 水道

700,000 53    1:2   都道 ガス 商業
　 下水 (  80, 600)

(都) 5-  6 (675,000) Ｓ3     750m 防火 　　

荒川 荒川区 ほぼ長方形 東　　     20m 水道
615,000 144    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  7 (600,000) ＲＣ4     140m 防火 　　

荒川 荒川区 長方形 東　　    3.6m 水道
358,000 169    1:2.5 区道 ガス 準工

　 下水 (  80, 300)
(都) 7-  1 (348,000) Ｓ3     850m 準防 高度

荒川 荒川区 台形 南　　    3.8m 水道
381,000 276  1.2:1   区道 ガス 準工

　 下水 (  80, 300)
(都) 7-  2 (374,000) ＲＣ4     280m 準防 高度

荒川 荒川区 長方形 西　　      6m 水道
356,000 76  1.5:1   区道 ガス 準工

　 下水 (  80, 300)
(都) 7-  3 (352,000) Ｗ2     350m 準防 高度

荒川 荒川区 長方形 南西　      4m 水道
390,000 188    2:1   区道 ガス 準工

　 下水 (  80, 300)
(都) 7-  4 (383,000) ＲＣ3     260m 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 南東　      8m 水道
462,000 171    1:2.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  1 (445,000) Ｓ2     290m 準防 高度

板橋 板橋区 ほぼ長方形 南東　      4m 水道
412,000 98    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  2 (395,000) Ｗ2     380m 準防 高度

板橋 板橋区 ほぼ長方形 西　　      8m 水道
357,000 99  1.2:1   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (350,000) Ｓ3     450m 準防 高度

住宅 一般住宅、共同住宅のほか工場、学校、公園等が混
在する住宅地域

地下鉄蓮根
坂下二丁目３９番８

「坂下２－３０－７」

住宅 中規模の一般住宅が多い閑静な住宅地域 地下鉄小竹向原
向原二丁目１５２６番１２

「向原２－２５－４」

住宅 一般住宅、マンション、共同住宅が混在する住宅地
域

地下鉄新板橋
板橋四丁目３３９２番６

「板橋４－３７－２」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する地域 地下鉄町屋
町屋一丁目７７８番３外１筆

「町屋１－１６－３」

作業所兼住宅 小規模の作業所、店舗、住宅が混在する地域 都電荒川区役所前
南千住六丁目２３番３

「南千住６－２１－１」

作業所兼共同住宅 中小工場、事務所、一般住宅、共同住宅等が混在す
る地域

日暮里・舎人ライ
ナー赤土小学校前東尾久一丁目５０３番６外１筆

「東尾久１－２６－２」

住宅兼倉庫 小規模工場、一般住宅、共同住宅等が混在する地域 地下鉄町屋
町屋五丁目１５０５番１９

「町屋５－４－１６」

店舗兼共同住宅 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ商業地域 東日本南千住
南千住五丁目１７番３

「南千住５－３７－５」

店舗兼住宅 官公署、事務所、店舗等が建ち並ぶ商業地域 東日本三河島
荒川二丁目１番２０

「荒川２－１－８」

店舗兼共同住宅 中高層の店舗兼マンションが多く見られる幹線街路
沿いの商業地域

日暮里・舎人ライ
ナ－赤土小学校前東尾久三丁目８０５番４

「東尾久３－２５－５」

事務所 事務所、店舗、マンション等が混在する商業地域 東日本日暮里
西日暮里二丁目４１３番１０

「西日暮里２－２６－１０」

店舗兼共同住宅 店舗、事務所、共同住宅等が混在する近隣商業地域 地下鉄町屋
町屋三丁目１２３３番５

「町屋３－２９－１２」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

板橋 板橋区 長方形 南　　      6m 水道
364,000 224    1:1.5 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  -  4 (358,000) Ｗ2     450m 準防 高度

板橋 板橋区 ほぼ長方形 南東　      6m 水道
403,000 65    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  5 (388,000) Ｗ2       1km 準防 高度

板橋 板橋区 ほぼ長方形 南　　    4.5m 水道
434,000 153    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  6 (425,000) Ｗ2     650m 準防 高度

板橋 板橋区 ほぼ長方形 北　　      4m 水道
395,000 108    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  7 (383,000) Ｗ2     300m 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 南　　      6m 水道
392,000 215    1:1.5 区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  -  8 (380,000) Ｗ2     950m 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 西　　      6m 水道
407,000 178    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  9 (394,000) Ｗ2     550m 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 東　　      6m 水道
523,000 99    1:1.2 区道 ガス ２住居

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  - 10 (505,000) Ｓ3     350m 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 南　　      6m 水道
414,000 119  1.5:1   区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 11 (400,000) Ｗ2     300m 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 東　　      6m 水道
427,000 120    1:2.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 12 (418,000) Ｗ2     340m 準防 高度

板橋 板橋区 ほぼ長方形 西　　      6m 水道
370,000 121    1:1.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 13 (363,000) Ｗ2     550m 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 北西　      4m 水道
371,000 191    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 14 (364,000) Ｗ2     600m 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 南西　      4m 水道
356,000 162    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 15 (349,000) Ｗ2     950m 準防 高度

住宅 一般住宅のほかアパート等が混在し、空地も残る住
宅地域

東武成増
成増四丁目１５２２番１

「成増４－１６－１９」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東武下赤塚
赤塚六丁目１８４５番２外１筆

「赤塚６－４－１４」

住宅 中規模一般住宅のほか、アパートも混在する住宅地
域

東武下赤塚
赤塚新町一丁目１０２８番１２

「赤塚新町１－７－３」

住宅 一般住宅のほかマンション等が混在する住宅地域 地下鉄志村坂上
志村二丁目１０番５

「志村２－６－１３」

住宅 中規模住宅にマンションも見られる住宅地域 東武東武練馬
徳丸三丁目１２１番９

「徳丸３－１８－６」

共同住宅 中層マンションが多い街区の整った住宅地域 東武大山
大山東町１０番４

「大山東町１０－２」

住宅 一般住宅のほか事業所等も混在する住宅地域 東武上板橋
桜川三丁目４７番

「桜川３－１６－５」

住宅 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 東武上板橋
前野町六丁目２１番７

「前野町６－２１－４」

住宅 小規模一般住宅と木造アパートが混在する住宅地域 東武上板橋
上板橋一丁目４９２８番２３

「上板橋１－９－８」

住宅 一般住宅のほか中低層マンション等の混在する住宅
地域

東武中板橋
双葉町２２番６外１筆

「双葉町２２－３」

住宅 小規模住宅、マンション、配送センター等が混在す
る住宅地域

地下鉄小竹向原
小茂根三丁目６３番６

「小茂根３－６－１」

住宅 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 地下鉄西高島平
高島平五丁目４７番７

「高島平５－４７－７」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

板橋 板橋区 長方形 東　　駅前広場 水道
1,100,000 66    1:2.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  1 (1,050,000) Ｓ5 駅前広場接面 防火 　　

板橋 板橋区 長方形 北東　     25m 水道
796,000 235    1:3   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  2 (760,000) ＳＲＣ8      50m 防火 　　

板橋 板橋区 長方形 西　　     40m 水道
740,000 701    1:1.2 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  3 (710,000) ＳＲＣ8F1B     220m 防火 　　

板橋 板橋区 長方形 西　　      9m 水道
507,000 92    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  4 (490,000) Ｓ4     950m 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 北　　     11m 水道
544,000 119    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  5 (522,000) ＲＣ4     130m 準防 高度

板橋 板橋区 台形 南　　     30m 水道
605,000 1,752    1:1   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  6 (585,000) ＳＲＣ5     130m 防火 　　

背面道
板橋 板橋区 長方形 南　　      8m 水道

780,000 76    1:2   区道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(都) 5-  7 (740,000) Ｓ5      70m 防火 　　

板橋 板橋区 長方形 南西　     25m 水道
705,000 68    1:1.2 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  8 (672,000) ＳＲＣ8F1B     510m 防火 高度

板橋 板橋区 長方形 南西　     11m 水道
735,000 246    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  9 (700,000) ＲＣ5      80m 防火 　　

板橋 板橋区 長方形 南　　     11m 水道
597,000 74    1:2   区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 10 (580,000) Ｓ4F1B     170m 防火 　　

板橋 板橋区 長方形 北　　    8.3m 水道
480,000 109    1:2.5 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 11 (470,000) Ｓ3     640m 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 西　　     10m 水道
444,000 56    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 12 (435,000) Ｗ2     400m 準防 高度

店舗兼住宅 低層の日用品店舗等が建ち並ぶ近隣商業地域 地下鉄蓮根
蓮根二丁目５番７５

「蓮根２－２１－９」

店舗兼住宅 中低層の日用品店舗等が建ち並ぶ近隣商業地域 地下鉄板橋本町
双葉町２番１０

「双葉町２－１２」

店舗兼住宅 中低層の小売店舗等が建ち並ぶ商業地域 地下鉄志村坂上
志村二丁目４番２９

「志村２－２－４」

店舗兼事務所 小売店舗を中心に銀行、スーパーマーケットが混在
する商業地域

東武上板橋
常盤台四丁目３１番６

「常盤台４－３１－３」

店舗兼共同住宅 中高層の店舗、店舗付マンション等が建ち並ぶ国道
沿いの商業地域

東武大山
大山町２４番１３外１筆

「大山町２４－３」

店舗兼住宅 中層の小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ駅前商業地域 東武中板橋
中板橋２０番３６

「中板橋２０－３」

店舗兼事務所 中層の店舗、事務所等が混在する駅前の商業地域 地下鉄西台
高島平一丁目７９番２外４筆

「高島平１－７９－３」

店舗兼住宅 小売店舗、マンション等が建ち並ぶ商業地域 東武東武練馬
徳丸三丁目１１５番６

「徳丸３－１－２０」

店舗兼共同住宅 小売店舗、事業所等が建ち並ぶ近隣商業地域 地下鉄小竹向原
大谷口北町６４番６

「大谷口北町６４－６」

事務所 高層の事務所、マンション等が建ちつつある商業地
域

地下鉄板橋区役所
前板橋二丁目６５番９外４筆

「板橋２－６５－８」

店舗、事務所兼共同
住宅

中高層の店舗、マンションが建ち並ぶ地下鉄駅周辺
の商業地域

地下鉄地下鉄成増
成増一丁目７３番１

「成増１－２８－１３」

店舗 中高層ビル、飲食店等が建ち並ぶ駅前の商業地域 東日本板橋
板橋一丁目１６番１７

「板橋１－１６－９」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

板橋 板橋区 台形 南東　     15m 水道
975,000 105    1:2.5 区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 13 (923,000) ＲＣ4F1B 駅近接 防火 　　

背面道
板橋 板橋区 長方形 北西　      8m 水道

483,000 175    1:1.5 区道 ガス 準工
　 下水 (  60, 300)

(都) 7-  1 (476,000) ＲＣ3     790m 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 南　　      6m 水道
380,000 175    1:1.5 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  2 (373,000) ＲＣ4F1B     550m 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 北　　      5m 水道
303,000 75    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  3 (300,000) Ｗ3       1km 準防 高度

板橋 板橋区 長方形 北東　      5m 水道
375,000 163    1:1.2 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  4 (367,000) Ｓ3     670m 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ長方形 南西　      4m 水道
463,000 255    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  1 (442,000) Ｓ2     600m 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 南　　    5.5m 水道
407,000 165    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  2 (392,000) Ｗ2     850m 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ長方形 西　　      4m 水道
423,000 159    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  3 (407,000) Ｗ2     800m 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 北西　      4m 水道
429,000 268    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  4 (412,000) Ｓ2     850m 準防 高度

練馬 練馬区 台形 南西　      4m 水道
415,000 193    1:1.5 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  -  5 (400,000) Ｗ2     400m 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 東　　      4m 水道
358,000 125    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  6 (347,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

練馬 練馬区 正方形 南　　      6m 水道
427,000 117 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  -  7 (407,000) Ｗ3       1km 準防 高度

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄平和台
平和台二丁目１５９１番４６

「平和台２－２２－３」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 西武大泉学園
石神井台六丁目１６０９番３８

「石神井台６－１１－１６」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 西武富士見台
貫井三丁目５１９番２０

「貫井３－３８－５」

住宅 中規模の一般住宅の多い住宅地域 西武桜台
桜台五丁目５５３３番３

「桜台５－３８－１１」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 地下鉄小竹向原
羽沢二丁目２９番２７外１筆

「羽沢２－２９－４」

住宅 一般住宅、寮等のほかに農地も見られる住宅地域 西武武蔵関
関町南三丁目７８２番１４

「関町南３－３０－５」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 西武江古田
旭丘二丁目２２番２１

「旭丘２－２２－９」

作業所兼住宅 中小規模一般住宅、店舗、作業所、工場等が混在す
る住宅地域

地下鉄板橋本町
宮本町４３番６０

「宮本町４３－４」

住宅 工場、作業所の中に一般住宅、共同住宅等が混在す
る住宅地域

地下鉄高島平
新河岸一丁目１１４４番８

「新河岸１－１７－１６」

工場、事務所、共同
住宅等

倉庫、工場、事務所のほかマンション、小規模住宅
が混在する住宅地域

地下鉄西台
高島平九丁目２８番４

「高島平９－２８－５」

作業所兼共同住宅 作業所、店舗、マンション等が混在する住宅地域 東武大山
中丸町２９番６

「中丸町２９－８」

店舗兼事務所 中層の店舗、銀行等が混在する駅前の商業地域 東武ときわ台
常盤台二丁目６番７

「常盤台２－６－５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

練馬 練馬区 長方形 南　　      6m 水道
438,000 287    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  8 (419,000) Ｗ2     950m 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ長方形 西　　    4.5m 水道
420,000 109  1.2:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  9 (404,000) Ｗ2     550m 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ台形 北東　    5.5m 水道
435,000 180    1:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 10 (415,000) Ｗ2     500m 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 北西　      5m 水道
401,000 216    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 11 (387,000) Ｗ2     870m 準防 高度

練馬 練馬区 正方形 南　　    5.5m 水道
265,000 98 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 12 (259,000) Ｗ2     2.9km 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 南　　      6m 水道
449,000 212    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 13 (436,000) Ｗ2     700m 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ長方形 西　　      6m 水道
438,000 131    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 14 (417,000) Ｗ2     850m 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 北　　      5m 水道
375,000 185    1:1.5 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 15 (365,000) Ｗ2       1km 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ正方形 西　　      4m 水道
365,000 142 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 16 (357,000) Ｗ2     420m 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 南　　      5m 水道
422,000 125    1:2   区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 17 (402,000) Ｗ2     490m 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ正方形 西　　      4m 水道
363,000 198 道路 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 18 (350,000) Ｗ2     1.1km 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ正方形 南西　      4m 水道
318,000 174 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 19 (308,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

住宅 一般住宅のほかに農地も見られる住宅地域 西武保谷
南大泉二丁目５５番８

「南大泉２－９－２」

住宅 中小規模の一般住宅、アパートが建ち並ぶ住宅地域 西武富士見台
貫井四丁目６７７番４

「貫井４－３２－７」

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 地下鉄練馬春日町
春日町一丁目２２１１番１９

「春日町１－３６－５」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 西武保谷
南大泉四丁目５６４番１２

「南大泉４－４８－５」

住宅 一般住宅の建ち並ぶ閑静な住宅地域 西武上石神井
上石神井三丁目１９６番３外３筆

「上石神井３－２２－２」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 西武練馬
豊玉中三丁目２６番４

「豊玉中３－２６－６」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 西武中村橋
中村三丁目３１番６

「中村３－３１－２」

住宅 中小規模一般住宅が建ち並ぶ既存の住宅地域 西武大泉学園
大泉町三丁目１３５５番７０

「大泉町３－３５－９」

住宅 中小規模の一般住宅が多い中にアパートが混在する
住宅地域

西武上井草
下石神井二丁目１２７番１５

「下石神井２－２６－１８」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 西武豊島園
向山二丁目３番２１

「向山２－２４－１０」

住宅 中小規模の一般住宅、アパート等が混在する閑静な
住宅地域

地下鉄氷川台
早宮一丁目５６番３９

「早宮１－１８－２６」

住宅 一般住宅、寮、アパート等が混在する住宅地域 西武野方
豊玉南三丁目２３番１２

「豊玉南３－２３－２」

－ 96 －



 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

練馬 練馬区 長方形 南　　      8m 水道
472,000 330    1:1.5 区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  50, 150)
(都)  - 20 (455,000) Ｗ2     450m 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ正方形 西　　      4m 水道
352,000 128 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 21 (340,000) Ｗ2     1.1km 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ正方形 南　　      5m 水道
306,000 119 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 22 (298,000) Ｗ2     1.4km 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ正方形 西　　    5.5m 水道
408,000 297 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 23 (393,000) Ｗ2     850m 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ長方形 東　　      5m 水道
357,000 165    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 24 (345,000) Ｗ2     1.7km 準防 高度

練馬 練馬区 台形 東　　      6m 水道
436,000 147  1.2:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 25 (420,000) Ｗ2     550m 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ長方形 南　　      4m 水道
290,000 104    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 26 (284,000) Ｗ2     1.4km 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ長方形 西　　      4m 水道
320,000 223    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 27 (310,000) Ｓ2     2.1km 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 南　　    4.5m 水道
425,000 138    1:1.2 私道 ガス １中専

　 下水 (  50, 150)
(都)  - 28 (410,000) Ｗ2     640m 準防 高度

練馬 練馬区 ほぼ長方形 北　　      4m 水道
367,000 275  1.5:1   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 29 (355,000) Ｓ2       1km 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 南　　      6m 水道
472,000 246    1:1.5 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 30 (455,000) Ｗ2     480m 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 南　　    5.5m 水道
289,000 205    1:2   区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 31 (282,000) Ｗ3       3km 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 西武大泉学園
大泉学園町七丁目５０５番２

「大泉学園町７－１６－６」

住宅 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 西武大泉学園
東大泉三丁目９１５番２６

「東大泉３－２４－２」

共同住宅 中小規模の一般住宅、アパートの混在する住宅地域 西武石神井公園
下石神井三丁目６８６番６

「下石神井３－１９－１１」

住宅 中小規模の一般住宅、アパート等が混在する利便性
の良い住宅地域

西武石神井公園
石神井町二丁目１４３８番３９外１筆

「石神井町２－３０－２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 西武石神井公園
土支田三丁目１３３０番１１

「土支田３－１４－８」

住宅 中小規模一般住宅が多い住宅地域 西武保谷
西大泉五丁目１１３５番４

「西大泉５－２４－３」

住宅 中規模一般住宅、アパートの混在する住宅地域 西武大泉学園
東大泉五丁目３５８番２２

「東大泉５－２６－１３」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 西武石神井公園
谷原三丁目１６７８番５外１筆

「谷原３－６－１４」

住宅 中規模住宅のほかアパートも混在する住宅地域 西武富士見台
富士見台一丁目１５２番９９

「富士見台１－９－１０」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄光が丘
土支田一丁目４７１８番１７

「土支田１－１８－８」

住宅 一般住宅、アパート等のほか農地も混在する住宅地
域

地下鉄練馬春日町
高松二丁目３８２７番８

「高松２－１８－５」

住宅 中規模の一般住宅が多い閑静な住宅地域 西武武蔵関
関町北二丁目６０８番２

「関町北２－１４－５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

練馬 練馬区 長方形 北　　    4.3m 水道
340,000 165    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 32 (335,000) Ｗ2     1.7km 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 東　　    4.5m 水道
373,000 138    1:2   道路 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 33 (364,000) Ｗ2     730m 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 南　　      6m 水道
425,000 231    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 34 (410,000) Ｗ3     630m 準防 高度

練馬 練馬区 正方形 北　　    5.5m 水道
277,000 327 区道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 35 (272,000) Ｗ2 西     2.7km 準防 高度

側道
練馬 練馬区 ほぼ長方形 西　　      4m 水道

352,000 161    1:2   区道 ガス １低専
　 下水 (  50, 100)

(都)  - 36 (345,000) Ｗ2     850m 準防 高度

練馬 練馬区 長方形 北東　     15m 水道
670,000 107    1:1.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  1 (633,000) ＲＣ6     350m 防火 高度

練馬 練馬区 長方形 東　　     13m 水道
490,000 132    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  2 (470,000) Ｗ2     2.2km 防火 高度

背面道
練馬 練馬区 長方形 北　　   19.5m 水道

840,000 113    1:2   都道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(都) 5-  3 (820,000) ＲＣ7     100m 防火 　　

練馬 練馬区 台形 北　　    5.5m 水道
700,000 151  1.2:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  4 (660,000) Ｓ4      50m 防火 高度

背面道
練馬 練馬区 長方形 南東　     11m 水道

550,000 198    1:1.5 区道 ガス 近商
＊ 　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  5 (520,000) Ｗ2      90m 防火 高度

練馬 練馬区 長方形 北　　     18m 水道
1,190,000 176    1:1.2 都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  6 (1,100,000) ＳＲＣ8F1B     150m 防火 　　

練馬 練馬区 長方形 西　　     25m 水道
538,000 480    1:2   都道 ガス 準住居

　 下水 (  60, 300)
(都) 5-  7 (510,000) Ｓ3 南     530m 防火 高度

側道

店舗兼駐車場 幹線道路沿いの店舗、マンション等の混在する地域 西武練馬高野台
南田中三丁目７０７番１

「南田中３－２８－１４」

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 西武練馬
豊玉北六丁目１番１３

「豊玉北６－１－８」

店舗兼住宅 低層店舗、中層店舗ビルが建ち並ぶ近隣商業地域 地下鉄氷川台
早宮一丁目１１５番２

「早宮１－１－１」

店舗兼共同住宅 低層店舗、銀行等が建ち並ぶ駅前商業地域 西武富士見台
貫井三丁目４１４番１８

「貫井３－１－１１」

店舗兼共同住宅 中層の店舗ビルが建ち並ぶ幹線道路沿いの商業地域 西武桜台
豊玉上二丁目１４番１８外１筆

「豊玉上２－１４－１０」

店舗兼住宅 小売店舗のほか飲食店等も見られる路線商業地域 西武大泉学園
大泉学園町五丁目６０２番４

「大泉学園町５－９－１３」

事務所兼住宅 小売店舗、事務所、マンション等が混在する商業地
域

西武江古田
旭丘一丁目５８番９外１筆

「旭丘１－５８－９」

住宅 一般住宅のなかにアパート等が見られる住宅地域 西武大泉学園
大泉学園町二丁目２３０９番

「大泉学園町２－１７－３」

住宅 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 西武大泉学園
大泉学園町六丁目７９６番２

「大泉学園町６－１４－２９」

住宅 中規模一般住宅、マンション、アパート等が混在す
る閑静な住宅地域

西武武蔵関
関町東一丁目３４番１５

「関町東１－１２－３」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄地下鉄赤塚
北町八丁目８９７番１２

「北町８－１０－１４」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 西武大泉学園
大泉町五丁目５２２番５２

「大泉町５－２９－１３」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

練馬 練馬区 長方形 北　　    7.2m 水道
615,000 63    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  8 (580,000) Ｓ3     180m 防火 　　

練馬 練馬区 長方形 北西　     25m 水道
560,000 84    1:2.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  9 (526,000) Ｓ4     210m 防火 高度

練馬 練馬区 長方形 北東　     25m 水道
573,000 416    1:1.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 10 (540,000) ＲＣ5     630m 防火 高度

練馬 練馬区 ほぼ長方形 西　　     12m 水道
575,000 122    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 11 (543,000) Ｓ3 駅近接 防火 高度

練馬 練馬区 長方形 南　　    8.2m 水道
538,000 63    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 12 (510,000) Ｓ3     450m 防火 高度

練馬 練馬区 ほぼ長方形 南西　      6m 水道
420,000 259    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (404,000) Ｓ3     520m 準防 高度

足立 足立区 台形 東　　      5m 水道
279,000 101    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  1 (262,000) Ｗ2     250m 準防 高度

足立 足立区 ほぼ正方形 南　　      6m 水道
255,000 151 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 150)
(都)  -  2 (245,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

足立 足立区 台形 南東　    4.5m 水道
277,000 148    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (270,000) Ｓ2 南西     870m 準防 高度

側道
足立 足立区 長方形 北東　   11.8m 水道

310,000 132    1:1.5 区道 ガス １住居
　 下水 (  60, 300)

(都)  -  4 (300,000) Ｗ2     1.1km 準防 高度

足立 足立区 長方形 西　　      4m 水道
208,000 100    1:1.5 区道 １低専

　 下水 (  50, 150)
(都)  -  5 (201,000) Ｗ2     1.6km 準防 高度

足立 足立区 正方形 北　　      5m 水道
351,000 114 区画街路 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  6 （選定替） Ｗ2     220m 準防 高度

一般住宅 中規模一般住宅が多い区画整理事業地内の住宅地域 つくばエクスプレ
ス六町六町四丁目２番３９外１筆

「六町４－３－２３」

住宅 小規模一般住宅、アパ－ト等の混在する住宅地域 地下鉄北綾瀬
神明南一丁目２２４番１６

「神明南１－８－１１」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本亀有
東和四丁目１１８番１４

「東和４－９－１４」

住宅 一般住宅のほかに都営住宅が建ち並ぶ住宅地域 東武西新井
島根四丁目２７３番１外１筆

「島根４－１４－８」

住宅 一般住宅のほかに小売店舗が見られる住宅地域 つくばエクスプレ
ス六町平野三丁目１３７２番１

「平野３－１５－２４」

住宅 一般住宅、アパ－ト、駐車場等が混在する住宅地域 日暮里・舎人ライ
ナー扇大橋扇二丁目３９５２番２外１筆

「扇２－２９－１９」

共同住宅 一般住宅、アパート、事務所等が混在する地域 東武東武練馬
北町一丁目４９０番１

「北町１－２８－２」

店舗兼住宅 中小規模の小売店舗が建ち並ぶ商業地域 東武東武練馬
北町一丁目１８１番５

「北町１－３２－１」

店舗兼住宅 小売店舗、銀行等が建ち並ぶ駅前の商業地域 地下鉄豊島園
練馬四丁目６７１３番３

「練馬４－２５－１３」

共同住宅 中規模のビルやマンションが建ち並ぶ路線商業地域 地下鉄新江古田
豊玉北二丁目２２番３外１筆

「豊玉北２－２２－１３」

店舗兼共同住宅 小規模の中低層店舗等が建ち並ぶ幹線道路沿いの駅
に近い近隣商業地域

地下鉄平和台
平和台四丁目１６２２番４外２筆

「平和台４－２２－１７」

店舗兼共同住宅 小規模店舗、店舗兼共同住宅が建ち並ぶ近隣商業地
域

西武上石神井
上石神井一丁目４２９番２９

「上石神井１－１７－１４」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

足立 足立区 長方形 南　　      6m 水道
369,000 224  1.5:1   区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  7 (355,000) Ｗ2     250m 準防 高度

足立 足立区 長方形 南　　    5.4m 水道
425,000 87  1.5:1   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  8 (406,000) Ｓ3     580m 準防 高度

足立 足立区 ほぼ長方形 南西　      6m 水道
340,000 179    1:1.2 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  9 (328,000) Ｓ3     750m 準防 高度

足立 足立区 長方形 北　　    4.5m 水道
376,000 135    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 10 (366,000) Ｓ3     450m 準防 高度

足立 足立区 長方形 東　　    3.6m 水道
366,000 138    1:2.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 11 (350,000) Ｗ2     700m 準防 高度

足立 足立区 長方形 北　　      6m 水道
453,000 486    1:1.5 区道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  - 12 (440,000) ＲＣ2     400m 準防 高度

足立 足立区 ほぼ長方形 東　　      6m 水道
240,000 99    1:1.5 区道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 13 (225,000) Ｓ3 北     1.3km 準防 高度

側道
足立 足立区 長方形 南　　      6m 水道

378,000 205    1:1.5 区道 ガス １中専
＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  - 14 (371,000) Ｗ2     750m 準防 高度

足立 足立区 長方形 東　　    7.4m 水道
261,000 192    1:1.2 区道 ガス １低専

　 下水 (  50, 150)
(都)  - 15 (253,000) Ｗ2     750m 準防 高度

足立 足立区 正方形 南　　      6m 水道
304,000 165 区道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 16 (290,000) Ｓ2     700m 準防 高度

足立 足立区 長方形 北東　    5.3m 水道
287,000 116    1:1.2 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 17 (278,000) Ｗ2     800m 準防 高度

足立 足立区 長方形 南　　      6m 水道
292,000 201    1:2.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 18 (280,000) Ｗ2     700m 準防 高度

住宅 中規模一般住宅のほかに作業場等が見られる区画整
理済の住宅地域

地下鉄北綾瀬
加平二丁目１２番９

「加平２－１２－１６」

住宅 一般住宅、アパート、マンション等が混在する住宅
地域

東武梅島
梅田七丁目１５６０番１３

「梅田７－８－１０」

住宅 中規模住宅の中に共同住宅等が見られる住宅地域 つくばエクスプレ
ス六町花畑町４２９０番９外６筆

「南花畑２－２８－１６」

住宅 一般住宅、アパートの中に空地が見られる住宅地域 東武竹ノ塚
東伊興三丁目２７番２８外１筆

「東伊興３－４－４２」

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 東武竹ノ塚
竹の塚二丁目１９番２

「竹の塚２－１９－２」

住宅 一般住宅のほかに作業所が混在する住宅地域 日暮里・舎人ライ
ナー西新井大師西鹿浜六丁目１０番２１

「鹿浜６－１０－１５」

住宅 一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 東日本綾瀬
綾瀬三丁目２２番１０

「綾瀬３－２２－７」

住宅 中規模一般住宅、アパート、工場等が混在する既成
住宅地域

東日本北千住
千住中居町１６番４３

「千住中居町２６－１１」

住宅 一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 東日本綾瀬
綾瀬一丁目２４３番３

「綾瀬１－１９－１０」

共同住宅 一般住宅のほかに共同住宅等が見られる住宅地域 東日本亀有
中川二丁目２１４番２

「中川２－１１－２」

住宅 小規模一般住宅が建ち並ぶ既存の住宅地域 東日本北千住
千住五丁目８８番５

「千住５－２５－１４」

住宅 中規模の一般住宅が多い閑静な住宅地域 つくばエクスプレ
ス青井青井三丁目３０番８

「青井３－１９－１３」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

足立 足立区 長方形 西　　      4m 水道
257,000 122    1:1.2 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 19 (249,000) Ｗ2     600m 準防 高度

足立 足立区 ほぼ長方形 東　　      7m 水道
245,000 131    1:1.5 区道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 20 (231,000) Ｗ2     420m 準防 高度

足立 足立区 長方形 北　　      4m 水道
243,000 140  1.5:1   私道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 21 (234,000) Ｗ2     550m 準防 高度

足立 足立区 台形 東　　      4m 水道
305,000 234    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 22 (291,000) Ｗ2     600m 準防 高度

足立 足立区 ほぼ長方形 南　　      6m 水道
235,000 175    1:2   区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 23 (228,000) Ｗ2     2.4km 準防 高度

足立 足立区 長方形 北　　      6m 水道
241,000 125    1:2   区道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 24 (233,000) Ｗ2     1.5km 準防 高度

足立 足立区 正方形 南　　      6m 水道
274,000 110 区道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 25 (261,000) Ｗ2     430m 準防 高度

足立 足立区 長方形 東　　    4.5m 水道
253,000 60    1:2   区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 26 (246,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

足立 足立区 長方形 北西　    7.3m 水道
455,000 117    1:1.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  1 (435,000) Ｓ3     800m 防火 　　

足立 足立区 長方形 南　　      8m 水道
642,000 132    1:2.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  2 (620,000) Ｓ3     300m 防火 　　

足立 足立区 長方形 東　　     11m 水道
279,000 131  1.2:1   区道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  3 (267,000) Ｓ4       2km 準防 高度

足立 足立区 長方形 北西　      7m 水道
803,000 148    1:2.5 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  4 (776,000) ＲＣ3     300m 防火 　　

店舗兼住宅 中層店舗ビル、小売店舗等が建ち並ぶ駅に近い商業
地域

東日本北千住
千住三丁目７０番２

店舗兼共同住宅 店舗、店舗共同住宅等が建ち並ぶ既成商業地域 東武西新井
本木北町９番３５外４筆

「本木北町９－２１」

店舗兼事務所 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ駅前の繁華な商業地
域

東武竹ノ塚
竹の塚六丁目９番３

「竹の塚６－９－２」

店舗兼住宅 小売店舗、店舗併用住宅のほかにマンション等が混
在する既成商業地域

東日本北千住
千住仲町７８番１６

「千住仲町２４－２」

住宅 学校、一般住宅、団地等の中に店舗が混在する住宅
地域

東武竹ノ塚
西保木間二丁目１２０４番４３

「西保木間２－１９－１０」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ既成の住宅地域 東武大師前

「西新井１－３２－３」

西新井一丁目３２番８外１筆

住宅 中小規模の一般住宅を中心に倉庫、作業所等が混在
する住宅地域

つくばエクスプレ
ス六町花畑町３３４６番２外２筆

「南花畑４－２３－８」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する区画整理済
の住宅地域

東武竹ノ塚
花畑四丁目９番１３

「花畑４－９－１３」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東武竹ノ塚
伊興四丁目３２９４番１４

「伊興４－３－８」

住宅 一般住宅のほかにアパート等が混在する住宅地域 東武大師前
西新井本町一丁目１１５９番１３

「西新井本町１－５－１２」

住宅 一般住宅、アパート、店舗併用住宅等が混在する住
宅地域

日暮里・舎人ライ
ナ－舎人舎人一丁目１番２

「舎人１－１－１８」

住宅 一般住宅、共同住宅が混在する住宅地域 東武大師前
西新井六丁目９０７番１８

「西新井６－１７－７」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

足立 足立区 長方形 北　　      7m 水道
742,000 96    1:1.5 区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  5 (697,000) Ｓ3     150m 防火 　　

足立 足立区 長方形 西　　     13m 水道
514,000 80    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  6 (502,000) Ｓ3     150m 防火 高度

足立 足立区 ほぼ正方形 南西　     16m 水道
477,000 80 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  7 (450,000) Ｗ2     130m 準防 高度

足立 足立区 ほぼ正方形 南　　    5.5m 水道
384,000 85 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  8 (370,000) Ｗ2     650m 準防 高度

足立 足立区 不整形 南　　    7.3m 水道
488,000 146    1:3   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  9 (468,000) Ｓ3     110m 準防 高度

足立 足立区 長方形 北東　      8m 水道
237,000 105    1:1.5 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 10 (231,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

足立 足立区 ほぼ長方形 東　　     20m 水道
294,000 306  1.5:1   都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 11 (280,000) Ｓ2     1.7km 防火 高度

背面道
足立 足立区 ほぼ長方形 北　　      9m 水道

452,000 128    1:2   区道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(都) 5- 12 (434,000) Ｗ2     200m 準防 高度

足立 足立区 長方形 北　　     15m 水道
602,000 518    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 13 (570,000) ＲＣ7     280m 防火 　　

足立 足立区 長方形 西　　     25m 水道
372,000 190    1:2   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 14 (355,000) Ｓ7     800m 防火 高度

足立 足立区 正方形 北東　      7m 水道
400,000 145 区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5- 15 (381,000) Ｗ2     140m 防火 高度

足立 足立区 正方形 東　　     15m 水道
284,000 172 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5- 16 (273,000) ＲＣ6     720m 防火 高度

店舗兼共同住宅 小売店舗、病院、金融機関のほかに空地が見られる
路線商業地域

日暮里・舎人ライ
ナー西新井大師西江北七丁目１４番１５外１筆

「江北７－１４－１３」

店舗兼住宅 店舗併用住宅等が建ち並ぶ駅前の商業地域 東武大師前
西新井一丁目１０６９番１

「西新井１－６－９」

店舗兼共同住宅 中規模な事務所、店舗等が多くみられる国道沿いの
商業地域

東武梅島
中央本町一丁目４６３番７

「中央本町１－１９－１」

店舗兼共同住宅 中層の店舗兼共同住宅が多い商業地域 東日本綾瀬
綾瀬三丁目１６番５

「綾瀬３－１６－６」

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ駅に近い近隣商業地域 東武五反野
西綾瀬二丁目１００６番５

「西綾瀬２－２３－２９」

店舗、事務所兼住宅 小売店舗、営業所等が見られる都道沿いの商業地域 東武梅島
本木二丁目２１６３番１２

「本木２－４－２１」

店舗兼住宅 小規模な店舗兼住宅が建ち並ぶ近隣商業地域 都電小台
宮城一丁目３４番５３

「宮城１－１３－１０」

店舗兼住宅 中層ビル、小規模飲食店が建ち並ぶ駅に近い近隣商
業地域

東日本綾瀬
綾瀬一丁目４０９番６

「綾瀬１－３８－２０」

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ近隣商業地域 東武西新井
関原三丁目１３５８番５

「関原３－２１－２」

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店のほかに金融機関等が見られる駅
前の商業地域

東武竹ノ塚
西竹の塚二丁目１３８８番２８

「西竹の塚２－３－１４」

店舗兼住宅 中層ビル、小売店舗が建ち並ぶ駅前近隣商業地域 東武梅島
梅田七丁目１９０４番９

「梅田７－３４－１３」

店舗兼住宅 中小規模の小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 東日本北千住
千住旭町５１番１

「千住旭町４－１１」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

足立 足立区 長方形 北　　     16m 水道
640,000 138    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 17 (621,000) Ｓ8     500m 防火 　　

足立 足立区 長方形 東　　    5.5m 水道
404,000 100    1:1.2 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  1 (388,000) Ｓ3     550m 準防 高度

足立 足立区 台形 西　　     12m 水道
318,000 221    1:1.2 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  2 (301,000) Ｓ3       1km 準防 高度

足立 足立区 台形 北　　     25m 水道
352,000 220    1:1.5 都道 ガス 準工

　 下水 (  60, 400)
(都) 7-  3 (340,000) Ｓ4 東     550m 防火 高度

側道
足立 足立区 長方形 南　　    4.5m 水道

242,000 115  1.5:1   区道 ガス 準工
　 下水 (  60, 200)

(都) 7-  4 (235,000) Ｗ2     1.5km 準防 高度

足立 足立区 長方形 東　　      4m 水道
295,000 69  1.5:1   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  5 (286,000) Ｗ2     450m 準防 高度

足立 足立区 台形 北東　    5.5m 水道
195,000 495    1:1   区道 ガス 工業

　 下水 (  60, 200)
(都) 9-  1 (190,000) Ｓ2     720m 準防 高度

飾 飾区 ほぼ長方形 北西　      9m 水道
380,000 160    1:2   区道 ガス ２低専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  1 (370,000) Ｓ2     600m 準防 高度

飾 飾区 長方形 西　　      6m 水道
300,000 105    1:2   区道 ガス １中専

　 下水 (  50, 150)
(都)  -  2 (295,000) Ｗ2     1.6km 準防 高度

飾 飾区 長方形 南東　    5.4m 水道
330,000 99    1:1.2 区道 ガス ２低専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (319,000) Ｗ2     320m 準防 高度

飾 飾区 長方形 南西　      6m 水道
192,000 170    1:1.5 区道 ガス ２低専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  4 (192,000) Ｗ2     3.1km 準防 高度

飾 飾区 長方形 南西　    5.4m 水道
305,000 132    1:2.5 区道 ガス ２低専

　 下水 (  50, 150)
(都)  -  5 (295,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

住宅 一般住宅、アパート、空地等が混在する住宅地域 京成京成小岩
細田四丁目２０番１４

「細田４－２０－３」

住宅 一般住宅のほかに、畑地等が見られる区画整然とし
た住宅地域

東日本金町
東水元五丁目４３番２

「東水元５－４３－２」

住宅 一般住宅の中にアパート等が見られる区画整然とし
た住宅地域

北総新柴又
柴又四丁目３２０番３９

「柴又４－１７－１０」

住宅 小規模一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 東日本新小岩
奥戸四丁目１１３３番２

「奥戸４－１７－２」

住宅 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 東日本金町
金町三丁目８２５番２

「金町３－３９－８」

作業所兼事務所 中小規模の工場、配送センターのほかにアパート等
が見られる工業地域

京成千住大橋
千住緑町一丁目２３番１５

住宅 小規模一般住宅、アパート、マンション等が建ち並
ぶ住宅地域

東武梅島
梅島三丁目８１８番６

「梅島３－７－１７」

住宅 一般住宅、作業所等が混在する住宅地域 東武西新井
本木東町２９番１５

「本木東町２９－１」

店舗兼共同住宅 店舗、事務所、マンション等が多い路線商業地域 東武西新井
梅島三丁目６６２番１外２筆の内

「梅島３－３９－１３」

作業所兼共同住宅 作業所、店舗、共同住宅等が混在する住宅地域 つくばエクスプレ
ス六町一ツ家四丁目２番６外１筆

「一ツ家４－２－４」

住宅 一般住宅、作業所等が混在する住宅地域 東日本北千住
日ノ出町２３番２

「日ノ出町２３－１１」

事務所兼住宅 中高層の事務所、マンション等が建ち並ぶ商業地域 東日本北千住
千住仲町５８番５

「千住仲町１９－７」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

飾 飾区 ほぼ長方形 北　　    5.4m 水道
325,000 171  1.2:1   区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  6 (314,000) Ｗ2     600m 準防 高度

飾 飾区 長方形 南　　    5.5m 水道
335,000 109    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  7 (328,000) Ｗ2     500m 準防 高度

飾 飾区 ほぼ長方形 西　　      6m 水道
310,000 140    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  8 (303,000) Ｗ2     300m 準防 高度

飾 飾区 長方形 北西　    6.3m 水道
380,000 160    1:2   区道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  -  9 (370,000) Ｗ2     350m 準防 高度

飾 飾区 長方形 南西　      4m 水道
377,000 112    1:2   区道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 10 (362,000) Ｗ3     550m 準防 高度

飾 飾区 ほぼ長方形 南　　    3.5m 水道
303,000 129    1:2.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 11 (295,000) Ｗ2     550m 準防 高度

飾 飾区 ほぼ長方形 南　　    4.5m 水道
325,000 91    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 12 (316,000) Ｗ3     650m 準防 高度

飾 飾区 ほぼ長方形 南　　      6m 水道
339,000 149    1:1.2 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 13 (330,000) Ｗ2     850m 準防 高度

飾 飾区 長方形 西　　      8m 水道
238,000 247    1:2   区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 14 (239,000) Ｗ2     1.8km 準防 高度

飾 飾区 長方形 西　　    7.2m 水道
368,000 105  1.2:1   区道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 15 (358,000) ＲＣ2     600m 準防 高度

飾 飾区 ほぼ長方形 東　　      5m 水道
273,000 123    1:1.5 区道 ガス ２低専

　 下水 (  50, 150)
(都)  - 16 (273,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

飾 飾区 長方形 東　　    6.3m 水道
566,000 99    1:3.5 区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (545,000) Ｗ2 駅近接 防火 　　

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ駅前の商業地域 京成京成立石
立石四丁目５６０番４

「立石４－２５－８」

住宅 一般住宅の中にアパート等が見られる既成住宅地域 東日本金町
東水元二丁目９５５番２

「東水元２－１３－１８」

住宅 住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 東日本綾瀬
西亀有二丁目１４４８番２

「西亀有２－６－２」

住宅 一般住宅の中に空地等が見られる新興住宅地域 東日本金町
水元三丁目９番２

「水元３－９－２」

共同住宅 住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 東日本亀有
西亀有四丁目４２番２

「西亀有４－７－１８」

住宅 小規模の一般住宅、アパートのほかに小売店舗が混
在する住宅地域

京成青砥
立石六丁目１８７番１

「立石６－１０－６」

住宅 中規模の一般住宅、アパートが多い住宅地域 京成京成立石
立石八丁目１９０番４

「立石８－２５－１２」

住宅 小規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 東日本金町
東金町三丁目１０４番５

「東金町３－３４－１」

共同住宅 中規模住宅、アパートが建ち並ぶ閑静な住宅地域 京成青砥
青戸一丁目６１番１

「青戸１－５－４」

住宅 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 北総新柴又
柴又六丁目６３０番１外１筆

「柴又６－２９－１」

住宅 小規模一般住宅の中に小売店舗等が見られる住宅地
域

京成京成小岩
鎌倉四丁目４６２番１５

「鎌倉４－３８－１２」

住宅 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 京成京成高砂
高砂二丁目１１９２番３外１筆

「高砂２－２８－５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

飾 飾区 長方形 南西　     18m 水道
650,000 117    1:1.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  2 (600,000) Ｓ3     160m 防火 　　

飾 飾区 ほぼ長方形 西　　     11m 水道
360,000 66    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  3 (355,000) Ｓ3     170m 防火 高度

飾 飾区 長方形 西　　     11m 水道
510,000 165    1:1.5 区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  4 (480,000) ＲＣ7     230m 防火 　　

飾 飾区 ほぼ長方形 北東　     11m 水道
498,000 92    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  5 (475,000) Ｓ3     250m 防火 　　

飾 飾区 台形 西　　      8m 水道
425,000 205  1.2:1   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  6 (405,000) Ｓ3     240m 防火 　　

飾 飾区 正方形 北西　   11.8m 水道
473,000 267 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  7 (455,000) Ｓ10     180m 防火 　　

飾 飾区 ほぼ長方形 東　　      8m 水道
385,000 74    1:4   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  8 (370,000) Ｓ3     220m 防火 　　

飾 飾区 長方形 東　　      6m 水道
355,000 89    1:1.2 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (345,000) Ｗ2     750m 準防 高度

飾 飾区 長方形 西　　    5.5m 水道
303,000 164    1:1.5 区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  2 （選定替） Ｗ2     600m 準防 高度

飾 飾区 長方形 北　　      6m 水道
297,000 102    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  3 (290,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

飾 飾区 ほぼ長方形 北西　     11m 水道
329,000 110    1:2   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  4 (322,000) Ｓ2     800m 準防 高度

飾 飾区 長方形 東　　    6.8m 水道
223,000 528    1:2.5 区道 ガス 工業

　 下水 (  60, 200)
(都) 9-  1 (223,000) Ｓ3     1.4km 準防 高度

工場 小規模工場、作業所の中に一般住宅が混在する工業
地域

京成四ツ木
東四つ木二丁目２４０番９

「東四つ木２－４－１６」

住宅 一般住宅、店舗、営業所等が混在する地域 京成柴又
柴又二丁目２３１番２

「柴又２－２１－８」

住宅 一般住宅、アパートを中心に小工場等が混在する住
宅地域

京成京成立石
奥戸二丁目１２３１番５

「奥戸２－２８－７」

一般住宅兼共同住宅 一般住宅、小規模工場等が混在する地域 京成堀切菖蒲園
小菅二丁目４３１番１１外１筆

「小菅２－２８－２」

住宅 小規模一般住宅、店舗、工場等の混在する地域 東日本新小岩
西新小岩四丁目１６３番７外１筆

「西新小岩４－２０－９」

店舗兼住宅 中小規模の小売店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 京成お花茶屋
お花茶屋一丁目５２５番６

「お花茶屋１－１２－９」

店舗兼共同住宅 中高層の事務所ビル、小売店舗が建ち並ぶ駅に近い
商業地域

京成青砥
青戸三丁目３６番１

「青戸３－３４－５」

店舗 中規模の店舗、営業所の他に店舗兼住宅も建ち並ぶ
商業地域

東日本亀有
亀有五丁目１０６番５外５筆

「亀有５－３９－２」

店舗兼住宅 小規模の小売店舗、店舗ビル等が建ち並ぶ商業地域 東日本金町
東金町一丁目２１３６番４３

「東金町１－１０－１０」

店舗兼共同住宅 小売店舗、マンションが建ち並ぶ駅南側の商業地域 東日本亀有
亀有三丁目６４３番２

「亀有３－１８－３」

店舗兼住宅 中小規模の小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ商業地域 京成柴又
柴又七丁目１５９１番４

「柴又７－７－１」

店舗兼住宅 飲食店、小売店舗等が建ち並ぶ駅近くの商業地域 東日本新小岩
新小岩二丁目１２６８番３外１筆

「新小岩２－７－３」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

江戸川 江戸川区 長方形 東　　      6m 水道
340,000 161    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  1 (336,000) ＲＣ2     530m 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 北西　    7.8m 水道
373,000 131    1:1.2 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  2 (363,000) Ｓ2     850m 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 南　　    5.4m 水道
405,000 100    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  3 （選定替） Ｗ2     660m 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 北東　    3.6m 水道
322,000 105    1:1.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  4 (320,000) Ｓ2     850m 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 南西　    8.5m 水道
330,000 148    1:2   区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  5 (326,000) Ｓ2       1km 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 南　　      5m 水道
294,000 97    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  6 (294,000) Ｗ2     980m 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 東　　    5.5m 水道
296,000 70    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  7 (290,000) Ｗ2     1.7km 準防 高度

江戸川 江戸川区 ほぼ長方形 西　　    6.5m 水道
286,000 132    1:1.2 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  8 (276,000) Ｗ2     2.7km 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 南西　      6m 水道
463,000 89  1.2:1   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  9 (447,000) Ｗ2     400m 準防 高度

江戸川 江戸川区 ほぼ長方形 北　　     14m 水道
340,000 148    1:1.2 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 10 (337,000) Ｓ2     1.6km 準防 高度

江戸川 江戸川区 ほぼ台形 南東　      7m 水道
400,000 191    1:1.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 11 (400,000) Ｗ2     400m 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 北東　      6m 水道
365,000 89    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 12 (365,000) Ｗ2 南東     410m 準防 高度

側道

住宅 小規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄瑞江
西瑞江二丁目２３番３１

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本平井
平井三丁目１３７２番３

「平井３－１６－２１」

共同住宅 一般住宅、共同住宅のほかに空地が見られる住宅地
域

東日本新小岩
松島一丁目２５００番２

「松島１－２３－８」

共同住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄西西
西西三丁目５番６２

「西西３－５－１５」

住宅 一般住宅、アパートのほか駐車場も見られる住宅地
域

東日本新小岩
大杉二丁目６０７番２外１筆

「大杉２－４－４」

住宅 一般住宅の中にアパート等が混在する住宅地域 東日本新小岩
松本一丁目２０９番２

「松本１－２７－８」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄一之江
春江町五丁目５番４７

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄船堀
宇喜田町１４２６番４

住宅 一般住宅の中に小売店舗等が見られる住宅地域 東日本平井
平井一丁目１０６番３

「平井１－１３－１３」

住宅 一般住宅の中にアパート等が混在する住宅地域 東日本小岩
南小岩六丁目１９４７番２５

「南小岩６－２２－１５」

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 東日本小岩
東小岩四丁目３０５４番１２

「東小岩４－１３－４」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 京成京成小岩
北小岩六丁目１３８３番５

「北小岩６－４０－１１」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

江戸川 江戸川区 長方形 南　　      6m 水道
435,000 151    1:2.5 区道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  - 13 (420,000) Ｗ2     800m 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 東　　    6.3m 水道
320,000 142    1:2   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 14 (320,000) Ｗ3     1.4km 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 南　　      6m 水道
295,000 167    1:1.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 15 (295,000) Ｗ2     1.4km 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 東　　      6m 水道
305,000 53    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 16 (303,000) Ｗ2     1.4km 準防 高度

江戸川 江戸川区 正方形 南東　      4m 水道
295,000 51 私道 ガス １中専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 17 (295,000) Ｗ2     780m 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 南東　    5.5m 水道
297,000 102  1.2:1   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 18 (294,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 南東　      4m 水道
300,000 72    1:1.5 区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 19 (300,000) Ｗ2     900m 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 東　　    8.6m 水道
272,000 132  1.5:1   区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  - 20 (270,000) Ｗ2     1.9km 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 東　　      7m 水道
340,000 131    1:2   区道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  - 21 (338,000) Ｗ2     550m 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 東　　      6m 水道
365,000 136  1.2:1   区道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  - 22 (360,000) Ｗ2     580m 準防 高度

江戸川 江戸川区 正方形 東　　      7m 水道
267,000 165 区道 １中専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 23 (267,000) Ｗ2     1.9km 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 南西　      8m 水道
303,000 117    1:2   区道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 24 (300,000) Ｗ3     1.2km 準防 高度

住宅 一般住宅の中にアパート等の混在する住宅地域 地下鉄瑞江
南篠崎町一丁目３７番３

「南篠崎町１－２８－３」

住宅 一般住宅と農地が混在する住宅地域 地下鉄篠崎
鹿骨一丁目５０番２外１筆

「鹿骨１－３－１１」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 京成京成小岩
北小岩二丁目２３８番４

「北小岩２－２５－１１」

住宅 中規模住宅の中に小売店舗が見られる住宅地域 地下鉄篠崎
上篠崎二丁目２４７番２

「上篠崎２－８－１３」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄篠崎
鹿骨四丁目１４４番

「鹿骨４－７－１３」

住宅 小規模一般住宅の中にアパート等が混在する住宅地
域

地下鉄一之江
一之江六丁目４１番１６

「一之江６－１４－３」

住宅 一般住宅、アパートのほかに駐車場等が見られる住
宅地域

地下鉄瑞江
江戸川一丁目９番１７５外１筆

住宅 小規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄一之江
西瑞江三丁目２４番５２

住宅 一般住宅のほかにアパート等が混在する住宅地域 東日本小岩
上一色二丁目１０７１番２７

「上一色２－１７－１８」

住宅 一般住宅のほかに店舗、作業所が見られる住宅地域 地下鉄篠崎
新堀二丁目１４番９

「新堀２－１４－１３」

住宅 一般住宅、共同住宅のほかに作業所等が見られる住
宅地域

地下鉄船堀
松江三丁目４０６６番５

「松江３－６－１４」

住宅 中小規模一般住宅、アパートが混在する住宅地域 地下鉄西西
中西五丁目６番２４

「中西５－６－１３」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

江戸川 江戸川区 長方形 南西　      6m 水道
382,000 112    1:1.5 区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 25 (373,000) Ｗ2     1.4km 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 南　　      6m 水道
365,000 99  1.2:1   区道 ガス １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  - 26 (365,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 南　　     10m 水道
455,000 65    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  1 (450,000) Ｓ3      90m 防火 　　

江戸川 江戸川区 長方形 北西　     16m 水道
770,000 412    1:2   区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  2 (745,000) ＳＲＣ9      70m 防火 　　

江戸川 江戸川区 長方形 西　　駅前広場 水道
1,430,000 118    1:1.5 区道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  3 (1,340,000) ＲＣ6F1B 駅前広場接面 防火 　　

江戸川 江戸川区 ほぼ長方形 北西　     12m 水道
370,000 101    1:1.2 国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  4 (360,000) Ｓ3     900m 防火 　　

江戸川 江戸川区 長方形 西　　     18m 水道
368,000 233    1:1.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  5 (357,000) Ｓ4     1.6km 防火 　　

江戸川 江戸川区 長方形 北東　    8.1m 水道
343,000 117    1:2.5 区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  6 (338,000) Ｓ4     800m 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 北西　     25m 水道
800,000 297    1:2.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  7 (750,000) ＳＲＣ10     270m 防火 　　

江戸川 江戸川区 ほぼ長方形 東　　   10.9m 水道
340,000 108    1:1.5 区道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  8 (330,000) Ｓ2     2.4km 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 南東　     11m 水道
325,000 76    1:2   区道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  9 (320,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 西　　      7m 水道
828,000 323    1:1.2 区道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5- 10 (792,000) ＳＲＣ9F1B     100m 防火 高度

事務所 中高層ビル、小売店舗が建ち並ぶ駅前商業地域 地下鉄西
西一丁目２６１番外２筆の内

「中西３－３７－４（３街区１１）」

店舗兼住宅 店舗併用住宅、事務所等が見られる路線商業地域 地下鉄篠崎
篠崎町四丁目２５４番４７外１筆

「篠崎町４－１３－１８」

店舗兼共同住宅 中小規模店舗併用住宅が建ち並ぶ路線商業地域 東日本新小岩
中央二丁目１１３４番４

「中央２－１３－１０」

事務所 中高層事務所ビルのほか、共同住宅も見られる幹線
道路沿いの商業地域

東日本小岩
西小岩一丁目１９５８番外１筆

「西小岩１－２６－７」

店舗兼住宅 小規模な店舗併用住宅、共同住宅等が混在する路線
商業地域

東日本平井
平井一丁目５７番１外１筆

「平井１－４－１４」

事務所兼共同住宅 中小規模の店舗、事務所が建ち並ぶ商業地域 東日本新小岩
中央一丁目１３６５番２外２筆

「中央１－３－４」

店舗兼住宅 店舗、事務所のほかマンション等が混在する路線商
業地域

東日本小岩
南小岩三丁目１２２０番３外１筆

「南小岩３－７－１１」

店舗兼事務所 中高層ビルが建ち並ぶ駅前広場に面した商業地域 地下鉄西西
西西六丁目１５番２８外１筆

「西西６－１５－２」

店舗兼共同住宅 中高層店舗ビル等が建ち並ぶ駅前商業地域 地下鉄瑞江
西瑞江二丁目５２番３

「東瑞江１－２７－５」

事務所兼住宅 小売店舗、飲食店等空き店舗等も散在する商業地域 京成京成小岩
北小岩二丁目５３０番２

「北小岩２－９－６」

住宅 中小規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 地下鉄西
南西二丁目８番１９

「南西２－８－１９」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 地下鉄西
北西四丁目２０番１０

「北西４－２０－１３」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

江戸川 江戸川区 長方形 北東　     25m 水道
350,000 125    1:1.2 都道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(都) 7-  1 (350,000) Ｗ2     650m 防火 　　

江戸川 江戸川区 長方形 南　　     25m 水道
302,000 331    1:1.2 国道 ガス 準工

　 下水 (  60, 400)
(都) 7-  2 (302,000) Ｓ3     1.3km 防火 　　

江戸川 江戸川区 長方形 北　　    4.5m 水道
290,000 122  2.5:1   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  3 (290,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

江戸川 江戸川区 長方形 南東　    7.3m 水道
310,000 145    1:3   区道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  4 (310,000) Ｓ4     1.1km 準防 高度

事務所兼共同住宅 中小規模の工場、事務所、マンション等が混在する
地域

地下鉄船堀
松江四丁目５６２４番１

「松江４－２２－１３」

作業所兼住宅 一般住宅、共同住宅、工場等が混在する地域 東日本平井
平井七丁目１２２５番１外１筆

「平井７－３１－１３」

作業所、事務所兼住
宅

店舗、営業所等が建ち並ぶ路線商業地域 地下鉄瑞江
春江町一丁目１番９外１筆

「春江町１－１－２０」

店舗兼住宅 店舗、事業所等が多い幹線道路沿いの地域 地下鉄西
東西五丁目１７４８番２外１筆

「東西５－２０－７」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

八王子 八王子市 長方形 北　　      4m 水道
126,000 132    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (122,000) Ｗ2     2.5km 　　 高度

八王子 八王子市 台形 北西　      9m 水道
123,000 326  1.2:1   都道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  2 (120,000) ＲＣ3     1.3km 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 南　　      6m 水道
163,000 280    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  3 (155,000) Ｗ2     2.3km 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 北　　      6m 水道
183,000 181    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  4 (175,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 北西　    3.5m 水道
100,000 106    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (98,000) Ｗ2     4.3km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 西　　    6.5m 水道
282,000 109    1:1.2 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  6 (269,000) Ｗ2     480m 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 北　　      6m 水道
110,000 150    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (107,000) Ｗ2     920m 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 南東　    5.5m 水道
158,000 221  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (154,000) Ｗ2     550m 　　 高度

八王子 八王子市 台形 北西　    4.5m 水道
178,000 153    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  9 (171,000) Ｓ2     1.1km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 北　　     11m 水道
218,000 286    1:2   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 10 (209,000) Ｗ2     450m 準防 高度

八王子 八王子市 正方形 西　　      4m 水道
154,000 202 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 11 (148,000) Ｗ2     400m 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 東　　    4.2m 水道
153,000 233    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 12 (147,000)     540m 　　 高度

住宅 小規模の一般住宅が多い傾斜地の住宅地域 京王京王堀之内
下柚木字一号１２番１０４

店舗兼共同住宅 住宅、店舗、事務所等が混在する住宅地域 東日本小宮
石川町２５９番１外２筆

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした閑静な
住宅地域

京王京王八王子
富士見町２５番５

「富士見町３５－４」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 京王京王八王子
大和田町五丁目２１番１１

「大和田町５－２３－１２」

住宅 一般住宅の中に空地等も見られる住宅地域 東日本八王子
宇津木町８１９番３

住宅 一般住宅のほかアパート等が混在する住宅地域 東日本八王子
子安町三丁目５７６番１２

「子安町３－８－７」

住宅 一般住宅が多い郊外の新興住宅地域 東日本北八王子
石川町１６１５番１２

住宅 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 京王山田
山田町１６０４番４外１筆

住宅 一般住宅が建ち並ぶ既存の住宅地域 東日本八王子
北野町１２２番３

住宅 中規模一般住宅等の多い住宅地域 京王京王片倉
子安町三丁目５８５番１４

「子安町３－３５－１６」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ既成住宅地
域

東日本片倉
片倉町９５６番２外１筆

空地 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 京王京王片倉
片倉町２９５番１
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

八王子 八王子市 長方形 南東　      4m 水道
125,000 161    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 13 (123,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

八王子 八王子市 ほぼ正方形 北　　      6m 水道
140,000 207 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 14 （選定替） Ｗ2     1.1km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 南　　      4m 水道
160,000 175    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 15 (154,000) Ｗ2     700m 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 南西　      6m 水道
206,000 165    1:1.5 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 16 (198,000) Ｗ2     900m 準防 高度

八王子 八王子市 ほぼ長方形 東　　      5m 水道
110,000 217    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 17 (108,000) Ｗ2       4km 　　 高度

八王子 八王子市 正方形 北　　      4m 水道
128,000 126 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 18 (125,000) Ｓ3     1.8km 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 東　　     16m 水道
188,000 233    1:2   都道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 19 (182,000) Ｓ3     750m 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 南東　      9m 水道
171,000 432    1:1.2 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 20 (166,000) Ｓ2     920m 準防 高度

八王子 八王子市 ほぼ正方形 南　　      4m 水道
126,000 198 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 21 (122,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

八王子 八王子市 ほぼ長方形 北東　    4.5m 水道
71,000 245  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 22 (72,000) Ｗ2     6.4km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 南西　     11m 水道
157,000 120    1:1.2 都道 １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 23 (154,000) Ｓ2     4.8km 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 南東　      6m 水道
165,000 155    1:1.5 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 24 (161,000) Ｗ2       2km 準防 高度

住宅 中規模の一般住宅が多い高台の住宅地域 京王北野
打越町１５３２番１１０

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の閑静な住宅地域 東日本西八王子
散田町四丁目９６８番３１

「散田町４－３５－１５」

住宅 一般住宅の中にアパートが見られる住宅地域 東日本西八王子
散田町一丁目１０２０番１０９

「散田町１－１２－３」

住宅 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 東日本西八王子
台町二丁目９９番１９

「台町２－２０－４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 東日本八王子
中野上町五丁目２８９６番２２

「中野上町５－２０－８」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本西八王子
中野上町四丁目３８４３番１

「中野上町４－２６－１９」

店舗兼共同住宅 店舗併用住宅や共同住宅等が建ち並ぶ準幹線道路沿
いの住宅地域

京王南大沢
南大沢二丁目２０６番８

住宅 一般住宅、中層マンション等が混在する区画整理済
の住宅地域

京王南大沢
南大沢一丁目１７番１３

住宅 中規模の一般住宅と木造アパートが混在する住宅地
域

東日本高尾
東浅川町１８３番７

住宅 中小規模一般住宅が見られる郊外の新興住宅地域 東日本八王子
川口町１６４７番３外１筆

住宅 一般住宅、店舗等が混在する都道沿いの地域 東日本八王子
叶谷町８６７番３外１筆

住宅 一般住宅、アパートのほか空地も見られる区画整理
済の住宅地域

京王南大沢
下柚木二丁目２７番１０
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

八王子 八王子市 ほぼ台形 西　　      4m 水道
158,000 153  1.5:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 25 (152,000) Ｗ2     900m 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 東　　    2.7m 水道
78,000 105  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 26 (78,000) Ｗ2     6.5km 　　 高度

八王子 八王子市 ほぼ長方形 北東　      4m 水道
133,000 152    1:1.2 道路 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 27 (131,000) Ｗ2     800m 　　 高度

八王子 八王子市 ほぼ長方形 北　　      4m 水道
134,000 160  1.5:1   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 28 (130,000) Ｗ2     640m 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 南　　      6m 水道
120,000 218  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 29 (117,000) Ｗ2       2km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 東　　      5m 水道
107,000 102    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 30 (105,000) Ｗ2     4.3km 　　 高度

八王子 八王子市 台形 北　　      9m 水道
86,000 244    1:1.5 都道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 31 (87,000) Ｓ2 北東     4.5km 準防 高度

側道
八王子 八王子市 長方形 南　　      4m 水道

83,000 165    1:1.5 私道 １低専
未舗装 下水 (  40,  80)

(都)  - 32 (81,000) Ｗ2     2.4km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 北東　      4m 水道
83,000 132    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 33 (81,500) Ｗ2     2.3km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 南　　      4m 水道
97,000 166  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 34 (96,000) Ｗ2     4.5km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 北　　      6m 水道
106,000 116    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 35 (104,000) Ｗ2       5km 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 南東　      4m 水道
67,000 214    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 36 (68,000) Ｗ2     6.8km 　　 高度

住宅 一般住宅の中にアパート等が混在する住宅地域 東日本高尾
狭間町１７５２番５

住宅 小規模一般住宅の中に畑、空地等が見られる住宅地
域

東日本八王子
大楽寺町１１１番７

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ北傾斜地の閑静な住宅
地域

京王平山城址公園
長沼町９番２２外１筆

住宅 一般住宅、アパートが混在する住宅地域 多摩都市モノレー
ル大塚・帝京大学東中野字二十号１４３６番４

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした閑静な住宅地
域

東日本高尾
城山手二丁目１０９５番８６

「城山手２－２６－４」

住宅 一般住宅の中に空地が見られる区画整然とした住宅
地域

東日本八王子
原町３１８番１７

店舗兼住宅 一般住宅の中に店舗等が見られる都道沿いの住宅地
域

東日本高尾
西寺方町２６番８

住宅 一般住宅の中に空地、農地が混在する住宅地域 東日本高尾
元八王子町三丁目２５１３番１９

住宅 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 東日本高尾
元八王子町二丁目１１５８番１０

住宅 中規模住宅や空地も見られる住宅地域 東日本八王子
大楽寺町４５６番１４

住宅 一般住宅の中に事務所等が見られる住宅地域 東日本八王子
泉町１２６６番７

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 東日本八王子
川口町１８９０番１６
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

八王子 八王子市 ほぼ正方形 西　　      4m 水道
116,000 228 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 37 (111,000) Ｗ2     650m 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 北　　      4m 水道
141,000 191  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 38 (135,000) Ｗ2     1.8km 　　 高度

八王子 八王子市 正方形 北西　      6m 水道
165,000 195 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 39 (160,000) Ｗ2     850m 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 西　　      6m 水道
150,000 202  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 40 (145,000) Ｗ2     800m 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 西　　      5m 水道
159,000 142    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 41 (155,000) Ｓ2     300m 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 北西　      6m 水道
85,000 132    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 42 (84,000) Ｗ2     5.5km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 北　　      6m 水道
168,000 142    1:2   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 43 (165,000) Ｗ2       1km 準防 高度

八王子 八王子市 正方形 北西　      5m 水道
120,000 230 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 44 (117,000) Ｗ2     1.7km 　　 高度

八王子 八王子市 台形 南西　      4m 水道
131,000 165    1:1.2 道路 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 45 (129,000) Ｓ2       2km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 東　　      8m 水道
300,000 144  1.5:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 46 (285,000) Ｗ2     350m 準防 高度

八王子 八王子市 正方形 南西　      6m 水道
181,000 219 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  - 47 (178,000) Ｓ2     500m 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 北　　      6m 水道
173,000 174    1:1.2 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 48 (165,000) Ｓ2     1.5km 準防 高度

住宅 一般住宅のほかに畑等も見られる住宅地域 東日本小宮
小宮町６９８番２２

住宅 中規模一般住宅、寮等が混在する住宅地域 東日本八王子
大和田町七丁目２２４２番６

「大和田町７－１４－７」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する区画整理済
の住宅地域

京王京王堀之内
堀之内二丁目１３番３外１筆

住宅 中規模の一般住宅が多い丘陵地の住宅地域 多摩都市モノレー
ル中央大学・明星
大学

大塚２４０番６０

住宅 中規模一般住宅の中に畑等が見られる住宅地域 京王山田
緑町２７１番１７

住宅 一般住宅のほか、空地も見られる住宅地域 東日本八王子
弐分方町５６１番１７

住宅 一般住宅のほかにアパートが混在する区画整理済の
住宅地域

京王めじろ台
椚田町５３３番１７

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 京王めじろ台
寺田町１３番２０

住宅 中規模一般住宅、農地が混在する既成住宅地域 京王南大沢
上柚木字二十五号２２６１番３外１筆

住宅 住宅、マンション、営業所等が混在する住宅地域 東日本八王子
子安町一丁目５５２番９

「子安町１－２７－２４」

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 京王めじろ台
めじろ台二丁目４５番１４

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 京王京王八王子
大和田町四丁目１８２７番５

「大和田町４－８－８」

－ 113 －



 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

八王子 八王子市 長方形 北東　      4m 水道
145,000 113    1:1.5 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 49 (137,000) Ｗ2     1.5km 準防 高度

八王子 八王子市 正方形 北西　      4m 水道
86,000 165 私道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  - 50 (85,000) Ｗ2     5.1km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 東　　      6m 水道
169,000 124    1:2   市道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 51 (164,000) Ｓ2     1.1km 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 南　　      4m 水道
169,000 146    1:2   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 52 (163,000) Ｗ2 西     300m 　　 高度

側道
八王子 八王子市 正方形 北　　    5.5m 水道

203,000 196 市道 ガス １住居
　 下水 (  60, 200)

(都)  - 53 (192,000) Ｗ2     350m 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 北西　     11m 水道
212,000 353    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 54 (201,000) ＲＣ5     520m 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 南西　      6m 水道
81,000 188  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 55 (82,000) Ｗ2     5.8km 　　 高度

八王子 八王子市 台形 北　　      5m 水道
67,000 175    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 56 (68,000) Ｗ2     7.8km 　　 高度

八王子 八王子市 正方形 西　　      9m 水道
99,500 271 都道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 57 (97,000) Ｗ1 北     5.4km 準防 高度

側道
八王子 八王子市 長方形 南東　      6m 水道

134,000 190  1.5:1   市道 ガス １低専
　 下水 (  40,  80)

(都)  - 58 (129,000) Ｓ2     1.8km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 南東　      5m 水道
83,000 160  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 59 (83,000) Ｗ2     2.5km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 北　　      6m 水道
160,000 192    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 60 (156,000) Ｗ2     1.4km 　　 高度

住宅 小規模低層住宅の建ち並ぶ住宅地域 東日本西八王子
東浅川町１番４０

住宅 アパート、空地も見られる住宅地域 東日本八王子
諏訪町１２２番５

住宅 中規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 京王京王堀之内
越野２６番１３

住宅 一般住宅の中にアパート、駐車場等が見られる住宅
地域

東日本高尾
廿里町２４番２

住宅 住宅、店舗、アパート等が混在する既成住宅地域 東日本高尾
初沢町１２９３番１

事務所兼共同住宅 一般住宅のほか、店舗、事業所等の混在する住宅地
域

東日本西八王子
散田町三丁目７９７番１

「散田町３－１５－２３」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ、区画整然とした住宅地域 東日本八王子
原町１６０８番８

住宅 一般住宅の中に農地等も見られる住宅地域 東日本八王子
下恩方町５６６番２９

住宅 一般住宅のほか店舗、事業所等が混在する都道沿い
の住宅地域

東日本八王子
原町５４１番１

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東日本高尾
長房町１４８１番１９

住宅 一般住宅が建ち並ぶ傾斜地の閑静な住宅地域 京王めじろ台
館町１８２１番１３５

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 京王南大沢
南大沢四丁目３９番１６
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

八王子 八王子市 長方形 西　　    4.5m 水道
145,000 225  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 61 (142,000) Ｗ2     360m 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 南東　     16m 水道
135,000 150  1.5:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 62 (133,000) Ｗ2     4.5km 準防 高度

八王子 八王子市 台形 北西　      4m 水道
135,000 93    1:1.5 私道 ガス １低専

　 (  40,  80)
(都)  - 63 (130,000) Ｗ2     1.9km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 南　　     12m 水道
210,000 141    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 64 (200,000) Ｗ2     1.4km 準防 高度

八王子 八王子市 台形 南西　      5m 水道
158,000 166    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 65 (153,000) Ｗ2     600m 　　 高度

八王子 八王子市 ほぼ台形 南東　    1.5m
24,000 2,919  1.5:1   道路 １低専

未舗装 (  40,  80)
(都) 3-  1 (24,000)     2.3km 　　 高度

八王子 八王子市 ほぼ長方形 東　　    2.5m 水道
27,000 677    1:1.5 道路 １低専

未舗装 (  40,  80)
(都) 3-  2 (27,000)     2.7km 　　 高度

八王子 八王子市 不整形 北西　     15m 水道
1,700,000 384    1:1.2 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  1 (1,570,000) ＲＣ6 南西      70m 防火 　　

側道
八王子 八王子市 台形 北　　      9m 水道

260,000 241    1:1.2 市道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(都) 5-  2 (250,000) ＲＣ4 西     200m 準防 高度
側道

八王子 八王子市 長方形 東　　     20m 水道
528,000 125    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  3 (480,000) Ｓ3     160m 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 東　　     20m 水道
292,000 314    1:1.5 国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  4 (273,000) ＲＣ3     600m 準防 　　

八王子 八王子市 ほぼ長方形 北　　     15m 水道
292,000 346    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  5 (273,000) Ｓ3     900m 準防 高度

住宅 一般住宅のほかにアパート等が見られる既成住宅地
域

多摩都市モノレー
ル大塚・帝京大学大塚１５１８番２外１筆

住宅 一般住宅、店舗、事業所、共同住宅等が混在する準
幹線沿いの住宅地域

東日本八王子
中野町２７４０番１

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 京王京王八王子
大和田町一丁目１２７７番１８

「大和田町１－２８－１１」

店舗兼住宅 一般住宅、店舗、アパート等が混在する住宅地域 東日本八王子
台町三丁目７０番１３

「台町３－２－３」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ閑静な住宅地域 京王京王片倉
緑町８９３番５外１筆

畑 既成住宅団地に隣接する畑の多い台地上の地域 東日本西八王子
長房町７７１番

畑 畑の中に農家住宅等が見られる起伏のある地域 京王北野
中山字三号４７８番

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビルが多い駅前商業地域 京王京王八王子
明神町三丁目５４７番４

「明神町３－２０－５」

店舗兼共同住宅 住宅、マンション、店舗、駐車場の混在する駅周辺
の商業地域

京王京王堀之内
堀之内三丁目３４番１外１筆

店舗兼事務所 中低層店舗、事務所が多い中に一般住宅も見られる
商業地域

東日本八王子
子安町四丁目９５番３

「子安町４－１０－１５」

店舗兼住宅 中層の店舗併用住宅、事務所、マンション等が混在
する路線商業地域

東日本八王子
寺町２９番２

事務所 中層の店舗、事務所のほかに共同住宅等が見られる
路線商業地域

東日本八王子
新町４３番５

「新町７－１１」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

八王子 八王子市 ほぼ長方形 東　　     25m 水道
307,000 75    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  6 (284,000) Ｓ3     1.3km 防火 　　

八王子 八王子市 ほぼ正方形 東　　     15m 水道
288,000 95 都道 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  7 (274,000) Ｓ4F1B 駅近接 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 西　　駅前広場 水道
431,000 319    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  8 (410,000) ＳＲＣ8F1B 駅前広場接面 防火 　　

八王子 八王子市 長方形 北西　     20m 水道
270,000 925    1:1.2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  9 (260,000) ＳＲＣ2F1B     130m 準防 　　

背面道
八王子 八王子市 長方形 北　　     10m 水道

164,000 137    1:3   都道 ガス 近商
　 下水 (  80, 200)

(都) 5- 10 (160,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 南西　      8m 水道
430,000 148    1:1.2 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5- 11 (408,000) Ｓ3 南東     120m 防火 　　

側道
八王子 八王子市 長方形 北　　     22m 水道

167,000 152    1:2   国道 ガス 準住居
＊ 　 下水 (  60, 200)
(都) 5- 12 (165,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 北西　     36m 水道
231,000 225    1:1.5 都道 準住居

　 下水 (  60, 200)
(都) 5- 13 (222,000) Ｗ2     550m 準防 高度

八王子 八王子市 台形 西　　     25m 水道
192,000 155    1:1.2 国道 準住居

　 下水 (  60, 200)
(都) 5- 14 (184,000) Ｓ3     1.9km 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 北西　      6m 水道
209,000 100    1:1.5 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (200,000) Ｗ2     500m 準防 高度

八王子 八王子市 長方形 北　　      4m 水道
105,000 244  1.2:1   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  2 (104,000) Ｗ2     4.4km 準防 高度

八王子 八王子市 正方形 北　　      6m 水道
191,000 194 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  3 (183,000) Ｗ2     620m 準防 高度

店舗兼事務所 中層の店舗、事務所ビルが多い都道沿いの商業地域 東日本八王子
八幡町１４番１６

「八幡町１－１８」

店舗兼事務所 小規模中低層店舗併用住宅が建ち並ぶ駅前の近隣商
業地域

東日本高尾
高尾町１５８３番５

店舗兼事務所 店舗、事務所ビルが建ち並ぶ駅前商業地域 京王北野
打越町３４４番６

店舗兼事務所 店舗、マンションのほか駐車場もある幹線道路沿い
の近隣商業地域

京王めじろ台
めじろ台四丁目１番３外２筆

店舗兼住宅 小売店舗、スーパー等が混在する路線商業地域 東日本西八王子
横川町１６番９

店舗兼住宅 小売店舗、事務所が多い駅前背後の商業地域 東日本西八王子
台町四丁目１５１番３

「台町４－４４－７」

店舗兼住宅 一般住宅、営業所等が混在する国道沿いの地域 東日本高尾
東浅川町２０７番１

店舗兼共同住宅 中規模住宅、店舗併用住宅の建ち並ぶ幹線道路沿い
の商業地域

京王京王堀之内
堀之内二丁目１０番４

店舗兼共同住宅 店舗併用住宅、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 京王京王八王子
大和田町四丁目１８４９番８

「大和田町４－２３－８」

住宅 一般住宅のほかに共同住宅等が混在する地域 東日本西八王子
千人町三丁目４７番２４

「千人町３－１５－１８」

住宅 一般住宅のほかに小工場等が見られる住宅地域 東日本八王子
叶谷町９０７番２

住宅 一般住宅、マンション、倉庫等が混在する地域 京王北野
北野町５８０番１３
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

八王子 八王子市 長方形 北西　     18m 水道
178,000 476    1:2.5 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  4 (172,000) Ｓ1     500m 準防 高度

八王子 八王子市 正方形 南西　      4m 水道 「調区」
41,000 144 市道

　 (  40,  80)
(都)10-  1 (41,000) Ｗ2    11.3km 　　 　　

八王子 八王子市 正方形 南東　      4m 水道 「調区」
55,000 150 市道 １低専

　 下水 (  30,  50)
(都)10-  2 (55,000) Ｗ2     4.5km 　　 高度

八王子 八王子市 長方形 西　　    3.8m 水道 「調区」
53,000 176    1:1.5 市道

　 下水 (  40,  80)
(都)10-  3 (53,000) Ｗ2     6.6km 　　 　　

八王子 八王子市 台形 南西　      7m 水道 「調区」
47,000 162    1:1   都道

　 (  40,  80)
(都)10-  4 (47,000) Ｗ2    12.6km 　　 　　

八王子 八王子市 長方形 西　　      4m 水道 「調区」
87,000 165  1.2:1   私道 １低専

　 (  30,  50)
(都)10-  5 (83,000) Ｗ2     500m 　　 高度

立川 立川市 長方形 南東　    5.5m 水道
338,000 171    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  1 (320,000) Ｓ3     350m 準防 高度

立川 立川市 正方形 北西　      4m 水道
278,000 239 私道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  2 (265,000) Ｗ2     400m 準防 高度

立川 立川市 長方形 北東　      4m 水道
302,000 132    1:2   私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (291,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

立川 立川市 長方形 南西　    3.5m 水道
337,000 164    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  4 (319,000) Ｗ2       1km 準防 高度

立川 立川市 長方形 東　　      4m 水道
243,000 155    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (232,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

立川 立川市 長方形 西　　      4m 水道
250,000 105  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (238,000) Ｗ2     450m 　　 高度

工場兼住宅 中小事業所等が建ち並ぶ区画整然とした地域 東日本北八王子
高倉町２１番１７外１筆

住宅 農家住宅と一般住宅が見られる農地の多い住宅地域 東日本八王子
上川町１７４８番１

住宅 一般住宅が建ち並ぶ丘陵の既存の住宅地域 東日本高尾
西寺方町５６３番９２

住宅 一般住宅が見られる山林に隣接した住宅地域 東日本八王子
加住町一丁目２０６番２

住宅 一般住宅、農家住宅が散在する山間の住宅地域 東日本八王子
上恩方町１００３番３

住宅 一般住宅が見られる周囲に農地の多い住宅地域 多摩都市モノレー
ル大塚・帝京大学東中野字二号１６５番９外１筆

事務所兼住宅 中規模一般住宅、共同住宅店舗等が混在する住宅地
域

東日本西国立
錦町四丁目２２番２

「錦町４－５－８」

住宅 中規模一般住宅のほかアパート等も存する住宅地域 東日本西立川
富士見町一丁目４２番１

「富士見町１－２２－２４」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本立川
曙町三丁目１５９番２

「曙町３－１６－１７」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本立川
高松町一丁目１４５番１１

「高松町１－１－２」

住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 多摩都市モノレー
ル泉体育館幸町三丁目９番２４

住宅 一般住宅のほか共同住宅も見られる住宅地域 多摩都市モノレー
ル砂川七番幸町五丁目６７番２６
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

立川 立川市 長方形 北東　      4m 水道
209,000 111    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (203,000) Ｗ2     1.8km 　　 高度

立川 立川市 長方形 西　　      6m 水道
272,000 104  1.2:1   私道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  8 (255,000) Ｗ2     300m 準防 高度

立川 立川市 長方形 西　　      4m 水道
243,000 234  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  9 (230,000) Ｗ2     350m 　　 高度

立川 立川市 ほぼ長方形 東　　    4.5m 水道
198,000 91    1:1.2 私道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 10 (190,000)     1.4km 　　 高度

立川 立川市 長方形 南東　      6m 水道
178,000 130    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 11 (171,000) Ｗ2     750m 　　 高度

立川 立川市 長方形 南　　      6m 水道
170,000 153  1.5:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 12 (164,000) Ｗ2     1.1km 　　 高度

立川 立川市 正方形 北　　      6m 水道
178,000 202 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 13 (172,000) Ｗ2     1.1km 　　 高度

立川 立川市 長方形 東　　    4.5m 水道
304,000 114  1.5:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  - 14 (289,000) Ｗ2     1.4km 　　 高度

立川 立川市 長方形 南西　      4m 水道
252,000 181    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  - 15 (240,000) Ｗ2     850m 　　 高度

立川 立川市 長方形 南　　      8m 水道
745,000 244    1:1.2 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  1 (685,000) ＲＣ5     250m 防火 　　

立川 立川市 長方形 北東　     12m 水道
1,530,000 270    1:2   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  2 (1,360,000) ＲＣ5     250m 防火 　　

立川 立川市 長方形 南　　     12m 水道
443,000 165    1:3   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  3 (423,000) ＳＲＣ5     950m 防火 　　

住宅 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東日本立川
柴崎町五丁目１２３番１１

「柴崎町５－１４－１６」

住宅 一般住宅が多いほか、共同住宅等も混在する住宅地
域

西武玉川上水
柏町四丁目６５番２６

住宅 一般住宅のほかアパート等も存する住宅地域 多摩都市モノレー
ル泉体育館柏町一丁目１０番１６

空地 一般住宅、共同住宅が混在する住宅地域 西武玉川上水
砂川町六丁目３１番９

住宅 中小規模の一般住宅等が建ち並ぶ住宅地域 西武武蔵砂川
上砂町三丁目４５番１４

住宅 中小規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした閑静な
住宅地域

西武西武立川
西砂町二丁目２８番６６

住宅 中小規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした環境の
良い住宅地域

西武西武立川
一番町三丁目１６番１０

住宅 アパート、一般住宅等が見られる住宅地域 東日本立川
錦町五丁目１６７番２８外１筆

「錦町５－１６－７」

住宅 中小規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅地
域

多摩都市モノレー
ル泉体育館栄町五丁目４７番５

店舗兼住宅 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ区画整然とした商業地
域

東日本立川
柴崎町二丁目２０１番３

「柴崎町２－２－９」

事務所 中高層の事務所、店舗ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本立川
錦町二丁目８６番１

「錦町２－１－２」

店舗兼共同住宅 小売店舗、事務所、共同住宅等が混在する商業地域 東日本立川
錦町一丁目１２１番４８

「錦町１－１６－１４」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

立川 立川市 長方形 北西　     18m 水道
950,000 295    1:3   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  4 (900,000) ＳＲＣ9     400m 防火 　　

立川 立川市 正方形 北西　     15m 水道
445,000 181 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  5 (425,000) Ｓ4 南西     1.1km 防火 　　

側道
立川 立川市 長方形 北東　    6.5m 水道

344,000 152    1:2   市道 ガス 準工
　 下水 (  60, 200)

(都) 7-  1 (330,000) Ｗ2     600m 準防 高度

武蔵野 武蔵野市 ほぼ正方形 南　　      4m 水道
410,000 149 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (402,000) ＲＣ2F1B     600m 　　 高度

武蔵野 武蔵野市 長方形 北西　    3.6m 水道
360,000 117  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (348,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

武蔵野 武蔵野市 ほぼ正方形 南東　    5.5m 水道
610,000 291 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (610,000) Ｓ2     1.1km 　　 高度

武蔵野 武蔵野市 長方形 東　　    3.5m 水道
380,000 228    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (368,000) Ｗ2       1km 　　 高度

武蔵野 武蔵野市 ほぼ長方形 東　　    3.8m 水道
329,000 148    1:2   私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (325,000) Ｗ2       2km 　　 高度

武蔵野 武蔵野市 正方形 南東　      4m 水道
416,000 119 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (405,000) Ｗ2       2km 　　 高度

武蔵野 武蔵野市 ほぼ正方形 北西　    4.6m 水道
640,000 347 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  -  7 (620,000) Ｗ2     900m 準防 高度

武蔵野 武蔵野市 ほぼ長方形 南西　      4m 水道
490,000 165    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (490,000) Ｗ2     800m 　　 高度

武蔵野 武蔵野市 台形 北東　   14.5m 水道
670,000 212    1:1.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  1 (650,000) ＲＣ6       1km 準防 高度

店舗、事務所兼共同
住宅

中高層の店舗兼事務所ビル、共同住宅等が建ち並ぶ
都道沿い商業地域

東日本立川
曙町二丁目２２１番７

「曙町２－３２－３」

店舗、事務所兼共同
住宅

店舗、事務所、共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 東日本立川
高松町二丁目１２０番１０

「高松町２－２２－１」

住宅 中小規模一般住宅、事務所、工場が混在する地域 東日本立川
曙町三丁目５番７

「曙町３－２－１０」

住宅 中小規模の一般住宅、アパート等が多く建ち並ぶ閑
静な住宅地域

東日本武蔵境
境三丁目３２４番３３外１筆

「境３－１８－４」

住宅 一般住宅、アパート、畑等が混在する住宅地域 東日本武蔵境
関前四丁目１０８５番１２

「関前４－７－１」

住宅 中規模一般住宅等が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東日本吉祥寺
吉祥寺南町三丁目２５２８番６６

「吉祥寺南町３－３１－１１」

住宅 一般住宅とアパートが建ち並ぶ住宅地域 東日本武蔵境
境南町五丁目７２８番２３

「境南町５－４－１３」

住宅 中小規模の一般住宅、アパートが混在する住宅地域 東日本三鷹
八幡町三丁目３２０番８

「八幡町３－２－３６」

住宅 小中規模の一般住宅にアパート等が混在する空地も
目立つ住宅地域

東日本吉祥寺
吉祥寺北町三丁目９８７番２

「吉祥寺北町３－１３－３１」

住宅 中規模の一般住宅が多い閑静な住宅地域 東日本吉祥寺
吉祥寺本町四丁目１８３６番３４

「吉祥寺本町４－１９－５」

住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 東日本西荻窪
吉祥寺東町四丁目４１番４４

「吉祥寺東町４－１１－１７」

作業所兼共同住宅 店舗、事務所、マンション等が混在する路線商業地
域

東日本吉祥寺
吉祥寺南町三丁目２５４６番４

「吉祥寺南町３－２４－３」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

武蔵野 武蔵野市 ほぼ長方形 南東　    7.2m 水道
4,680,000 198    1:1.2 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  2 (4,520,000) ＲＣ5F1B      90m 防火 　　

武蔵野 武蔵野市 ほぼ長方形 南西　    5.4m 水道
1,000,000 204    1:2   市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  3 (900,000) ＲＣ3F1B     300m 準防 高度

武蔵野 武蔵野市 長方形 東　　     22m 水道
1,300,000 82    1:2.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  4 (1,250,000) Ｓ4     300m 防火 　　

武蔵野 武蔵野市 長方形 北東　     11m 水道
410,000 253    1:1.2 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  5 (400,000) ＲＣ4     2.1km 準防 高度

武蔵野 武蔵野市 台形 東　　    7.1m 水道
910,000 141    1:3   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  6 (890,000) Ｓ6F1B     210m 防火 　　

武蔵野 武蔵野市 台形 北　　    7.3m 水道
2,300,000 105    1:2   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  7 (2,250,000) Ｓ6      50m 防火 　　

三鷹 三鷹市 ほぼ正方形 南東　    4.4m 水道
610,000 296 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (590,000) Ｗ2     750m 準防 高度

三鷹 三鷹市 長方形 東　　    3.5m 水道
404,000 132  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (401,000) Ｗ2     1.7km 準防 高度

三鷹 三鷹市 長方形 南東　      5m 水道
435,000 164  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (435,000) Ｗ2     800m 　　 高度

三鷹 三鷹市 長方形 西　　      4m 水道
317,000 196  1.2:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (322,000) Ｗ2     2.1km 　　 高度

三鷹 三鷹市 長方形 北　　      9m 水道
420,000 121    1:2.5 都道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  5 (423,000) ＲＣ5     2.4km 準防 高度

三鷹 三鷹市 長方形 西　　      5m 水道
310,000 225    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  6 (315,000) Ｗ2       2km 準防 高度

店舗 小売店舗等が集まる駅前の中心的商業地域 東日本吉祥寺
吉祥寺本町一丁目２０７３番２の内

「吉祥寺本町１－９－１２」

店舗 小売店舗、マンション等が混在する近隣商業地域 東日本吉祥寺
吉祥寺本町二丁目１９７５番１外１筆

「吉祥寺本町２－１７－２」

店舗、事務所兼住宅 中小規模の小売、飲食店舗ビルが建ち並ぶ商業地域 東日本三鷹
中町一丁目３０６８番１２

「中町１－１０－６」

店舗兼共同住宅 低層の店舗併用住宅、中層の共同住宅、工場等が混
在する路線商業地域

東日本三鷹
関前三丁目５２６番ロ外１筆

「関前３－４１－１４」

店舗、事務所兼共同
住宅

小売店舗、中層の店舗付マンション等が多く建ち並
ぶ駅前商業地域

東日本武蔵境
境二丁目５０４番２６

「境２－２－１９」

店舗、事務所兼住宅 中高層の飲食店、雑居ビルが多い駅前の商業地域 東日本吉祥寺
吉祥寺南町一丁目２７２８番９の内

「吉祥寺南町１－５－５」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東日本吉祥寺
井の頭四丁目４２４番２０

「井の頭４－１９－７」

住宅 住宅、アパートの混在する既成住宅地域 東日本三鷹
下連雀六丁目５１２番２１

「下連雀６－８－１０」

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な既成住宅地域 京王三鷹台
牟礼二丁目１０５６番４

「牟礼２－８－２２」

住宅 一般住宅が多い住宅地域 京王千歳烏山
北野二丁目２３４１番７外１筆

「北野２－５－７」

共同住宅 共同住宅、店舗、事業所等が混在する住宅地域 東日本三鷹
野崎一丁目４０番５

「野崎１－８－１８」

住宅 一般住宅が多い住宅地域 京王仙川
新川五丁目４００番１０

「新川５－１７－３」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

三鷹 三鷹市 長方形 西　　      5m 水道
308,000 110    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (315,000) Ｗ2     1.5km 準防 高度

三鷹 三鷹市 長方形 西　　      5m 水道
250,000 92    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (254,000) Ｗ2     1.5km 　　 高度

三鷹 三鷹市 長方形 東　　      4m 水道
330,000 186    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  -  9 (330,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

三鷹 三鷹市 長方形 東　　      5m 水道
470,000 174    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 10 (460,000) Ｗ2       1km 準防 高度

三鷹 三鷹市 ほぼ正方形 東　　      4m 水道
358,000 124 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 11 (352,000) Ｓ2F1B       2km 　　 高度

三鷹 三鷹市 台形 北西　      6m 水道
405,000 232    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  - 12 (405,000) Ｗ2     1.4km 　　 高度

三鷹 三鷹市 長方形 南　　      6m 水道
318,000 140    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 13 (320,000) Ｗ2     1.6km 　　 高度

三鷹 三鷹市 台形 北東　      9m 水道
890,000 404    1:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (890,000) ＳＲＣ10     400m 防火 　　

三鷹 三鷹市 長方形 東　　     12m 水道
830,000 125    1:1.2 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  2 (830,000) Ｓ3     750m 防火 高度

三鷹 三鷹市 台形 東　　     12m 水道
2,180,000 208    1:2.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  3 (2,100,000) ＳＲＣ5F1B     110m 防火 　　

青梅 青梅市 長方形 西　　    4.6m 水道
57,800 128    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (57,800) Ｗ2     630m 　　 高度

青梅 青梅市 ほぼ長方形 東　　    4.2m 水道
74,000 120    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (73,200) Ｗ2     900m 　　 高度

住宅 小規模の一般住宅が建ち並ぶ新興住宅地域 京王仙川
中原二丁目１０７番１０

「中原２－１１－１０」

住宅 一般住宅の中に空地等が見られる郊外の住宅地域 西武多磨
大沢六丁目５１２番５

「大沢６－１０－２」

住宅 中規模一般住宅の周辺に畑地も見られる住宅地域 東日本武蔵境
井口一丁目１３４番４９

「井口１－２１－２５」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ利便性の良い住宅地域 東日本三鷹
下連雀四丁目１５１番２４

「下連雀４－４－１９」

住宅 一般住宅の中に空地等が見られる郊外の住宅地域 東日本三鷹
上連雀七丁目３１９番２３

「上連雀７－１４－９」

住宅 一般住宅の中に共同住宅等が見られる住宅地域 京王井の頭公園
牟礼四丁目６３２番７外４筆

「牟礼４－１１－１３」

住宅 一般住宅、店舗等が混在する既成住宅地域 東日本武蔵境
深大寺二丁目４０５９番１９

「深大寺２－１２－８」

店舗兼共同住宅 中低層の店舗、マンション等が建ち並ぶ商業地域 東日本三鷹
下連雀三丁目１９２番９外２筆

「下連雀３－１２－５」

店舗兼住宅 中規模のマンション、事務所も混在する商業地域 東日本三鷹
下連雀四丁目２６４番１５

「下連雀４－１６－１３」

店舗兼住宅 中高層の店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 東日本三鷹
下連雀三丁目２５６番５

「下連雀３－３５－６」

住宅 畑が多い中に一般住宅が見受けられる住宅地域 東日本軍畑
柚木町三丁目７１７番６

住宅 一般住宅の中に畑が見られる住宅地域 東日本日向和田
梅郷四丁目６０８番７

－ 121 －



 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
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青梅 青梅市 長方形 南東　    4.8m 水道
72,000 136    1:2   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (72,000) Ｗ2     2.3km 　　 高度

青梅 青梅市 長方形 南東　      6m 水道
119,000 164    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  4 (118,000) Ｗ2     1.4km 準防 高度

青梅 青梅市 長方形 北　　    4.3m 水道
144,000 100    1:3   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  5 (142,000) Ｗ2     620m 準防 高度

青梅 青梅市 長方形 南西　      4m 水道
122,000 153    1:2   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (119,000) Ｓ2     1.2km 　　 高度

青梅 青梅市 ほぼ長方形 北　　      5m 水道
89,000 117    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  7 (89,000) Ｗ2     1.5km 準防 高度

青梅 青梅市 長方形 北東　      6m 水道
182,000 111    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  8 (178,000) Ｗ2     800m 準防 高度

青梅 青梅市 長方形 西　　      6m 水道
194,000 112    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(都)  -  9 (191,000) Ｗ2     850m 準防 高度

青梅 青梅市 正方形 東　　      6m 水道
164,000 170 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 10 (160,000) Ｗ2     1.4km 準防 高度

青梅 青梅市 ほぼ長方形 西　　      6m 水道
84,000 188    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 11 (84,000) Ｗ2     3.5km 　　 高度

青梅 青梅市 長方形 北　　      6m 水道
182,000 121    1:1.5 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 12 (178,000) Ｗ2     800m 準防 高度

青梅 青梅市 長方形 南　　      4m 水道
63,000 209  1.5:1   市道 １低専

　 (  40,  80)
(都)  - 13 (63,000) Ｓ2     3.4km 　　 高度

青梅 青梅市 長方形 南　　   11.2m 水道
171,000 565    1:3   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (169,000) ＲＣ4     220m 防火 　　

背面道

住宅 一般住宅の中に畑等も見られる住宅地域 東日本青梅
畑中三丁目４８３番２

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ新興住宅地域 東日本青梅
大柳町１５８５番９

住宅 一般住宅のほかに共同住宅も存する住宅地域 東日本青梅
西分町三丁目８４番１５

住宅 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東日本東青梅
吹上２６７番１５

住宅 一般住宅の中に、一部畑等が見られる住宅地域 東日本東青梅
長淵三丁目２９２番１２

住宅 一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 東日本河辺
河辺町七丁目３番３３

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 東日本小作
新町三丁目４７番１５

住宅 中規模一般住宅が多い区画整理済の住宅地域 東日本小作
新町二丁目２３番２

住宅 中規模一般住宅、市営住宅のほか、空地等も見られ
る住宅地域

東日本河辺
藤橋一丁目４０３番６

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 東日本河辺
師岡町三丁目４番１３

住宅 畑が散在し、在来住宅と新興住宅がある住宅地域 東日本東青梅
黒沢一丁目１０８番３外１筆

店舗 小売店舗、銀行等が建ち並ぶ古くからの商業地域 東日本青梅
仲町２９５番外１筆
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

青梅 青梅市 長方形 北　　     20m 水道
224,000 536    1:1.5 都道 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  2 (224,000) Ｓ6     500m 準防 高度

青梅 青梅市 長方形 北東　      6m 水道
207,000 171    1:2   市道 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  3 (202,000) Ｓ3     170m 準防 高度

青梅 青梅市 長方形 東　　     20m 水道
183,000 206    1:1.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  4 (183,000) Ｓ3       1km 準防 高度

青梅 青梅市 正方形 東　　      8m 水道
82,000 1,023 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (79,000) Ｓ2     2.2km 準防 高度

青梅 青梅市 長方形 北東　      8m 水道
73,000 3,305    1:1.2 市道 ガス 工専

　 下水 (  60, 200)
(都) 9-  1 (70,000) Ｓ2     1.3km 準防 　　

青梅 青梅市 台形 南東　      6m 水道 「調区」
39,000 207  1.5:1   都道

　 (  40,  80)
(都)10-  1 (39,400) Ｗ2     1.8km 　　 　　

青梅 青梅市 ほぼ台形 南　　      8m 水道 「調区」
35,500 171  2.5:1   都道

　 (  40,  80)
(都)10-  2 (35,500) Ｗ2     4.6km 　　 　　

青梅 青梅市 台形 南東　    5.5m 水道 「調区」
61,000 220    1:1.5 市道

　 下水 (  40,  80)
(都)10-  3 (61,000) Ｗ2     3.7km 　　 　　

府中 府中市 長方形 東　　      4m 水道
310,000 164    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  1 (296,000) Ｗ2     600m 準防 高度

府中 府中市 ほぼ長方形 北東　      4m 水道
269,000 107    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (255,000) Ｗ2     440m 　　 高度

府中 府中市 ほぼ長方形 南　　      4m 水道
287,000 100    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (274,000) Ｗ2     350m 　　 高度

府中 府中市 長方形 南　　      4m 水道
343,000 134    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  4 (327,000) Ｗ2     450m 準防 高度

事務所 中層ビル、店舗、事務所等が混在する幹線街路沿い
の商業地域

東日本河辺
野上町四丁目４番５

事務所 事務所と住宅等が混在する商業地域 東日本河辺
河辺町五丁目１０番８

店舗兼住宅 小売店舗のほかに共同住宅等が見られる区画整理済
の商業地域

東日本小作
新町二丁目１３番７

倉庫 中小規模の工場、倉庫のほか一般住宅等も混在する
地域

東日本小作
藤橋三丁目１番４外１筆

事務所兼工場 中規模の工場が建ち並ぶ工業地域 東日本小作
末広町一丁目４番３

住宅 一般住宅のほか作業所兼住宅が見られる既存の住宅
地域

東日本御嶽
御岳二丁目５３８番２外２筆

住宅 一般住宅、農家住宅が見られる都道沿いの住宅地域 東日本東青梅
成木八丁目１８１番２

住宅 周辺に農地が多く、一般住宅のほか小工場等も混在
する地域

東日本小作
今井二丁目１２３０番３

住宅 一般住宅のほかマンション等も見られる住宅地域 京王武蔵野台
白糸台三丁目１４番２５

住宅 一般住宅のほか、共同住宅等も見られる住宅地域 京王中河原
住吉町四丁目２１番１６

住宅 一般住宅のほかアパート等も見られる住宅地域 西武多磨
多磨町一丁目２１番３４

住宅 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 京王東府中
清水が丘二丁目１０番２２
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

府中 府中市 長方形 南西　      4m 水道
255,000 123  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (247,000) Ｗ2     1.1km 　　 高度

府中 府中市 正方形 南西　      6m 水道
299,000 210 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  6 (285,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

府中 府中市 ほぼ長方形 南　　      4m 水道
334,000 109    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  7 (330,000) ＲＣ2     400m 準防 高度

府中 府中市 長方形 南西　      4m 水道
285,000 224  1.5:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (278,000) Ｗ2     2.2km 　　 高度

府中 府中市 台形 北　　      4m 水道
301,000 148    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(都)  -  9 (298,000) Ｗ2     750m 準防 高度

府中 府中市 長方形 南東　      6m 水道
248,000 133    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 10 (238,000) Ｗ2     1.7km 　　 高度

府中 府中市 長方形 南西　      5m 水道
255,000 119    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 11 (252,000) Ｗ2     900m 　　 高度

府中 府中市 正方形 西　　      6m 水道
331,000 165 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  - 12 (327,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

府中 府中市 長方形 南　　      4m 水道
347,000 156    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 13 (327,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

府中 府中市 ほぼ正方形 西　　      4m 水道
290,000 165 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 14 (283,000) Ｗ2     2.1km 　　 高度

府中 府中市 台形 西　　      6m 水道
311,000 186    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  - 15 (295,000) Ｗ2     950m 　　 高度

府中 府中市 ほぼ正方形 東　　      8m 水道
445,000 115 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 16 (427,000) Ｗ2     900m 準防 高度

住宅 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 京王中河原
南町五丁目１６番５０外２筆

住宅 整然とした区画の中に中規模程度の住宅が建ち並ぶ
地域

京王飛田給
押立町五丁目１２番２８

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東日本府中本町
本町二丁目１０番２４

住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 東日本国分寺
新町一丁目３１番１２

住宅 中小規模の一般住宅が多い既成住宅地域 京王分倍河原
美好町三丁目４９番１６

住宅 中規模一般住宅が多い分譲住宅地域 京王中河原
四谷三丁目４９番２５

住宅 農地も多く見られる中小規模一般住宅地域 東日本谷保
西原町四丁目１１番１５外１筆

住宅 中規模一般住宅が多い区画整理済の住宅地域 京王分倍河原
美好町二丁目４５番７

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 京王府中
幸町一丁目２５番３

住宅 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 京王府中
天神町四丁目２４番１４

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 京王東府中
若松町三丁目２５番１７

住宅 中小規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 京王府中
緑町一丁目１８番１３
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

府中 府中市 長方形 東　　      4m 水道
345,000 172  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 17 (341,000) Ｗ2     330m 　　 高度

府中 府中市 長方形 南東　      5m 水道
295,000 188    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  - 18 (280,000) Ｗ2     750m 　　 高度

府中 府中市 ほぼ長方形 北　　     20m 水道
965,000 135    1:3   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (920,000) Ｓ6     430m 防火 　　

府中 府中市 長方形 南　　     18m 水道
460,000 443    1:2.5 国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  2 (438,000) ＲＣ5F1B     350m 防火 高度

府中 府中市 正方形 西　　     18m 水道
325,000 206 都道 ガス 準住居

　 下水 (  60, 300)
(都) 5-  3 (313,000) ＳＲＣ4F1B 南     1.2km 防火 高度

側道
府中 府中市 長方形 南　　     11m 水道

534,000 194    1:2.5 都道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(都) 5-  4 (510,000) ＲＣ7 東     650m 防火 　　
側道

府中 府中市 長方形 北　　     18m 水道
380,000 172    1:1.2 国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  5 (362,000) Ｓ5     600m 防火 高度

府中 府中市 ほぼ長方形 東　　     10m 水道
350,000 159    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  6 (343,000) Ｓ2     1.7km 準防 高度

府中 府中市 長方形 西　　     12m 水道
730,000 135    1:1.2 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  7 (693,000) ＲＣ7F1B     260m 防火 　　

府中 府中市 正方形 南　　    8.7m 水道
282,000 224 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (275,000) Ｓ3       1km 準防 高度

昭島 昭島市 長方形 北西　      6m 水道
179,000 194  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  1 (171,000) Ｗ2     1.4km 準防 高度

昭島 昭島市 長方形 南西　      4m 水道
217,000 130    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (207,000) Ｓ2     800m 　　 高度

住宅 中規模一般住宅、アパートが混在する住宅地域 東日本西国分寺
武蔵台三丁目３５番１６外１筆

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 京王中河原
南町三丁目３１番７６

店舗、事務所兼住宅 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ古くからの商業地域 京王府中
宮西町二丁目１７番７

店舗兼共同住宅 店舗付マンション、営業所等が混在する路線商業地
域

京王東府中
若松町二丁目３番４

事務所 事務所、一般住宅、マンションが混在する都道沿い
の商業地域

京王東府中
若松町四丁目９番１２

店舗兼共同住宅 中層の店舗ビル、事務所等が建ち並ぶ商業地域 京王分倍河原
宮西町四丁目１６番１

店舗兼共同住宅 中小規模の店舗兼共同住宅、共同住宅等が混在する
路線商業地域

京王分倍河原
美好町一丁目３５番８

事務所兼共同住宅 店舗、事務所、一般住宅が混在する路線商業地域 東日本国立
北山町三丁目２３番６

店舗、事務所兼共同
住宅

店舗、事務所、マンション等が混在する商業地域 京王府中
宮町一丁目２３番９

工場兼事務所 大規模工場に近接し、一般住宅、小規模工場等が混
在する地域

東日本北府中
武蔵台一丁目６番６

住宅 中規模一般住宅の多い区画整然とした住宅地域 東日本昭島
宮沢町二丁目２３０番３２

「宮沢町２－２０－１１」

住宅 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東日本東中神
玉川町五丁目９１７番５

「玉川町５－５－２７」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

昭島 昭島市 長方形 東　　      5m 水道
149,000 125    2:1   私道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (145,000) Ｗ2     1.6km 　　 高度

昭島 昭島市 長方形 東　　      4m 水道
202,000 184    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (195,000) Ｗ2     650m 　　 高度

昭島 昭島市 長方形 北東　    4.5m 水道
146,000 96    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (142,000) Ｗ2     1.9km 　　 高度

昭島 昭島市 長方形 南西　      4m 水道
184,000 80    1:2   私道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  6 (178,000) Ｗ2     1.1km 準防 高度

昭島 昭島市 正方形 北東　      4m 水道
176,000 198 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (167,000) Ｗ1     840m 　　 高度

昭島 昭島市 長方形 西　　      4m 水道
175,000 86    1:1.3 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (166,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

昭島 昭島市 長方形 北西　      4m 水道
235,000 192    1:1.2 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  -  9 (224,000) Ｗ2     550m 準防 高度

昭島 昭島市 ほぼ正方形 南西　      9m 水道
291,000 150 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  1 (279,000) ＲＣ3     100m 準防 高度

昭島 昭島市 長方形 北　　     16m 水道
294,000 315    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  2 (283,000) ＲＣ4     230m 準防 高度

昭島 昭島市 長方形 北　　駅前広場 水道
448,000 196    1:1.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  3 (439,000) ＲＣ6 駅前広場接面 防火 　　

昭島 昭島市 正方形 北　　    4.6m 水道
146,000 661 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (144,000) Ｓ3 東     1.6km 準防 高度

側道
昭島 昭島市 長方形 南西　      6m 水道

169,000 575  1.5:1   市道 準工
　 下水 (  60, 200)

(都) 7-  2 (164,000) Ｓ2     1.2km 準防 高度

住宅 小規模一般住宅等が建ち並ぶ新興の住宅地域 東日本昭島
大神町三丁目５５７番１１

「大神町３－１０－１２」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 東日本昭島
松原町一丁目３５１９番３９

「松原町１－３３－５」

住宅 小規模一般住宅が建ち並ぶ新興の住宅地域 東日本昭島
拝島町四丁目８６８番５

「拝島町４－１４－５」

住宅 小規模一般住宅が密集する新興の住宅地域 東日本中神
中神町字東新畑１２９６番３１

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本拝島
緑町四丁目３１２２番２

「緑町４－２２－２８」

住宅 一般住宅、共同住宅が混在する住宅地域 東日本中神
中神町二丁目３９３番１

「中神町２－３４－３３」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 東日本昭島
昭和町四丁目２５０番７４

「昭和町４－６－９」

事務所 中小規模の日用品小売店舗等が建ち並ぶ商業地域 東日本拝島
松原町四丁目３８３８番２の内

「松原町４－１４－１０」

店舗兼共同住宅 店舗、事務所、共同住宅等が建ち並ぶ路線商業地域 東日本中神
朝日町三丁目１０３４番８

「朝日町３－６－２５」

店舗兼共同住宅 中層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ駅前商業地域 東日本昭島
昭和町五丁目２２８番８

「昭和町５－１０－１７」

工場兼住宅 一般住宅、工場、共同住宅、ホテル等が混在する住
宅地域

東日本東中神
福島町三丁目１４５４番２

「福島町３－１１－１」

作業所兼事務所 大規模工場の中に、中小規模の工場、作業所等が混
在する工業地域

東日本中神
武蔵野三丁目３５番

「武蔵野３－２－２０」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

調布 調布市 長方形 南西　    5.2m 水道
400,000 165  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  -  1 (387,000) Ｓ2       1km 準防 高度

調布 調布市 ほぼ正方形 南　　      6m 水道
480,000 209 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (480,000) Ｗ2     450m 　　 高度

調布 調布市 長方形 北西　    4.5m 水道
340,000 200    1:1.2 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (332,000) Ｗ2     1.6km 　　 高度

調布 調布市 ほぼ長方形 北西　      5m 水道
425,000 120    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (410,000) Ｗ2     300m 　　 高度

調布 調布市 長方形 南　　      5m 水道
410,000 164    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (398,000) Ｗ2     1.1km 　　 高度

調布 調布市 長方形 南東　      4m 水道
284,000 110  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (279,000) Ｗ2     2.2km 　　 高度

調布 調布市 ほぼ正方形 南東　      4m 水道
267,000 208 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (263,000) Ｓ2     3.3km 　　 高度

調布 調布市 長方形 南東　      4m 水道
280,000 161    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (275,000) Ｓ2     3.8km 　　 高度

調布 調布市 長方形 南　　      4m 水道
459,000 119    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  9 (445,000) Ｗ2     600m 準防 高度

調布 調布市 長方形 南東　      6m 水道
400,000 166    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 10 (382,000) Ｗ2     500m 　　 高度

調布 調布市 長方形 北東　    4.5m 水道
384,000 123    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 11 (372,000) Ｗ2     880m 　　 高度

調布 調布市 ほぼ長方形 東　　      5m 水道
395,000 208    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 12 (380,000) Ｓ2     380m 準防 高度

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 京王調布
調布ケ丘一丁目１６番２３

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 京王つつじヶ丘
西つつじケ丘二丁目１１番５

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ分譲住宅地域 京王仙川
入間町二丁目２０番１８

住宅 小規模一般住宅等が多い利便性の良い住宅地域 京王つつじヶ丘
西つつじケ丘四丁目１４番１７

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 京王つつじヶ丘
西つつじケ丘一丁目５７番７０

住宅 一般住宅に空地等も混在する郊外の住宅地域 京王布田
深大寺南町五丁目２２番１０

住宅 中小規模一般住宅に空地等も混在する郊外の住宅地
域

京王調布
深大寺北町五丁目４番２３

住宅 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 京王調布
深大寺東町六丁目２９番１９

住宅 中小規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地
域

京王調布
調布ケ丘一丁目２８番４

住宅 中規模一般住宅が多い交通至便な住宅地域 京王柴崎
菊野台二丁目９番３２

住宅 一般住宅が多い閑静な住宅地域 京王調布
小島町三丁目１７番１４

住宅 中規模一般住宅、アパートが建ち並ぶ利便性の良い
住宅地域

京王布田
国領町五丁目１８番８外１筆
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

調布 調布市 正方形 南東　      4m 水道
396,000 228 私道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  - 13 (377,000) Ｗ2     540m 　　 高度

調布 調布市 長方形 南西　      4m 水道
309,000 133    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 14 (300,000) Ｓ2     660m 　　 高度

調布 調布市 ほぼ長方形 南東　    3.8m 水道
330,000 115    1:1.5 道路 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 15 (319,000) Ｗ2     750m 　　 高度

調布 調布市 正方形 北　　      4m 水道
630,000 83 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  1 (600,000) Ｓ3      80m 防火 　　

調布 調布市 長方形 東　　      6m 水道
460,000 76    1:1.2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  2 (440,000) ＳＲＣ3F1B      60m 準防 高度

調布 調布市 長方形 南東　    5.5m 水道
465,000 79    1:3   市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  3 (445,000) Ｗ2      60m 準防 高度

調布 調布市 長方形 西　　      8m 水道
460,000 114  1.2:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  4 (440,000) Ｗ2     150m 準防 高度

調布 調布市 長方形 南東　     18m 水道
387,000 446    1:1.5 国道 ガス 準住居

　 下水 (  60, 200)
(都) 5-  5 (376,000) ＲＣ3F1B 南西     370m 準防 高度

側道
調布 調布市 長方形 北西　    4.8m 水道

333,000 287    1:2.5 市道 ガス 準工
　 下水 (  60, 200)

(都) 7-  1 (323,000) Ｓ3     800m 準防 高度

町田 町田市 長方形 北　　      6m 水道
147,000 200  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (145,000) Ｗ2     2.7km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ正方形 南東　      5m 水道
214,000 221 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (210,000) Ｗ2     700m 　　 高度

町田 町田市 ほぼ台形 南東　      6m 水道
190,000 125    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (187,000) Ｗ2     1.8km 　　 高度

住宅 一般住宅の中にアパートも見られる住宅地域 京王つつじヶ丘
東つつじケ丘二丁目２４番５

住宅 中小規模の住宅が建ち並ぶ住宅地域 京王西調布
富士見町一丁目２３番５

住宅 一般住宅、アパートのほか農地もある住宅地域 京王西調布
下石原三丁目２９番６

店舗兼住宅 小規模、中低層の店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 京王つつじヶ丘
西つつじケ丘三丁目３４番４外１筆

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店が建ち並ぶ駅前路線商業地域 京王西調布
上石原一丁目２６番８

店舗兼住宅 小規模店舗併用住宅等が多い駅前の商業地域 京王柴崎
菊野台一丁目１７番４８

店舗兼共同住宅 小規模店舗が多い駅前の商業地域 京王布田
国領町五丁目２番８

事務所、倉庫兼共同
住宅

一般住宅、低中層店舗併用共同住宅、営業所等が混
在する路線商業地域

京王柴崎
柴崎一丁目６番１外２筆

作業所兼共同住宅 小規模作業所、アパート、一般住宅等の混在地域 京王柴崎
柴崎一丁目５０番９

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東日本町田
金森字九号１３０８番４５

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 東急すずかけ台
南つくし野四丁目６番２７

住宅 一般住宅のほかアパート等も見られる閑静な住宅地
域

東日本町田
金森字四号６０９番３
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

町田 町田市 ほぼ長方形 北西　      4m 水道
230,000 97    1:1.2 市道 ガス ２中専

　 下水 (  50, 150)
(都)  -  4 (227,000) Ｗ2       1km 準防 高度

町田 町田市 長方形 北東　    3.6m 水道
155,000 104    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (148,000) Ｗ2     500m 　　 高度

町田 町田市 長方形 北　　    6.5m 水道
178,000 258  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (174,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ台形 西　　      5m 水道
176,000 207    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (168,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ長方形 北西　      4m 水道
177,000 148    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (171,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

町田 町田市 台形 西　　    5.5m 水道
104,000 143    1:1.2 市道 １低専

　 (  40,  80)
(都)  -  9 (103,000) Ｗ2     1.6km 　　 高度

町田 町田市 長方形 南　　      6m 水道
223,000 138    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 10 (217,000) ＲＣ2     600m 　　 高度

町田 町田市 長方形 南　　      4m 水道
225,000 134    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 11 (213,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

町田 町田市 長方形 西　　      4m 水道
113,000 214  1.5:1   市道 １低専

　 (  40,  80)
(都)  - 12 (110,000) Ｗ2     800m 　　 高度

町田 町田市 長方形 南　　      6m 水道
178,000 349    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  - 13 (170,000) Ｗ1     640m 　　 高度

町田 町田市 長方形 北西　      4m 水道
143,000 169    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 14 (140,000) Ｗ2     1.9km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ長方形 北　　      4m 水道
177,000 252    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 15 (172,000) Ｗ2     1.7km 　　 高度

住宅 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 東日本町田
原町田二丁目１３２７番１３

「原町田２－２７－２６」

住宅 一般住宅のほかにアパート等も見られる住宅地域 京王多摩境
小山町字二十三号２６１９番１０外１筆

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東日本成瀬
成瀬字十二号２１５４番１１２

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 小田急玉川学園前
東玉川学園一丁目３５７７番１７５

「東玉川学園１－３２－１５」

住宅 中規模の一般住宅が多い高台の住宅地域 東日本町田
高ケ坂字十二号１５９８番３１

住宅 中規模一般住宅が多い高台の住宅地域 東日本相原
相原町字坂下４８０番１２１

住宅 一般住宅の中にアパート等が見られる区画整然とし
た住宅地域

東日本成瀬
南成瀬六丁目１０番１２

住宅 一般住宅が多い閑静な住宅地域 小田急町田
森野三丁目７１２番１１

「森野３－５－１８」

住宅 一般住宅にアパートが見られる住宅地域 東日本相原
相原町字丸山表１７０１番７外３筆

住宅 中規模一般住宅等が多い区画整然とした住宅地域 小田急鶴川
鶴川一丁目１０番７

住宅 中規模一般住宅が多い高台の分譲住宅地域 東日本成瀬
成瀬字十四号２６８６番８３

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 小田急町田
旭町三丁目６８１番４

「旭町３－１９－８」

－ 129 －



 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

町田 町田市 長方形 北東　    4.6m 水道
151,000 122    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 16 (143,000) Ｗ2     1.6km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ長方形 南　　      4m 水道
156,000 209  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 17 (150,000) Ｗ2     2.6km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ台形 東　　      6m 水道
194,000 209  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 18 (183,000) Ｗ2       1km 　　 高度

町田 町田市 長方形 南　　      4m 水道
160,000 156    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 19 (154,000) Ｗ2     1.4km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ長方形 北西　      4m 水道
110,000 200    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 20 (107,000) Ｗ2     960m 　　 高度

町田 町田市 長方形 南西　      8m 水道
162,000 225    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  - 21 (155,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

町田 町田市 長方形 北　　      6m 水道
210,000 187    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 22 (200,000) Ｗ2     350m 　　 高度

町田 町田市 長方形 南東　      6m 水道
106,000 221    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 23 (105,000) Ｗ2       3km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ長方形 東　　      4m 水道
165,000 233    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 24 (160,000) Ｗ2     1.1km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ長方形 南東　      5m 水道
212,000 231    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 25 (200,000) Ｗ2     550m 　　 高度

町田 町田市 長方形 南西　    5.5m 水道
159,000 148    1:2   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 26 (156,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

町田 町田市 長方形 北西　      4m 水道
217,000 175    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 27 (209,000) Ｗ2     870m 　　 高度

住宅 小規模一般住宅が多い住宅地域 東日本古淵
木曽東三丁目９７３番４

「木曽東３－１８－３９」

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 小田急町田
本町田字十六号２０４８番５１

住宅 中規模一般住宅が多い高台の住宅地域 小田急玉川学園前
玉川学園三丁目３６９０番６５

「玉川学園３－２１－２」

住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 小田急町田
南大谷字十六号１３８６番６

住宅 一般住宅の間に農地や空地も見られる住宅地域 京王多摩境
小山町字九号１１９７番３外１筆

住宅 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 東日本古淵
木曽西一丁目１８８０番１４

「木曽西１－２０－５」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東急南町田
鶴間一丁目８番１５

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 東日本淵野辺
図師町字三号６１３番１０

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 小田急柿生
三輪町字一号３１番３５

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 小田急玉川学園前
玉川学園四丁目３９２７番３

「玉川学園４－２－３」

住宅 小規模一般住宅、アパート等が見られる住宅地域 小田急鶴川
大蔵町字大蔵２５９番７

住宅 一般住宅のほかにアパートも見られる住宅地域 東日本町田
金森一丁目８９番７外３筆

「金森１－１８－１３」

－ 130 －



 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

町田 町田市 台形 南　　      5m 水道
219,000 236    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  - 28 (214,000) Ｗ2     300m 　　 高度

町田 町田市 長方形 北西　      4m 水道
127,000 179    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 29 (125,000) Ｗ2     2.1km 　　 高度

町田 町田市 長方形 南　　      6m 水道
196,000 175    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  - 30 (185,000) Ｓ2     1.1km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ正方形 東　　      9m 水道
91,700 598 都道 １低専

　 (  40,  80)
(都)  - 31 (91,700) Ｗ2     4.6km 　　 高度

背面道
町田 町田市 台形 西　　    3.3m 水道

128,000 142    1:1.5 市道 １低専
　 下水 (  40,  80)

(都)  - 32 (125,000) Ｓ2     2.1km 　　 高度

町田 町田市 長方形 南東　      6m 水道
94,000 150    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 33 (94,000) Ｗ2       3km 　　 高度

町田 町田市 台形 南西　    9.5m 水道
94,000 179    1:1   都道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 34 (94,000) Ｓ2     4.1km 　　 高度

町田 町田市 正方形 東　　    6.2m 水道
158,000 258 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 35 (155,000) Ｗ2     1.7km 　　 高度

町田 町田市 長方形 南西　      4m 水道
160,000 92  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 36 (152,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

町田 町田市 台形 北東　      5m 水道
148,000 173  1.5:1   私道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 37 (142,000) Ｗ2     1.9km 　　 高度

町田 町田市 長方形 南　　      4m 水道
121,000 181    1:2   私道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 38 (121,000) Ｗ2     3.9km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ長方形 西　　      4m 水道
122,000 330  1.2:1   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 39 (120,000) Ｗ2F1B     3.3km 　　 高度

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東急つくし野
つくし野一丁目２３番２６

住宅 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 小田急鶴川
広袴二丁目１５番４

住宅 中規模一般住宅が区画整然と建ち並ぶ住宅地域 小田急玉川学園前
玉川学園四丁目３５８３番９６

「玉川学園４－２０－２７」

住宅 一般住宅のほかに農地、空地が見られる住宅地域 小田急鶴川
小野路町字沼城７４番２

住宅 一般住宅のほか農地、空地等が見られる住宅地域 東日本古淵
山崎町字十四号２０２０番１

住宅 一般住宅の中に空地が見られる区画整理済の住宅地
域

東日本淵野辺
下小山田町字向台４０１４番２３

住宅 中規模一般住宅のほか農家住宅も見られる住宅地域 東日本淵野辺
上小山田町字五号５６８番４

住宅 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 小田急町田
高ケ坂字九号１２４１番３

住宅 小規模の住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本古淵
木曽東一丁目４７３番３外１筆

「木曽東１－２０－５」

住宅 中規模の一般住宅が多い閑静な分譲住宅地域 東日本古淵
木曽西五丁目１４０１番７

「木曽西５－２２ー２４」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ傾斜地の住宅地域 東日本町田
本町田字乙五号３０２２番２３

住宅 一般住宅、アパート、空地等が混在する住宅地域 小田急鶴川
真光寺町字十号９３６番１

－ 131 －



 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

町田 町田市 長方形 北東　    5.5m 水道
290,000 209    1:2   市道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 40 (280,000) Ｗ2     1.1km 準防 高度

町田 町田市 長方形 北　　      5m 水道
122,000 165    1:2   市道 １低専

＊ 　 (  40,  80)
(都)  - 41 (121,000) Ｗ2     450m 　　 高度

町田 町田市 不整形 北　　    1.8m 水道
23,000 1,376    1:12.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都) 3-  1 (23,000)     4.6km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ長方形 北　　      1m 水道
29,000 898    1:1.5 市道 １低専

未舗装 (  40,  80)
(都) 3-  2 (29,000)     3.6km 　　 高度

町田 町田市 ほぼ台形 北東　   11.5m 水道
1,110,000 166    1:2   都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(都) 5-  1 (1,040,000) ＲＣ7F1B     150m 防火 　　

町田 町田市 長方形 北　　     11m 水道
165,000 116    1:2   都道 近商

　 (  80, 200)
(都) 5-  2 (159,000) Ｓ4     350m 準防 高度

町田 町田市 正方形 南東　    9.5m 水道
383,000 408 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  3 (360,000) ＳＲＣ3 南西     670m 防火 　　

側道
町田 町田市 長方形 北東　     12m 水道

375,000 149    1:1.2 都道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(都) 5-  4 (356,000) Ｓ3     850m 準防 　　

町田 町田市 ほぼ台形 南　　     18m 水道
290,000 319    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  5 (277,000) Ｓ4     250m 準防 高度

町田 町田市 正方形 南西　     16m 水道
373,000 558 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  6 (369,000) ＲＣ5     700m 防火 　　

町田 町田市 長方形 南　　      9m 水道
293,000 131  1.2:1   市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  7 (282,000) Ｗ2     100m 準防 高度

町田 町田市 長方形 北東　     12m 水道
2,400,000 692    1:1.2 道路 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 700)
(都) 5-  8 (2,180,000) ＲＣ4F1B      90m 防火 高度

住宅 中規模一般住宅の中にアパート等のある住宅地域 小田急町田
中町二丁目５４９番５外１筆

「中町２－２０－１５」

住宅 中規模住宅が多い区画整然とした住宅地域 東日本相原
相原町字中ケ谷戸８５７番４１

田 農地の中に一般住宅が見られる宅地見込地地域 東日本淵野辺
下小山田町字龍沢１１０５番１外４筆

田 農地の中に一般住宅等が見られる街道背後の地域 小田急鶴川
野津田町字本村６２５番外２筆

店舗、事務所兼住宅 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ駅近くの商
業地域

小田急町田
森野一丁目１３７８番３

「森野１－３７－１１」

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店、スーパー等が混在する路線商業
地域

東日本相原
相原町字吉川１２３４番５

店舗、事務所兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ近隣商業地域 東日本町田
原町田四丁目１３１番２

「原町田４－１６－２１」

店舗兼事務所 店舗ビル、事務所ビル等が建ち並ぶ路線商業地域 小田急町田
森野二丁目８１８番２

「森野２－２７－１２」

店舗、事務所兼共同
住宅

中層の店舗、事務所ビルのほか共同住宅も見られる
近隣商業地域

東日本成瀬
南成瀬一丁目８番１３

事務所 中層の事務所ビルの多い幹線道路沿いの路線商業地
域

小田急町田
中町一丁目４６２番３

「中町１－２８－２」

店舗兼住宅 小規模な小売店舗が多い駅前の商業地域 東日本成瀬
成瀬が丘二丁目２５番１１

店舗兼事務所 金融機関、中高層店舗ビルが多い駅前の商業地域 小田急町田
原町田六丁目７８２番５外７筆

「原町田６－３－９」

－ 132 －



 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

町田 町田市 長方形 南西　     16m 水道
211,000 264    1:1.5 市道 準住居

　 下水 (  60, 200)
(都) 5-  9 (197,000) Ｓ3     1.5km 準防 高度

町田 町田市 長方形 北東　     12m 水道
180,000 319    1:1.2 都道 準住居

＊ 　 (  60, 200)
(都) 5- 10 (172,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

町田 町田市 長方形 北　　    8.3m 水道
125,000 297    1:1.2 都道 準工

　 (  60, 200)
(都) 7-  1 (123,000) Ｗ2       4km 準防 高度

町田 町田市 長方形 南　　      4m 水道 「調区」
60,200 300  1.5:1   市道

　 (  40,  80)
(都)10-  1 (60,200) Ｗ2     3.5km 　　 　　

町田 町田市 不整形 西　　    3.1m 水道 「調区」
47,000 464    1:2   都道

　 (  40,  80)
(都)10-  2 (47,000) Ｗ2     3.9km 　　 　　

小金井 小金井市 長方形 西　　      4m 水道
337,000 220  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(都)  -  1 (330,000) Ｗ2     900m 　　 高度

小金井 小金井市 長方形 東　　      4m 水道
313,000 188    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (303,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

小金井 小金井市 長方形 西　　      4m 水道
365,000 223    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(都)  -  3 (352,000) Ｗ2     900m 　　 高度

小金井 小金井市 台形 東　　    4.5m 水道
349,000 138    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(都)  -  4 (337,000) Ｓ2     900m 　　 高度

小金井 小金井市 台形 西　　    4.5m 水道
322,000 206    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  5 (315,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

小金井 小金井市 ほぼ長方形 東　　      4m 水道
342,000 150    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (330,000) Ｗ2       1km 　　 高度

小金井 小金井市 長方形 南西　    4.2m 水道
292,000 145    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (283,000) Ｗ2     1.4km 　　 高度

店舗兼事務所 店舗、事業所のほか空地も見られる路線商業地域 小田急町田
森野六丁目３５８番３外１筆

店舗兼住宅 店舗、事業所、一般住宅が混在する路線商業地域 小田急鶴川
大蔵町字大蔵２６４番１

店舗兼住宅 小売店舗、営業所、住宅等が混在する地域 小田急鶴川
野津田町字関ノ上４９６番６外１筆

住宅 一般住宅が見られる農地の多い住宅地域 京王京王永山
小野路町字黒川境２８６０番５外１筆

住宅 農家住宅が見られる山あいの住宅地域 東日本淵野辺
上小山田町字十二号１５２４番２

住宅 中小規模の一般住宅、アパートが多い住宅地域 東日本武蔵小金井
前原町三丁目１５０３番８

「前原町３－２０－９」

住宅 中小規模の一般住宅が多い既成住宅地域 東日本武蔵小金井
貫井南町三丁目５４８番９

「貫井南町３－３－２１」

住宅 中規模の一般住宅が多い閑静な住宅地域 東日本武蔵小金井
緑町四丁目２９３５番２３

「緑町４－７－４」

住宅 中規模一般住宅も見られる既成の住宅地域 東日本武蔵小金井
中町四丁目１３５５番３

「中町４－８－１７」

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東日本武蔵小金井
前原町二丁目１２９１番２

「前原町２－２１－１３」

住宅 中小規模の一般住宅が多い、市境に近い住宅地域 東日本東小金井
梶野町二丁目２１９番１２９

「梶野町２－４－１７」

住宅 一般住宅のほかアパートが混在する住宅地域 東日本武蔵小金井
前原町四丁目６８５番３５

「前原町４－１５－１０」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

小金井 小金井市 長方形 南　　    5.5m 水道
327,000 235    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  8 (316,000) Ｗ2     1.7km 準防 高度

小金井 小金井市 長方形 西　　      5m 水道
374,000 181    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  -  9 (360,000) Ｗ2     900m 準防 高度

小金井 小金井市 長方形 西　　     15m 水道
1,110,000 187    1:2.5 都道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (1,060,000) Ｓ4      90m 防火 　　

小金井 小金井市 台形 西　　     16m 水道
489,000 230    2:1   都道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  2 (470,000) Ｓ3     560m 防火 高度

小平 小平市 ほぼ正方形 西　　      5m 水道
274,000 160 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (271,000) Ｓ2     750m 　　 高度

小平 小平市 長方形 東　　      4m 水道
290,000 164  1.2:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (287,000) Ｓ2     1.9km 　　 高度

小平 小平市 長方形 西　　      4m 水道
260,000 175    1:1.2 私道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (255,000) Ｗ2     800m 　　 高度

小平 小平市 長方形 西　　      4m 水道
257,000 247  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (257,000) Ｗ2     900m 　　 高度

小平 小平市 長方形 東　　      4m 水道
330,000 240    1:1.2 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  -  5 (327,000) Ｗ2     250m 準防 高度

小平 小平市 長方形 西　　      5m 水道
210,000 124  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (209,000) Ｗ2     600m 　　 高度

小平 小平市 長方形 南西　      6m 水道
216,000 143  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (216,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

小平 小平市 長方形 東　　    5.4m 水道
276,000 178    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (275,000) Ｗ2     200m 　　 高度

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東日本武蔵小金井
貫井北町三丁目９４３番２２

「貫井北町３－１６－３」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本武蔵小金井
中町三丁目２１２９番７

「中町３－１４－１５」

店舗兼住宅 中層の小売店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 東日本武蔵小金井
本町一丁目１８６３番２７外１筆

「本町１－１８－７」

店舗兼共同住宅 店舗、マンション等が混在する近隣商業地域 東日本武蔵小金井
本町三丁目２５９１番１４外４筆

「本町３－８－６」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 西武花小金井
花小金井南町二丁目１１１４番３２

「花小金井南町２－５－６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東日本国分寺
上水南町三丁目６１５番６外１筆

「上水南町３－７－１８」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 西武鷹の台
津田町一丁目１４７７番２８

「津田町１－１４－３」

住宅 中規模の一般住宅のほか共同住宅も見られる住宅地
域

西武花小金井
花小金井五丁目５６７番８２

「花小金井５－５５－１９」

住宅 中規模一般住宅のほかアパート等が見られる住宅地
域

西武花小金井
花小金井一丁目８０７番９

「花小金井１－１５－１０」

住宅 小規模一般住宅が多い中に共同住宅等が混在する住
宅地域

西武東大和市
中島町３１番３

「中島町１２－１９」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 西武小平
大沼町二丁目４７７番６

住宅 中規模住宅が多い既存の住宅地域 西武小平
美園町三丁目３３９番２

「美園町３－９－１７」

－ 134 －



 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
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備の状況
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市計画法その他
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基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

小平 小平市 長方形 北　　    5.5m 水道
287,000 132    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  9 (285,000) Ｗ3     450m 　　 高度

小平 小平市 長方形 北　　    5.4m 水道
281,000 232    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 10 (281,000) Ｗ2     700m 　　 高度

小平 小平市 長方形 西　　      6m 水道
257,000 116    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 11 (251,000) Ｗ2     400m 　　 高度

小平 小平市 長方形 北　　     11m 水道
264,000 165    1:2   都道 ガス ２中専

　 下水 (  40, 200)
(都)  - 12 (264,000) Ｓ5     400m 準防 高度

小平 小平市 長方形 南　　      6m 水道
217,000 140    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(都)  - 13 (218,000) Ｗ3     1.5km 準防 高度

小平 小平市 ほぼ正方形 北　　      4m 水道
244,000 117 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  - 14 (245,000) Ｗ3     500m 準防 高度

小平 小平市 長方形 南東　      6m 水道
200,000 110    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 15 (200,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

小平 小平市 長方形 北　　    4.5m 水道
195,000 120    1:1.2 私道 ガス １低専

　 下水 (  30,  60)
(都)  - 16 (195,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

小平 小平市 長方形 東　　      9m 水道
394,000 84    1:3   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  1 (394,000) Ｓ3     350m 防火 高度

小平 小平市 ほぼ正方形 北　　     10m 水道
309,000 99 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  2 (310,000) Ｓ3     380m 防火 高度

小平 小平市 ほぼ長方形 東　　      9m 水道
358,000 131  1.2:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  3 (359,000) ＲＣ5     180m 防火 高度

日野 日野市 長方形 北　　      5m 水道
213,000 133  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  1 (204,000) Ｗ2     1.1km 　　 高度

住宅 一般住宅の中に共同住宅が混在する住宅地域 西武一橋学園
学園東町一丁目５３番５６外１筆

「学園東町１－８－１７」

住宅 中規模住宅が多い区画整然とした住宅地域 西武一橋学園
学園西町三丁目１６３３番２６外１筆

「学園西町３－２１－２２」

住宅 中小規模の一般住宅の中に空地等が見られる住宅地
域

西武鷹の台
上水本町一丁目１３００番１５

「上水本町１－１８－９」

作業所兼住宅 店舗、事務所、マンション等が混在する都道沿いの
地域

西武青梅街道
仲町６５２番４

住宅 中規模一般住宅のほか空地等も見られる区画整然と
した住宅地域

西武小川
栄町二丁目３５番１４

「栄町２－３１－２７」

住宅 中小規模一般住宅のほかアパート等も建ち並ぶ住宅
地域

西武小川
小川西町三丁目２２１７番５４

「小川西町３－１５－４」

住宅 一般住宅のほかに空地も見られる新興の分譲住宅地
域

西武東大和市
上水新町一丁目１３８１番１１

「上水新町１－１３－４９」

住宅 一般住宅のほかに空地等が見られる住宅地域 西武東大和市
小川町一丁目５５５番２３外１筆

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ駅南側の商業地域 西武花小金井
花小金井南町一丁目１０６番９

「花小金井南町１－１３－２０」

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ駅北側の商業地域 西武小川
小川西町四丁目２２１７番１１１

「小川西町４－２８－５」

店舗兼共同住宅 中小規模の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域 西武一橋学園
学園西町一丁目１２３１番２外２筆

「学園西町１－２１－１７」

住宅 アパート、空地も見られる新興住宅地域 京王高幡不動
三沢３４０番２１
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日野 日野市 ほぼ正方形 北　　      5m 水道
152,000 213 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (150,000) Ｗ2     2.1km 　　 高度

日野 日野市 長方形 西　　    8.5m 水道
223,000 203    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  -  3 （選定替） Ｗ2     580m 　　 高度

日野 日野市 長方形 東　　      4m 水道
243,000 174    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  4 (233,000) Ｗ2     500m 　　 高度

日野 日野市 ほぼ正方形 南東　      5m 水道
206,000 215 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (195,000) Ｗ2     650m 　　 高度

日野 日野市 正方形 南西　      6m 水道
237,000 106 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  6 (226,000) Ｗ2     940m 　　 高度

日野 日野市 長方形 南　　      5m 水道
182,000 233    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (180,000) Ｓ2     750m 　　 高度

日野 日野市 長方形 南東　      5m 水道
189,000 192    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (183,000) Ｗ2     1.4km 　　 高度

日野 日野市 台形 北西　      6m 水道
万願寺二丁目１０番８ 218,000 162    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  9 (206,000) Ｗ2     400m 　　 高度

日野 日野市 長方形 西　　      4m 水道
128,000 135    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 10 (126,000) Ｓ2     900m 　　 高度

日野 日野市 長方形 北東　      5m 水道
240,000 132    1:1.5 市道 ガス １低専

　 (  50, 100)
(都)  - 11 (232,000) Ｗ2     400m 　　 高度

日野 日野市 長方形 北　　      6m 水道
240,000 389    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 12 (228,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

日野 日野市 長方形 北　　      4m 水道
208,000 165    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 13 (198,000) Ｗ2     800m 　　 高度

住宅 中規模の一般住宅が多い分譲住宅地域 京王高幡不動
百草９７１番６２

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画整理済の閑静な住宅地域 京王百草園
落川１０番１２

住宅 中規模の一般住宅が多い高台の住宅地域 東日本日野
大坂上一丁目６番９

住宅 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 京王高幡不動
三沢四丁目１４番６

住宅 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 東日本豊田
旭が丘一丁目１１番６

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 京王高幡不動
南平一丁目３０番４

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 東日本豊田
東平山二丁目２６番７

住宅 中規模の一般住宅の多い区画整然とした住宅地域 多摩都市モノレー
ル万願寺

住宅 一般住宅、アパートが建ち並ぶ傾斜地の住宅地域 京王平山城址公園
平山六丁目２７番１５

住宅 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東日本豊田
豊田四丁目１９番３６

住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 東日本豊田
多摩平六丁目１４番７

住宅 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 東日本日野
栄町四丁目１１番１０外１筆
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

日野 日野市 長方形 南西　      5m 水道
208,000 130    2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 14 (202,000) Ｓ2     350m 　　 高度

日野 日野市 長方形 南　　      8m 水道
162,000 173    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 15 (162,000) Ｗ2     1.1km 　　 高度

日野 日野市 長方形 北東　      6m 水道
255,000 149    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 16 （選定替） Ｗ2     800m 　　 高度

日野 日野市 長方形 北西　     12m 水道
490,000 195    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  1 (480,000) ＲＣ4F1B 駅近接 防火 　　

日野 日野市 長方形 南西　    8.5m 水道
300,000 88    1:2   市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  2 (296,000) Ｓ3F1B      80m 準防 高度

日野 日野市 長方形 西　　      6m 水道
202,000 285    1:2   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (198,000) Ｓ3     600m 準防 高度

東村山 東村山市 長方形 東　　      4m 水道
241,000 184  1.2:1   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (234,000) Ｗ2     820m 　　 高度

東村山 東村山市 長方形 南東　      4m 水道
219,000 232    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (213,000) Ｗ2     700m 　　 高度

東村山 東村山市 長方形 南西　      4m 水道
183,000 142    1:1.2 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (180,000) Ｗ2     1.5km 　　 高度

東村山 東村山市 長方形 南　　    4.5m 水道
179,000 132  1.5:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (176,000) Ｗ2     1.4km 　　 高度

東村山 東村山市 長方形 南西　      4m 水道
177,000 257    1:1.5 道路 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (174,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

東村山 東村山市 正方形 北　　      4m 水道
270,000 215 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 300)
(都)  -  6 (260,000) Ｓ2     450m 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 多摩都市モノレー
ル甲州街道大字日野１４２０番４外３筆

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 京王南平
南平二丁目２６番３

住宅 一般住宅、アパート等が見られる住宅地域 東日本日野
神明四丁目２４番４

店舗兼事務所 中層の小売店舗、飲食店等が多い駅前の商業地域 東日本日野
日野本町三丁目１１番９外１筆

店舗、事務所兼住宅 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ駅に近い近隣商業地
域

京王南平
南平七丁目６番４１

工場兼共同住宅 工場、アパート、一般住宅のほか空地等も見られる
地域

多摩都市モノレー
ル甲州街道万願寺三丁目５１番１０外２筆

住宅 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 西武東村山
本町三丁目２０番８４外１筆

住宅 中規模程度の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 西武久米川
恩多町三丁目３７番６

住宅 中小規模一般住宅が建ち並ぶ分譲住宅地域 西武東村山
久米川町二丁目９番１７

住宅 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東日本新秋津
秋津町三丁目３３番２１

住宅 一般住宅のほか空地も残る住宅地域 東日本新秋津
青葉町三丁目２１番７外１筆

住宅 中規模一般住宅が多く駅前商業地に近い住宅地域 西武久米川
栄町三丁目４番１５
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

東村山 東村山市 長方形 南東　      5m 水道
183,000 171    1:1.2 道路 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (180,000) Ｗ2     1.6km 　　 高度

東村山 東村山市 長方形 北東　      4m 水道
186,000 204    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (183,000) Ｓ2     1.5km 　　 高度

東村山 東村山市 ほぼ長方形 北　　    4.5m 水道
194,000 119    2:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  9 (191,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

東村山 東村山市 ほぼ長方形 南　　      5m 水道
194,000 171    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 10 (189,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

東村山 東村山市 ほぼ正方形 西　　    4.5m 水道
185,000 208 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 11 (181,000) Ｗ2       1km 　　 高度

東村山 東村山市 長方形 西　　    5.5m 水道
254,000 105    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 12 (246,000) Ｗ2     430m 　　 高度

東村山 東村山市 長方形 南西　      8m 水道
366,000 82    1:1.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  1 (355,000) Ｓ4     120m 防火 　　

東村山 東村山市 長方形 北西　      7m 水道
324,000 165    1:2   都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  2 (318,000) Ｗ2     160m 準防 高度

東村山 東村山市 ほぼ台形 北　　駅前広場 水道
452,000 566    1:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  3 (437,000) ＲＣ4 駅前広場接面 防火 　　

三方路
国分寺 国分寺市 ほぼ正方形 南　　      4m 水道

362,000 246 市道 ガス １低専
　 下水 (  40,  80)

(都)  -  1 (353,000) Ｓ2     650m 　　 高度

国分寺 国分寺市 ほぼ正方形 西　　      4m 水道
340,000 167 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(都)  -  2 (335,000) Ｗ2     1.1km 　　 高度

国分寺 国分寺市 ほぼ長方形 南東　      4m 水道
330,000 237  1.2:1   私道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (323,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

住宅 中小規模一般住宅が多い住宅地域 西武久米川
恩多町五丁目５番４

住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 西武東村山
諏訪町一丁目３６番３

住宅 一般住宅のほかアパート等も見られる住宅地域 西武東村山
野口町二丁目２５番４７

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 西武八坂
富士見町三丁目８番４７

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 西武武蔵大和
富士見町四丁目８番３６

住宅 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 西武小平
萩山町一丁目２４番２

店舗、事務所兼住宅 小売店舗、銀行等が建ち並ぶ駅前商業地域 西武久米川
栄町一丁目６番８

店舗兼住宅 小売店舗、銀行等が建ち並ぶ秋津駅に近い商業地域 西武秋津
秋津町五丁目９番１３

事務所 中層の店舗、事務所ビル等が多い駅前の商業地域 西武東村山
本町二丁目３番６９

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 東日本国分寺
東元町三丁目２３８２番６

「東元町３－３３－４」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 東日本国分寺
本多五丁目３０２番１０

「本多５－２３－８」

住宅 中層共同住宅、工場等も混在する住宅地域 東日本国分寺
東恋ケ窪二丁目３３番３
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

国分寺 国分寺市 長方形 北西　      5m 水道
332,000 123    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (320,000) Ｗ2       1km 　　 高度

国分寺 国分寺市 長方形 北西　      6m 水道
305,000 167    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (296,000) Ｗ2     1.4km 　　 高度

国分寺 国分寺市 ほぼ長方形 南東　    3.6m 水道
297,000 158  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (290,000) Ｗ2     340m 　　 高度

国分寺 国分寺市 長方形 南西　      4m 水道
304,000 118    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(都)  -  7 (295,000) Ｗ2     600m 　　 高度

国分寺 国分寺市 ほぼ正方形 西　　      4m 水道
265,000 213 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(都)  -  8 (260,000) Ｗ2     1.5km 　　 高度

国分寺 国分寺市 ほぼ正方形 東　　      4m 水道
235,000 150 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(都)  -  9 (235,000) Ｗ2     2.2km 　　 高度

国分寺 国分寺市 長方形 西　　    7.5m 水道
1,300,000 120    1:1.2 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (1,290,000) ＳＲＣ4F1B      70m 防火 　　

国分寺 国分寺市 ほぼ台形 東　　駅前広場 水道
1,150,000 119    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  2 (1,150,000) ＲＣ5 駅前広場接面 防火 　　

国立 国立市 長方形 南　　    5.5m 水道
500,000 231    1:1.2 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  1 (515,000) Ｗ2     410m 準防 高度

国立 国立市 ほぼ正方形 南　　    5.5m 水道
490,000 330 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  2 (485,000) Ｓ2     350m 準防 高度

国立 国立市 長方形 北　　    5.5m 水道
368,000 166    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  3 (368,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

国立 国立市 長方形 南　　    5.5m 水道
393,000 117    1:2   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  -  4 (393,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が多い分譲住宅地域 東日本西国分寺
日吉町一丁目４４番５０

住宅 一般住宅、アパートのほか空地も残る住宅地域 東日本西国分寺
日吉町三丁目１１番３０

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 西武恋ケ窪
西恋ケ窪四丁目２１番３

住宅 小規模の一般住宅が多い分譲住宅地域 西武恋ケ窪
戸倉二丁目７番１５

住宅 中規模一般住宅が多い高台の閑静な住宅地域 東日本国立
西町二丁目２５番５

住宅 小規模一般住宅のほかに空地が見られる住宅地域 東日本国立
新町二丁目４番２８

店舗兼事務所等 中層の店舗、銀行等が建ち並ぶ駅前の商業地域 東日本国分寺
本町二丁目３３４番１４

「本町２－１０－５」

店舗 中層店舗ビル、小売店舗等が建ち並ぶ駅前商業地域 東日本国分寺
南町三丁目２７００番３２

「南町３－１８－１７」

住宅 中規模の一般住宅、マンション等が混在する住宅地
域

東日本国立
東一丁目１６番３

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 東日本国立
中一丁目１１番３

住宅 中小規模の一般住宅が多く、アパートも見られる閑
静な住宅地域

東日本国立
西二丁目２８番２８

住宅 一般住宅のほか共同住宅も見られる住宅地域 東日本国立
東三丁目１２番２９
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

国立 国立市 ほぼ長方形 南　　     15m 水道
266,000 427    1:2   都道 １住居

　 下水 (  60, 300)
(都)  -  5 (266,000) Ｗ2     1.1km 準防 高度

国立 国立市 ほぼ長方形 南　　      6m 水道
237,000 131    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (237,000) Ｗ2     700m 　　 高度

国立 国立市 長方形 東　　     16m 水道
439,000 201    1:1.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  1 (420,000) ＲＣ3     450m 防火 　　

福生 福生市 長方形 北西　      5m 水道
189,000 100    1:2   市道 １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (185,000) Ｗ2     450m 準防 高度

福生 福生市 長方形 北　　      8m 水道
161,000 166    1:2   市道 １低専

　 下水 (  50, 150)
(都)  -  2 (161,000) Ｗ2     800m 準防 高度

福生 福生市 長方形 南東　      6m 水道
185,000 159    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 150)
(都)  -  3 (181,000) Ｗ2     1.1km 準防 高度

福生 福生市 長方形 北東　      6m 水道
192,000 183    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  4 (190,000) Ｗ2     500m 準防 高度

福生 福生市 長方形 南西　      4m 水道
166,000 101  1.2:1   私道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (166,000) Ｗ2     700m 準防 高度

福生 福生市 正方形 南東　     16m 水道
401,000 152 都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (383,000) Ｓ6      50m 防火 　　

福生 福生市 ほぼ長方形 北東　      6m 水道
225,000 206    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  2 (220,000) Ｓ2     500m 防火 　　

福生 福生市 長方形 東　　     22m 水道
143,000 146    1:2   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  3 (143,000) Ｗ2F1B     800m 準防 高度

狛江 狛江市 長方形 南西　    4.9m 水道
364,000 196    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (355,000) Ｗ2     730m 　　 高度

住宅 中小規模の一般住宅のほか店舗等もある幹線道路沿
いの住宅地域

東日本矢川
大字谷保字下モ峯下７１６３番１

住宅 小規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 東日本谷保
大字谷保字栗原５８６４番５外２筆

店舗兼事務所 中小規模店舗事務所等が見られる都道沿いの商業地
域

東日本谷保
富士見台二丁目２番２

住宅 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東日本牛浜
大字熊川字北８５３番１８

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 東日本熊川
南田園一丁目９番２２

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 東日本福生
加美平一丁目２４番１８

店舗兼住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 東日本牛浜
志茂１３２番２

住宅 小規模一般住宅のほかアパート等も見られる住宅地
域

東日本拝島
大字熊川字武蔵野１４１４番５６

店舗、事務所兼住宅 中低層の店舗ビルが建ち並ぶ駅近くの商業地域 東日本福生
大字福生字奈賀７６７番５外１筆

店舗兼住宅 小規模の小売店舗等が建ち並ぶ既成商業地域 東日本福生
志茂２０２番６

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店、中層ビル等が建ち並ぶ国道沿い
の商業地域

東日本牛浜
大字福生字武蔵野２４７７番７

住宅 中規模住宅のほかにアパートが見られる住宅地域 小田急喜多見
岩戸北一丁目１１７０番１５

「岩戸北１－１９－１２」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

狛江 狛江市 長方形 東　　    4.5m 水道
329,000 201    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (321,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

狛江 狛江市 ほぼ台形 西　　      4m 水道
316,000 109    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (308,000) Ｗ2     1.4km 　　 高度

狛江 狛江市 ほぼ長方形 西　　      4m 水道
362,000 218    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  4 (348,000) Ｗ2     330m 準防 高度

狛江 狛江市 ほぼ台形 東　　      8m 水道
338,000 148    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (327,000) Ｗ2     300m 　　 高度

狛江 狛江市 ほぼ長方形 北東　      5m 水道
479,000 52    1:3   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  1 (461,000) Ｓ4      80m 準防 高度

東大和 東大和市 長方形 西　　      5m 水道
158,000 119  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (159,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

東大和 東大和市 正方形 北東　     22m 水道
225,000 196 都道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  2 (225,000) Ｓ2      90m 準防 高度

東大和 東大和市 長方形 西　　      5m 水道
223,000 158    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  3 (223,000) Ｗ2     500m 準防 高度

東大和 東大和市 長方形 南東　      6m 水道
127,000 240    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(都)  -  4 (130,000) Ｗ2     1.8km 　　 高度

東大和 東大和市 台形 西　　      4m 水道
192,000 202    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  5 (192,000) ＲＣ2     1.4km 準防 高度

東大和 東大和市 台形 東　　    4.6m 水道
156,000 114    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (156,000) Ｗ2       1km 　　 高度

東大和 東大和市 長方形 南　　      8m 水道
157,000 383    1:1.5 都道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  7 (157,000) Ｗ1     1.2km 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 小田急狛江
和泉本町二丁目１２４８番１３

「和泉本町２－２９－９」

住宅 中規模一般住宅が多い中に空地、駐車場等も見られ
る住宅地域

京王国領
中和泉五丁目３２８番２２

「中和泉５－１９－１８」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 小田急狛江
東和泉一丁目２４５０番３

「東和泉１－３４－３７」

住宅 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 小田急和泉多摩川
猪方三丁目５２８番１１

「猪方３－２４－１０」

店舗兼住宅 小規模な店舗併用住宅が建ち並ぶ商業地域 小田急和泉多摩川
東和泉三丁目２６３１番６

「東和泉３－１２－１０」

住宅 一般住宅のほかアパート等も見られる住宅地域 西武武蔵大和
狭山五丁目１６１４番１９

住宅 一般住宅、店舗、営業所等が混在する都道沿いの住
宅地域

多摩都市モノレー
ル桜街道上北台三丁目４５９番３

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 西武東大和市
南街六丁目６４番７

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 西武武蔵大和
湖畔二丁目１０４４番８２

住宅 中規模の一般住宅が多い整然とした分譲住宅地域 西武東大和市
中央四丁目９６５番１８７

住宅 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 多摩都市モノレー
ル上北台芋窪四丁目１４８２番５

住宅 一般住宅のほかに店舗等が見られる幹線道路沿いの
住宅地域

多摩都市モノレー
ル上北台蔵敷一丁目３０７番１
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格
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基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

東大和 東大和市 長方形 西　　      6m 水道
211,000 208    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  8 (211,000) Ｓ2     600m 準防 高度

東大和 東大和市 長方形 南東　      4m 水道
225,000 127  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  -  9 (225,000) Ｗ2     850m 準防 高度

東大和 東大和市 台形 北　　    3.7m 水道
165,000 153    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 10 (166,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

東大和 東大和市 台形 北西　      9m 水道
191,000 333    1:2   都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  1 (193,000) Ｗ2 北東     550m 準防 高度

側道
東大和 東大和市 台形 西　　     12m 水道

230,000 209    1:1.5 都道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(都) 5-  2 (232,000) Ｓ2     1.1km 準防 高度

清瀬 清瀬市 正方形 西　　      4m 水道
205,000 211 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  1 (202,000) Ｗ2     700m 準防 高度

清瀬 清瀬市 長方形 南　　    4.5m 水道
212,000 116    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  2 (209,000) Ｗ2     820m 準防 高度

清瀬 清瀬市 長方形 南東　    6.3m 水道
298,000 173    1:1.2 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (288,000) Ｓ2     460m 準防 高度

清瀬 清瀬市 ほぼ正方形 南　　      6m 水道
172,000 217 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  4 (172,000) Ｗ2       2km 準防 高度

清瀬 清瀬市 台形 西　　    9.4m 水道
224,000 285  1.2:1   都道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  5 (220,000) Ｗ2     900m 準防 高度

清瀬 清瀬市 ほぼ長方形 東　　      6m 水道
169,000 198  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  6 (167,000) Ｗ2     2.3km 準防 高度

清瀬 清瀬市 長方形 南東　      5m 水道
211,000 110    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  7 (208,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 多摩都市モノレー
ル上北台上北台一丁目８８６番４

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 西武東大和市
南街一丁目３７番２

住宅 小規模一般住宅のほか作業所等が見られる住宅地域 西武武蔵大和
清水六丁目１１８４番３

店舗兼住宅 低層店舗併用住宅、一般住宅等が見られる旧街道沿
いの商業地域

西武武蔵大和
狭山四丁目１３７３番３外１筆

店舗兼住宅 飲食店、小売店舗、病院等が建ち並ぶ近隣商業地域 西武東大和市
南街一丁目１１番１４

住宅 中規模一般住宅が多い住宅地域 西武秋津
野塩一丁目１６８番１３

住宅 中小規模一般住宅が多い住宅地域 西武秋津
梅園三丁目１６１０番１０

「梅園３－１７－３」

住宅 一般住宅の中にマンションが混在する住宅地域 西武清瀬
松山二丁目９７７番３１外２筆

「松山２－８－６」

住宅 中規模一般住宅が多い整然とした住宅地域 西武清瀬
中里四丁目７０１番６

事務所兼住宅 店舗、共同住宅、農地等が混在する沿道住宅地域 西武清瀬
中里三丁目１７３２番４外３筆

住宅 一般住宅を中心に農家住宅も多い志木街道裏手の住
宅地域

西武清瀬
下清戸一丁目３６７番６

住宅 小規模一般住宅のほかに農地も見られる住宅地域 西武清瀬
中清戸一丁目４５４番１７９
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水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況
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清瀬 清瀬市 ほぼ正方形 南西　    4.5m 水道
242,000 100 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  8 (236,000) Ｗ2     850m 準防 高度

清瀬 清瀬市 長方形 北東　      4m 水道
202,000 230    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  9 (197,000) Ｗ2     1.5km 準防 高度

清瀬 清瀬市 台形 西　　駅前広場 水道
490,000 914    2:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (470,000) ＳＲＣ7 北 駅前広場接面 防火 　　

側道
清瀬 清瀬市 台形 南東　      6m 水道

471,000 389    1:1.2 市道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  2 (449,000) ＳＲＣ5F1B      80m 防火 高度

清瀬 清瀬市 長方形 北東　      6m 水道
165,000 166    1:1.5 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (162,000) Ｗ2     2.6km 準防 高度

東久留米 東久留米市 長方形 北　　      4m 水道
194,000 110  1.5:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (189,000) Ｗ2     1.5km 　　 高度

東久留米 東久留米市 長方形 南　　    5.5m 水道
176,000 104    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (172,000) Ｗ2     2.5km 　　 高度

東久留米 東久留米市 正方形 東　　      6m 水道
208,000 264 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(都)  -  3 (202,000) Ｗ2     2.2km 準防 高度

東久留米 東久留米市 長方形 南東　    6.3m 水道
202,000 108    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  30,  60)
(都)  -  4 (197,000) Ｗ2     1.4km 　　 高度

東久留米 東久留米市 長方形 西　　      5m 水道
209,000 126  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (203,000) Ｓ2     1.5km 　　 高度

東久留米 東久留米市 ほぼ長方形 南西　      4m 水道
190,000 136    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (184,000) Ｗ2     1.9km 　　 高度

東久留米 東久留米市 長方形 南東　      5m 水道
188,000 115    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  30,  60)
(都)  -  7 (184,000) Ｗ2     2.4km 　　 高度

住宅 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 西武清瀬
松山三丁目１２８３番５７外１筆

「松山３－２６－１」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 西武清瀬
中清戸二丁目６３６番３４

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所、銀行等が建ち並ぶ駅前の商
業地域

西武清瀬
元町一丁目２番

「元町１－２－１１」

店舗兼事務所 小売店舗、飲食店舗の多い駅前商業地域 西武清瀬
松山一丁目９９７番４

「松山１－１１－１２」

住宅兼倉庫 小規模店舗、事業所、倉庫、一般住宅、アパート等
が混在する地域

西武清瀬
中里五丁目１０２番８

住宅 小規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 西武東久留米
金山町二丁目５７６番２０

「金山町２－１８－７」

住宅 小規模一般住宅のほかに農地も見られる住宅地域 西武清瀬
下里二丁目１００４番１８

「下里２－１０－１」

住宅 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 西武花小金井
前沢五丁目２９番２

「前沢５－２９－２１」

住宅 小規模一般住宅が建ち並ぶ中に、農家住宅も多く残
る住宅地域

西武東久留米
南沢三丁目１９０番７外２筆

「南沢３－１３－１０」

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 西武東久留米
中央町二丁目１３３０番２３

「中央町２－１１－２２」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅地域 西武清瀬
野火止三丁目１４７７番９５

「野火止３－２０－１４」

住宅 一般住宅のほか農地も見られる住宅地域 西武東久留米
中央町三丁目１５３９番２１

「中央町３－２３－１６」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

東久留米 東久留米市 ほぼ長方形 西　　      6m 水道
189,000 110    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (184,000) Ｗ2     2.7km 　　 高度

東久留米 東久留米市 長方形 南東　    5.3m 水道
320,000 122    1:3   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  -  9 （選定替） Ｗ2     450m 　　 高度

東久留米 東久留米市 長方形 北東　    4.5m 水道
190,000 102    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 10 (186,000) Ｗ2     1.6km 　　 高度

東久留米 東久留米市 ほぼ長方形 南東　     10m 水道
270,000 163    1:1.5 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  1 (264,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

東久留米 東久留米市 正方形 北東　駅前広場 水道
539,000 1,422 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  2 (515,000) ＳＲＣ8F1B 駅前広場接面 防火 　　

三方路
東久留米 東久留米市 ほぼ台形 北東　     16m 水道

180,000 822    1:1.5 市道 ガス 準工
　 下水 (  60, 200)

(都) 7-  1 (177,000) Ｓ1     2.8km 準防 高度

武蔵村山 武蔵村山市 ほぼ長方形 南　　      6m 水道
157,000 198    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (157,000) Ｗ2     1.5km 　　 高度

武蔵村山 武蔵村山市 長方形 南西　     18m 水道
127,000 404    1:2   都道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  2 (127,000) Ｗ2     4.2km 準防 高度

武蔵村山 武蔵村山市 長方形 南西　      8m 水道
137,000 340    1:1.5 都道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (138,000) Ｗ2     1.7km 準防 高度

武蔵村山 武蔵村山市 正方形 北　　    4.2m 水道
134,000 78 私道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (134,000) Ｗ2     1.9km 　　 高度

武蔵村山 武蔵村山市 長方形 北　　      5m 水道
127,000 84    1:1.2 私道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (127,000) Ｗ2     2.8km 　　 高度

武蔵村山 武蔵村山市 長方形 東　　    4.5m 水道
120,000 231    1:2.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (120,000) Ｗ2     3.9km 　　 高度

住宅 周辺には農地も存する住宅地域 西武花小金井
前沢一丁目９４０番１５

「前沢１－４－４２」

住宅 中規模一般住宅が多い環境の良い住宅地域 西武ひばりヶ丘
浅間町三丁目３番１１

「浅間町３－２６－１１」

住宅 小規模一般住宅が整然と建ち並び、周辺には農地も
多く残る住宅地域

西武小平
柳窪二丁目１２５番８

「柳窪２－１５－２３」

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が多い路線商業地域 西武東久留米
幸町三丁目１１６３番２

「幸町３－４－３」

事務所 中層の店舗併用マンション、事務所ビル等が混在す
る駅前の商業地域

西武東久留米
本町一丁目４番６

「本町１－４－１」

店舗 倉庫、配送所、卸売市場等が多い流通業務地域 西武久米川
下里四丁目１５３６番１０

「下里４－４－５６」

住宅 中規模住宅、アパート等の混在する住宅地域 西武武蔵砂川
大南一丁目９７番２

住宅 在来住宅と新旧の事務所、沿道サービス施設の混在
する街道沿いの地域

西武西武立川
三ツ木二丁目３８番２外１筆

住宅 一般住宅の中に空地等が見られる青梅街道沿いの住
宅地域

多摩都市モノレー
ル上北台中藤五丁目４５番７外２筆

住宅 小規模一般住宅の中に農地等が見られる住宅地域 西武西武立川
伊奈平五丁目７２番１０

住宅 小規模一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 西武西武立川
残堀二丁目１４番１０外１筆

住宅 中規模一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 西武西武立川
三ツ木一丁目１８番４
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

武蔵村山 武蔵村山市 ほぼ正方形 西　　      6m 水道
144,000 139 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (144,000) Ｗ2     2.3km 　　 高度

武蔵村山 武蔵村山市 台形 東　　    5.5m 水道
170,000 113    1:2   市道 １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  -  8 (170,000) Ｗ2       1km 準防 高度

武蔵村山 武蔵村山市 長方形 西　　      6m 水道
132,000 109    1:1.5 私道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  9 (132,000) Ｗ2     3.7km 　　 高度

武蔵村山 武蔵村山市 台形 南西　     12m 水道
170,000 160    1:2   都道 近商

　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  1 (170,000) Ｗ1     1.5km 準防 高度

武蔵村山 武蔵村山市 台形 北西　    3.6m 水道 「調区」
66,100 160  1.2:1   市道 １低専

　 下水 (  30,  50)
(都)10-  1 (66,100) Ｗ2     4.7km 　　 高度

多摩 多摩市 ほぼ台形 北　　    4.5m 水道
167,000 247    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (167,000) Ｓ2     1.7km 　　 高度

多摩 多摩市 長方形 北東　      4m 水道
215,000 248    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (210,000) Ｗ2     900m 　　 高度

多摩 多摩市 台形 北東　    7.7m 水道
190,000 145    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (186,000) Ｗ2     1.7km 　　 高度

多摩 多摩市 長方形 南東　      6m 水道
170,000 202    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (170,000) Ｗ2     1.8km 　　 高度

多摩 多摩市 長方形 南　　      4m 水道
282,000 211  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (275,000) Ｗ2     700m 　　 高度

多摩 多摩市 長方形 北西　      6m 水道
219,000 258    1:1.2 市道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  6 (215,000) Ｗ2     900m 準防 高度

多摩 多摩市 ほぼ正方形 南東　      6m 水道
200,000 259 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  7 (199,000) Ｗ2     900m 準防 高度

住宅 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 西武武蔵砂川
榎二丁目１８番２

住宅 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 西武武蔵砂川
大南一丁目１５８番１

住宅 一般住宅、アパートの中に空地等が見られる住宅地
域

西武武蔵砂川
中央一丁目２６番２

店舗 中規模の店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 西武武蔵砂川
大南一丁目１３２番４

住宅 一般住宅のほか空地等も見られる山裾の住宅地域 西武武蔵砂川
三ツ木五丁目１９番１２

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の分譲住宅地域 京王聖蹟桜ヶ丘
連光寺三丁目３５番１２

住宅 中小規模一般住宅のほか共同住宅等の混在する地域 京王聖蹟桜ヶ丘
関戸三丁目１２番６

住宅 中小規模一般住宅、アパートのほか空地も見られる
住宅地域

京王聖蹟桜ヶ丘
大字東寺方字六号７５９番１

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 京王京王永山
永山五丁目２５番１０

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 京王聖蹟桜ヶ丘
一ノ宮四丁目１３番１１

住宅 多摩センター駅に近いマンション等も見られる住宅
地域

京王京王多摩セン
ター鶴牧一丁目１２番１１

住宅 一般住宅のほかにアパート、マンション等が見られ
る住宅地域

京王京王永山
乞田１１７４番２
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

多摩 多摩市 長方形 南　　      6m 水道
190,000 207    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (189,000) Ｗ2     1.8km 　　 高度

多摩 多摩市 ほぼ長方形 北西　      5m 水道
188,000 358    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  9 (183,000) ＲＣ2     1.8km 　　 高度

多摩 多摩市 長方形 東　　      6m 水道
182,000 207  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 10 (178,000) Ｗ2     2.4km 　　 高度

多摩 多摩市 ほぼ正方形 北西　      4m 水道
160,000 100 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 11 (157,000) Ｗ2     1.3km 　　 高度

多摩 多摩市 長方形 南東　      6m 水道
189,000 309    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 12 (185,000) Ｗ2     1.1km 　　 高度

多摩 多摩市 長方形 南東　     10m 水道
206,000 263    1:1.2 都道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 13 (202,000) Ｗ2     850m 準防 高度

多摩 多摩市 長方形 南東　      6m 水道
206,000 157    1:2.5 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  - 14 (202,000) Ｗ2     950m 準防 高度

多摩 多摩市 台形 西　　     18m 水道
793,000 223  1.2:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  1 (745,000) ＲＣ6      50m 防火 　　

多摩 多摩市 台形 北　　     29m 水道
680,000 585    1:1.2 都道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(都) 5-  2 (645,000) ＳＲＣ10     200m 防火 　　

多摩 多摩市 正方形 東　　     20m 水道
252,000 192 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  3 (246,000) Ｓ3     200m 準防 高度

多摩 多摩市 長方形 南　　     36m 水道
255,000 247    1:2   都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  4 (248,000) ＲＣ3F1B     500m 準防 高度

多摩 多摩市 長方形 北西　     36m 水道
238,000 320    1:1.2 都道 準住居

　 下水 (  60, 300)
(都) 5-  5 (231,000) Ｓ2     780m 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 京王京王永山
聖ケ丘三丁目５５番８

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ高台の閑静な住宅地域 京王聖蹟桜ヶ丘
桜ケ丘二丁目１４番６

住宅 一般住宅、倉庫、店舗、畑等が混在する住宅地域 京王聖蹟桜ヶ丘
大字和田字五号４７２番３

住宅 小規模の一般住宅のほか空地も見られる住宅地域 京王聖蹟桜ヶ丘
大字和田字二十号１７９０番２５

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした高台の
住宅地域

京王聖蹟桜ヶ丘
桜ケ丘一丁目４０番１２

住宅 一般住宅、アパート等の混在する既存の住宅地域 京王聖蹟桜ヶ丘
関戸五丁目２５番２２

住宅 住宅、アパートが混在する区画整理済の住宅地域 京王京王多摩セン
ター乞田８３８番１

事務所 中高層の店舗ビル、事務所ビル等が混在する駅前の
商業地域

京王聖蹟桜ヶ丘
関戸二丁目４０番２７

店舗、事務所兼住宅 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 京王聖蹟桜ヶ丘
関戸四丁目４番１０

共同住宅 店舗、事務所兼共同住宅、駐車場等が混在する商業
地域

小田急唐木田
唐木田一丁目１番２

店舗兼事務所 中層の店舗、事務所、共同住宅等が建ち並ぶ商業地
域

京王京王多摩セン
ター山王下一丁目１３番１３

店舗兼事務所 中低層店舗兼事務所、共同住宅等が多い路線商業地
域

京王京王永山
乞田１２９５番２
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

多摩 多摩市 正方形 西　　     28m 水道
197,000 381 都道 準住居

　 下水 (  60, 200)
(都) 5-  6 (192,000) Ｗ2       1km 準防 高度

稲城 稲城市 ほぼ正方形 西　　      5m 水道
215,000 154 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (216,000) Ｗ2     500m 　　 高度

稲城 稲城市 長方形 北東　      6m 水道
206,000 134    1:2   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (207,000) Ｗ2     700m 　　 高度

稲城 稲城市 長方形 南西　      4m 水道
204,000 163    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (205,000) Ｗ2     700m 　　 高度

稲城 稲城市 長方形 西　　      5m 水道
215,000 109    1:2   私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (216,000) Ｗ2     870m 　　 高度

稲城 稲城市 ほぼ長方形 北東　      4m 水道
189,000 175    1:2   道路 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (190,000) Ｗ2     500m 　　 高度

稲城 稲城市 ほぼ長方形 東　　      5m 水道
252,000 135    1:3   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  6 (253,000) Ｗ2     300m 準防 高度

稲城 稲城市 ほぼ台形 北　　      9m 水道
185,000 216    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (186,000) Ｓ2     1.2km 　　 高度

稲城 稲城市 台形 北西　     20m 水道
193,000 198    1:2   都道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  8 (195,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

稲城 稲城市 長方形 南西　     11m 水道
245,000 132    1:1.5 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  9 (231,000) Ｗ2     370m 準防 高度

稲城 稲城市 長方形 西　　      5m 水道
162,000 155    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 10 (162,000) Ｗ2     1.5km 　　 高度

稲城 稲城市 長方形 北　　      6m 水道
191,000 211    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 11 (191,000) Ｗ2     2.2km 準防 高度

店舗兼住宅 店舗、マンション等の混在する路線商業地域 京王京王永山
永山二丁目２６番１４

住宅 中規模一般住宅の中にアパートが見られる住宅地域 京王京王よみうり
ランド大字矢野口字根方２６００番１５

住宅 農家住宅、一般住宅の中に畑も見られる住宅地域 京王稲城
大字矢野口字根方３１０３番３

住宅 中小規模の一般住宅が多い住宅地域 京王京王よみうり
ランド大字矢野口字松葉２０９９番８外１筆

住宅 小規模な一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東日本矢野口
大字矢野口字中島３７番９

住宅 一般住宅、アパートが混在する住宅地域 東日本稲城長沼
大字東長沼字一号４６番７

店舗兼住宅 住宅、店舗等が混在する利便性の良い商住混在地域 東日本稲城長沼
大字大丸字一号１１２番３外１筆

共同住宅 一般住宅、アパート等の混在する住宅地域 東日本矢野口
大字押立字上関６９１番３

店舗兼住宅 一般住宅、店舗併用住宅、事業所等が見られる都道
沿いの住宅地域

京王稲城
大字坂浜字二号１１０番３

住宅 一般住宅、共同住宅等の混在する住宅地域 東日本矢野口
大字矢野口字中島３７５０番４５外１筆

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 小田急新百合ケ丘
平尾二丁目６２番１１

住宅 中規模一般住宅のほかにマンション等が見られる区
画整理済の住宅地域

小田急新百合ケ丘
平尾一丁目４０番６
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

稲城 稲城市 長方形 北　　      7m 水道
232,000 118  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  - 12 (233,000) Ｗ2 東     320m 　　 高度

側道
稲城 稲城市 長方形 南西　     28m 水道

309,000 145    1:1.2 都道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(都) 5-  1 (310,000) Ｓ3     200m 準防 高度

稲城 稲城市 ほぼ長方形 南　　     28m 水道
249,000 155  1.2:1   都道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  2 (249,000)     260m 準防 高度

稲城 稲城市 長方形 北東　     20m 水道
270,000 198    1:1.2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  3 (270,000) Ｓ2 南東     100m 準防 高度

側道
稲城 稲城市 長方形 北　　      4m 水道

175,000 428    1:1.5 市道 準工
　 下水 (  60, 200)

(都) 7-  1 (176,000) Ｗ1     400m 準防 高度

羽村 羽村市 長方形 南　　      4m 水道
158,000 165    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (158,000) Ｗ2     650m 　　 高度

羽村 羽村市 ほぼ長方形 南西　      6m 水道
208,000 163  1.5:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  2 (208,000) Ｗ2     500m 準防 高度

羽村 羽村市 長方形 南東　     18m 水道
184,000 165    1:1.5 都道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(都)  -  3 (184,000) Ｗ2     1.3km 準防 高度

羽村 羽村市 正方形 南西　      4m 水道
138,000 122 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (138,000) Ｗ2     1.5km 　　 高度

羽村 羽村市 長方形 東　　    4.5m 水道
123,000 195    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (123,000) Ｗ2     1.6km 　　 高度

羽村 羽村市 長方形 南西　     12m 水道
323,000 208    1:1.2 市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  1 (308,000) Ｗ2     110m 準防 高度

羽村 羽村市 ほぼ長方形 東　　     20m 水道
345,000 140    2:1   都道 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  2 (332,000) Ｓ3     100m 防火 　　

住宅 中規模の住宅、アパートが混在する既存住宅地域 東日本稲城長沼
大字東長沼字四号１２８３番４

店舗兼共同住宅 小規模なスーパー、小売店舗が多い駅前商業地域 東日本稲城長沼
大字東長沼字四号１０４０番４

空地 幹線道路沿いに店舗等が増えつつある路線商業地域 東日本南多摩
大字大丸字八号１００３番３外１筆

遊技場 低層の店舗、マンションのほかに駐車場等が混在す
る商業地域

京王稲城
大字百村字十七号１６０７番４

住宅 一般住宅、共同住宅、工場の混在する地域 東日本南多摩
大字大丸字二十七号２２８５番３５

住宅 低層一般住宅等が見られる既存の住宅地域 東日本羽村
羽東三丁目４３２番１７

「羽東３－１３－１２」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 東日本羽村
神明台一丁目１５番５外１筆

住宅 店舗、住宅が混在する幹線道路沿いの地域 東日本羽村
富士見平二丁目２１番１１

住宅 一般住宅のほか空地もある住宅地域 東日本小作
羽加美二丁目２５５７番２

「羽加美２－１４－１９」

住宅 一般住宅、農家住宅、農地が見られる既存の住宅地
域

東日本羽村
羽加美四丁目１１８６番３

「羽加美４－１３－２０」

店舗兼住宅 中層の店舗ビル、スーパーマーケット等が多い駅前
商業地域

東日本羽村
五ノ神四丁目１４番４

店舗兼事務所 中層店舗兼共同住宅、店舗等が混在する駅前商業地
域

東日本小作
小作台一丁目３番９
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

羽村 羽村市 ほぼ長方形 南西　      8m 水道
90,000 2,315    1:2.5 市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (86,700)     1.8km 準防 高度

あきる野 あきる野市 ほぼ長方形 南西　      4m 水道
115,000 146  1.2:1   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (111,000)     1.2km 　　 高度

あきる野 あきる野市 長方形 北西　      4m 水道
65,000 118    1:2.5 市道 ２低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  2 (65,000) Ｗ2     1.9km 準防 高度

あきる野 あきる野市 長方形 西　　      6m 水道
148,000 132    1:1.2 私道 １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(都)  -  3 (142,000) Ｗ2     680m 準防 高度

あきる野 あきる野市 台形 東　　      5m 水道
133,000 124    1:1.2 私道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (128,000) Ｗ2     900m 　　 高度

あきる野 あきる野市 長方形 東　　      4m 水道
111,000 118    1:2   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (106,000) Ｗ2     1.7km 　　 高度

あきる野 あきる野市 長方形 西　　    4.5m 水道
151,000 101  1.5:1   私道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(都)  -  6 (145,000) Ｗ2     240m 準防 高度

あきる野 あきる野市 ほぼ台形 西　　    5.2m 水道
92,500 181    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  7 (88,600) Ｗ2     680m 準防 高度

あきる野 あきる野市 長方形 東　　    4.5m 水道
100,000 154  1.2:1   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  8 (97,000) Ｗ2     600m 　　 高度

あきる野 あきる野市 ほぼ台形 南　　      6m 水道
73,000 131    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  9 (72,000) Ｗ2     1.5km 　　 高度

あきる野 あきる野市 長方形 南　　    5.5m 水道
167,000 397    1:1.5 市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  1 (160,000) ＲＣ3     150m 準防 高度

あきる野 あきる野市 長方形 北　　     18m 水道
118,000 279    1:1.5 都道 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  2 (117,000) Ｓ2     700m 準防 高度

工場 中規模工場のほかに住宅も見られる工業地域 東日本羽村
神明台四丁目４番１６外３筆

空地 一般住宅が多い閑静な住宅地域 東日本秋川
上代継字中丸３０５番２３

住宅 一般住宅の中に小規模事業所等も見られる住宅地域 東日本秋川
牛沼字小松平５３３番１７

住宅 一般住宅が多いやや街区整然とした住宅地域 東日本秋川
雨間字澤田４１５番１５

住宅 一般住宅のほかに畑等が見られる住宅地域 東日本東秋留
野辺字横吹１１６３番１７

住宅 一般住宅の中にアパートが見られる住宅地域 東日本福生
草花字台下タ１３２６番１４

住宅 一般住宅が多く、駅に近い既存の住宅地域 東日本秋川
油平字阿岐野１８番１０

住宅 一般住宅、共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域 東日本武蔵五日市
五日市字原ケ谷戸３７６番３外３筆

住宅 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東日本武蔵増戸
伊奈字前原１２５８番２７

住宅 一般住宅のほか畑等も見られる住宅地域 東日本武蔵五日市
留原字東３２番２

事務所 店舗、事務所等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 東日本秋川
油平字北蛙山７３番４

店舗兼住宅 小売店舗、銀行等が建ち並ぶ商業地域 東日本武蔵五日市
五日市字中宿２４番１
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

あきる野 あきる野市 正方形 南東　      5m 水道 「調区」
54,000 98 私道

　 (  40,  80)
(都)10-  1 (54,000) Ｗ2     3.3km 　　 　　

あきる野 あきる野市 台形 北西　    7.8m 水道 「調区」
30,000 350    1:1   都道

　 (  40,  80)
(都)10-  2 (30,000) Ｂ2     5.1km 　　 　　

三方路
西東京 西東京市 長方形 東　　      4m 水道

277,000 132    1:1.5 私道 ガス １低専
　 下水 (  40,  80)

(都)  -  1 (266,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

西東京 西東京市 長方形 北西　      4m 水道
351,000 179    1:1.2 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(都)  -  2 (335,000) Ｗ2     500m 準防 高度

西東京 西東京市 長方形 西　　      4m 水道
310,000 220    2:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  3 (301,000) Ｗ2     800m 準防 高度

西東京 西東京市 長方形 南　　      6m 水道
338,000 144    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(都)  -  4 (326,000) Ｗ2     460m 準防 高度

西東京 西東京市 長方形 北　　      5m 水道
284,000 219    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (271,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

西東京 西東京市 ほぼ正方形 北　　      5m 水道
253,000 117 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  6 (245,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

西東京 西東京市 ほぼ正方形 東　　      4m 水道
247,000 169 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  7 (238,000) Ｗ2     1.2km 　　 高度

西東京 西東京市 長方形 北　　      4m 水道
314,000 171    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  -  8 (301,000) Ｗ2     650m 準防 高度

西東京 西東京市 正方形 北　　    4.5m 水道
262,000 92 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  9 (252,000) Ｗ3     1.2km 　　 高度

西東京 西東京市 ほぼ長方形 西　　      4m 水道
277,000 188    1:1.2 私道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 10 (268,000) Ｗ2     1.2km 準防 高度

住宅 一般住宅が見られる農地の多い住宅地域 東日本秋川
菅生字中１２０５番３

住宅 一般住宅のほか店舗等も見られる都道沿いの地域 東日本武蔵五日市
乙津字荷田子７４６番１

住宅 小規模一般住宅が多い住宅地域 西武ひばりヶ丘
谷戸町三丁目２８７７番３３

「谷戸町３－４－１４」

住宅 一般住宅・アパート・事務所が混在する住宅地域 西武田無
田無町四丁目１７３８番１４

「田無町４－８－１２」

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 西武田無
南町四丁目８８３番２７

「南町４－１４－１３」

住宅 一般住宅のほかアパートも見られる住宅地域 西武西武柳沢
保谷町三丁目１０６３番９４

「保谷町３－３－１４」

住宅 中規模一般住宅の建ち並ぶ住宅地域 西武田無
向台町四丁目１２３０番２１

「向台町４－１３－１５」

住宅 小規模一般住宅のほかに農地が見られる住宅地域 西武田無
西原町二丁目１８５１番４７

「西原町２－６－９」

住宅 一般住宅が多い環境のよい住宅地域 西武保谷
北町五丁目９８４番４外１筆

「北町５－１１－２２」

住宅 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 西武保谷
東町四丁目１２０番２３

「東町４－７－６」

住宅 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 西武保谷
栄町一丁目５１２番８外１筆

「栄町１－３－１８」

住宅 一般住宅が多い環境のよい住宅地域 西武東伏見
中町四丁目２０１１番２４

「中町４－３－２５」

－ 150 －



 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル
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市計画法その他
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基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

西東京 西東京市 長方形 東　　      5m 水道
263,000 133  1.5:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 11 (255,000) Ｗ2     1.4km 準防 高度

西東京 西東京市 正方形 南　　      5m 水道
293,000 100 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  - 12 (284,000) Ｗ2     900m 　　 高度

西東京 西東京市 長方形 北　　      5m 水道
296,000 231  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(都)  - 13 (284,000) Ｗ2     1.7km 準防 高度

西東京 西東京市 台形 北　　      5m 水道
437,000 161    1:1.2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  1 (418,000) ＲＣ5      80m 準防 高度

西東京 西東京市 長方形 北東　      9m 水道
354,000 130    1:1.2 都道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(都) 5-  2 (340,000) ＲＣ5     600m 準防 高度

西東京 西東京市 ほぼ長方形 東　　    5.7m 水道
472,000 149    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  3 (448,000) Ｓ3     100m 防火 高度

西東京 西東京市 不整形 西　　     16m 水道
451,000 225  1.2:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(都) 5-  4 (430,000) Ｓ2     120m 防火 　　

西東京 西東京市 長方形 東　　      4m 水道
251,000 495  1.5:1   私道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (245,000) Ｗ2     1.4km 準防 高度

瑞穂 西多摩郡瑞穂町 長方形 北西　      4m 水道
122,000 93    1:1.5 町道 １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (122,000) Ｗ2     700m 　　 高度

瑞穂 西多摩郡瑞穂町 ほぼ台形 西　　    5.5m 水道
104,000 132    1:1.5 町道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (104,000) Ｗ2     900m 　　 高度

瑞穂 西多摩郡瑞穂町 ほぼ台形 南東　    4.5m 水道
108,000 181  1.5:1   町道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (108,000) Ｗ2       1km 　　 高度

瑞穂 西多摩郡瑞穂町 長方形 南　　    5.5m 水道
113,000 166  1.2:1   町道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  4 (113,000) Ｗ2     1.7km 　　 高度

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 西武西武柳沢
泉町二丁目１７２２番８

「泉町２－１９－３」

住宅 小規模の一般住宅が多く区画整然とした住宅地域 西武西武柳沢
柳沢五丁目１４番３１

「柳沢５－１０－５」

住宅 中規模の一般住宅が多い閑静な住宅地域 東日本武蔵境
新町四丁目４１２番３３

「新町４－１２－３６」

店舗兼事務所 店舗、事務所、マンション等が混在する商業地域 西武田無
南町四丁目５６４番２９

「南町４－３－２」

店舗兼住宅 中低層の店舗等が建ち並ぶ都道沿いの商業地域 西武田無
田無町四丁目１７１８番８

「田無町４－２０－１２」

店舗 飲食店、小売店舗等が混在する駅に近い商業地域 西武ひばりヶ丘
ひばりが丘北四丁目１５５１番２０

「ひばりが丘北４－１－３２」

店舗 日用品小売店舗等が建ち並ぶ駅前路線商業地域 西武東伏見
富士町四丁目７２９番２９外４筆

「富士町４－１３－２３」

作業所兼住宅 中小規模の工場、倉庫が見られる幹線道路背後の工
業地域

西武田無
芝久保町五丁目２２１６番５

「芝久保町５－２－３１」

住宅 一般住宅のほか空地も見られる住宅地域 東日本箱根ケ崎
大字箱根ケ崎字宿東２３６５番４

住宅 中規模一般住宅が多い郊外の住宅地域 東日本箱根ケ崎
大字箱根ケ崎字池廻り７４０番２２

住宅 一般住宅のほか農家が混在する既存の住宅地域 東日本箱根ケ崎
大字石畑字吉野岳１８３６番２

住宅 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 東日本箱根ケ崎
大字殿ケ谷字榎内川添８０４番６
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瑞穂 西多摩郡瑞穂町 長方形 南　　    5.5m 水道
83,000 115    1:2   町道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  5 (83,000) Ｗ2     1.6km 　　 高度

瑞穂 西多摩郡瑞穂町 長方形 北東　    7.5m 水道
116,000 171    1:1.5 都道 近商

　 下水 (  80, 200)
(都) 5-  1 (116,000) Ｗ2     720m 準防 高度

瑞穂 西多摩郡瑞穂町 長方形 南西　      4m 水道
83,000 197    1:1.5 町道 準工

　 下水 (  60, 200)
(都) 7-  1 (82,000) Ｓ2     900m 準防 高度

瑞穂 西多摩郡瑞穂町 長方形 北東　    5.5m 水道 「調区」
79,000 196    1:1.2 町道

　 下水 (  40,  80)
(都)10-  1 (79,000) Ｗ2     1.1km 　　 　　

日の出 西多摩郡日の出町 長方形 南　　      5m 水道
84,400 162    1:1.5 町道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  1 (84,400) Ｗ2     1.5km 　　 高度

日の出 西多摩郡日の出町 正方形 東　　      5m 水道
74,800 133 町道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  2 (74,800) Ｗ2       2km 　　 高度

日の出 西多摩郡日の出町 長方形 東　　      5m 水道
87,000 108    1:1.5 私道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(都)  -  3 (87,000) Ｗ2     1.5km 　　 高度

日の出 西多摩郡日の出町 長方形 南西　    8.4m 水道 「調区」
41,000 221    1:1.2 都道

　 下水 (  40,  80)
(都)10-  1 (41,000) Ｗ2     4.5km 　　 　　

檜原 西多摩郡檜原村 ほぼ長方形 南　　      8m 水道 「都計外」
27,000 146    2:1   都道

　
(都)  -  1 (27,500) Ｗ2      13km 　　 　　

檜原 西多摩郡檜原村 ほぼ正方形 東　　    5.5m 水道 「都計外」
26,000 248 都道

　 下水
(都)  -  2 (26,500) Ｗ2      12km 　　 　　

檜原 西多摩郡檜原村 ほぼ長方形 北　　      8m 水道 「都計外」
35,000 274    2:1   都道

　 下水
(都) 5-  1 (35,500) Ｗ2 東     8.5km 　　 　　

側道
奥多摩 西多摩郡奥多摩町 ほぼ長方形 北東　      4m 水道 「都計外」

31,900 237    2:1   町道
　

(都)  -  1 (32,300) Ｗ2     1.5km 　　 　　

住宅 一般住宅のほか農家住宅や農地も見られる住宅地域 東日本箱根ケ崎
大字駒形富士山字稲荷林３８６番１８

店舗兼住宅 事業所、小売店舗等が建ち並ぶ路線商業地域 東日本箱根ケ崎
大字箱根ケ崎字宿東２２８０番４

工場兼事務所 工場、一般住宅等のほか農地も見られる地域 東日本箱根ケ崎
大字武蔵１７４番３外１筆

住宅 畑、一般住宅等が見られる市街地に近い住宅地域 東日本箱根ケ崎
大字箱根ケ崎字池廻リ７５５番２

住宅 丘陵地を造成した住宅地域 東日本武蔵増戸
大字平井字中野２１９６番１６７

住宅 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東日本武蔵五日市
大字大久野字幸神２１７８番３

住宅 一般住宅のほか農地、空地が混在する住宅地域 東日本武蔵引田
大字平井字三吉野宿通１２９９番１０

住宅 一般住宅、農家が見られる都道沿いの住宅地域 東日本武蔵五日市
大字大久野字細尾３６０４番２

住宅 都道沿いに一般住宅、農家が散在する農村集落地域 東日本武蔵五日市
字南郷８３６番１

住宅 都道沿いに一般住宅、農家が散在する農村集落地域 東日本武蔵五日市
字三都郷３２９７番１

店舗兼住宅 背後地が少ない都道沿いの路線商業地域 東日本武蔵五日市
字上元郷４２１番

住宅 中小規模の新旧住宅が混在する住宅地域 東日本奥多摩
氷川字小留浦１２５２番１
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奥多摩 西多摩郡奥多摩町 台形 北　　      3m 水道 「都計外」
36,100 201    2:1   町道

　
(都)  -  2 (36,500) Ｗ2 東     400m 　　 　　

側道
奥多摩 西多摩郡奥多摩町 長方形 北　　     11m 水道 「都計外」

44,700 105    1:2   国道
　

(都) 5-  1 (45,200) Ｗ2 東     200m 　　 　　
側道

奥多摩 西多摩郡奥多摩町 ほぼ台形 南東　   12.3m 水道 「都計外」
52,400 216    1:1.2 国道

　
(都) 5-  2 (53,000) ＲＣ2     400m 　　 　　

大島 大島町 不整形 南　　    4.7m 水道 （都）
8,200 377  1.5:1   町道

　 (  70, 200)
(都)  -  1 (8,200) Ｗ1     200m 　　 　　

大島 大島町 ほぼ長方形 西　　      6m 水道 （都）
8,000 152    1:1.5 町道

　 (  70, 200)
(都)  -  2 (8,000) Ｗ2     150m 　　 　　

背面道
大島 大島町 ほぼ長方形 南西　    3.4m 水道 （都）

7,100 155    1:1.2 町道
　 (  70, 200)

(都)  -  3 (7,100) Ｗ1     150m 　　 　　

大島 大島町 長方形 北　　     10m 水道 （都）
14,200 369    1:2   都道

　 (  70, 200)
(都) 5-  1 (14,200) Ｗ2      70m 　　 　　

大島 大島町 正方形 西　　     16m 水道 （都）
53,500 344 都道 商業

　 (  80, 400)
(都) 5-  2 (57,300) ＲＣ2     380m 防火 　　

新島 新島村 長方形 南　　      7m 水道 （都）
7,500 864    1:2   村道

　 下水 (  70, 200)
(都)  -  1 (7,500) ＲＣ2     1.4km 　　 　　

新島 新島村 長方形 南　　      4m 水道 「都計外」
5,400 667    1:1.5 村道

　
(都)  -  2 (5,400) Ｗ1     1.5km 　　 　　

新島 新島村 長方形 北東　      6m 水道 （都）
10,300 721    1:1.2 都道

　 下水 (  70, 200)
(都) 5-  1 (10,300) ＲＣ2 北西     1.5km 　　 　　

側道
神津島 神津島村 ほぼ長方形 北西　    3.2m 水道 （都）

7,300 223    1:2.5 村道
　 下水 (  70, 200)

(都)  -  1 (7,300) ＲＣ2 南西     840m 　　 　　
側道

住宅 中規模住宅のほか畑も残る住宅地域 東日本鳩ノ巣
棚澤字中夏地４４９番３外２筆

店舗兼住宅 小売店舗と住宅が混在する商業地域 東日本古里
小丹波字南ノ原７９番１

店舗兼住宅 街道沿いの小売店舗等が多い路線商業地域 東日本奥多摩
氷川字南氷川１４１７番１

住宅 小規模な一般住宅が多い古くからの住宅地域 バス停差木地入口
差木地１７０番１

住宅 小規模の民宿等を兼ねた一般住宅が多い海岸に近い
住宅地域

バス停塚の本
岡田字上ノ山１７１番２

住宅 小規模な一般住宅が多い高台の古くからある住宅地
域

バス停野増
野増１２５番

店舗兼住宅 小規模な店舗、民宿が多い都道沿いの商業地域 バス停差木地中央
差木地５４番１

店舗 店舗、官公署等が見られる都道沿いの商業地域 元町港
元町四丁目１番７

住宅 大規模の一般住宅、民宿、店舗等が混在する住宅地
域

新島港
本村五丁目６０２番

「本村５－４－９」

住宅 民宿等を兼ねた住宅が多い海岸に近い住宅地域 野伏港
式根島５番外１筆

店舗兼住宅 店舗、民宿等が混在している商業地域 新島港
本村五丁目４６８番１

「本村５－５－１７」

住宅 一般住宅のほかに民宿、小売店舗等が混在する住宅
地域

神津島港
１１７９番
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

神津島 神津島村 台形 南東　    4.9m 水道 （都）
6,500 181  1.5:1   都道

　 下水 (  70, 200)
(都)  -  2 (6,500) ＲＣ2     810m 　　 　　

神津島 神津島村 長方形 南　　    6.5m 水道 （都）
9,700 185    1:1.5 都道

　 下水 (  70, 200)
(都) 5-  1 (9,700) ＲＣ2     420m 　　 　　

三宅 三宅村 不整形 南東　      8m 水道 （都）
8,700 266    2:1   都道

　 (  70, 200)
(都)  -  1 (8,700) Ｗ1     250m 　　 　　

三宅 三宅村 不整形 南　　      3m 水道 （都）
7,000 435    2:1   村道

　 (  70, 200)
(都)  -  2 (7,000) Ｗ1     130m 　　 　　

三宅 三宅村 ほぼ長方形 南東　      7m 水道 （都）
13,500 324    2:1   都道

　 (  70, 200)
(都) 5-  1 (13,500) Ｗ1     100m 　　 　　

八丈 八丈町 長方形 南東　      5m 水道 （都）
18,500 691    1:2   町道

　 (  70, 200)
(都)  -  1 (18,500) ＲＣ2     200m 　　 　　

八丈 八丈町 ほぼ長方形 南　　    5.4m 水道 （都）
7,000 899    1:2.5 町道

　 (  70, 200)
(都)  -  2 (7,000) Ｗ1     150m 　　 　　

八丈 八丈町 不整形 西　　    9.5m 水道 （都）
32,000 472    1:1.2 都道

　 (  70, 200)
(都) 5-  1 (32,000) Ｗ2     100m 　　 　　

八丈 八丈町 長方形 南西　      6m 水道 （都）
21,000 847    1:4   町道

　 (  70, 200)
(都) 5-  2 (21,000) Ｗ1      60m 　　 　　

背面道
小笠原 小笠原村 長方形 南　　    6.5m 水道 （都）

17,000 90    1:2.5 都道
　 (  70, 200)

(都)  -  1 (17,000) ＲＣ2     4.7km 　　 　　

小笠原 小笠原村 長方形 南東　    4.7m 水道 （都）
26,200 134    1:2   村道

　 下水 (  70, 200)
(都)  -  2 (26,200) Ｗ1     1.2km 　　 　　

小笠原 小笠原村 台形 東　　    5.8m 水道 （都）
14,500 342  1.5:1   村道

　 下水 (  70, 200)
(都)  -  3 (14,500) ＲＣ2     350m 　　 　　

住宅 一般住宅のほか、民宿、旅館等も見られる住宅地域 神津島港
２１８番

事務所 店舗、事務所、民宿等が建ち並ぶ商業地域 神津島港
１１２番

住宅 一般住宅が多い古くからの住宅地域 バス停坪田
坪田３０６６番

住宅 一般住宅のほかに空地等が混在する住宅地域 バス停岡庭
伊ヶ谷５３１番２

店舗 店舗や公署等が多い都道沿いの商業地域 バス停郷野
坪田４９７１番

住宅 一般住宅の中に空地が見られる区画整然とした閑静
な住宅地域

バス停富士中
三根４５１５番１

住宅 一般住宅が多い古くからの住宅地域 バス停末吉
末吉２６０８番

店舗兼住宅 店舗と一般住宅等が混在する都道沿いの商業地域 バス停大小前
大賀郷２２２７番

店舗兼住宅 商店、配送所及びくさや製造・販売店並びに一般住
宅等が混在する地域

バス停神湊東
三根８７５番１

住宅 都道沿いにペンションと低層住宅が混在する地域 二見港
父島字扇浦１３６番１

住宅 一般住宅のほか官舎等も見られる住宅地域 二見港
父島字奥村１０番９

住宅 官公署、店舗等の中心施設に隣接する住宅地域 沖港
母島字元地９９番１
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の形状 基準地の利用の現況
並びに住居表示 １平方メートル

当たりの価格

(円) (㎡)

基準地番号 基準地の地積 基準地についての
水道、ガス供給施
設及び下水道の整
備の状況

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地の前面道路の
状況

小笠原 小笠原村 台形 東　　    5.8m 水道 （都）
12,100 265  1.5:1   村道

　 下水 (  70, 200)
(都)  -  4 (12,100) Ｗ2     500m 　　 　　

小笠原 小笠原村 台形 東　　      4m 水道 （都）
24,000 322    1:1.5 村道

　 下水 (  70, 200)
(都)  -  5 (24,000) ＲＣ2     900m 　　 　　

小笠原 小笠原村 ほぼ台形 北東　      5m 水道 （都）
5,800 7,244    1:1   道路

　 (  70, 200)
(都) 3-  1 (5,800)     5.4km 　　 　　

小笠原 小笠原村 不整形 東　　      5m （都）
2,000 1,579    1:1   道路

　 (  70, 200)
(都) 3-  2 (2,000)       1km 　　 　　

小笠原 小笠原村 長方形 南東　    5.2m 水道 （都）
57,000 234    1:3   村道

　 下水 (  70, 200)
(都) 5-  1 (57,000) Ｓ2     340m 　　 　　

民宿 民宿、一般住宅等のほか空地も残る住宅地域 沖港
母島字元地１８９番９

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の閑静な住宅地域 二見港
父島字宮之浜道１１番７

畑 農地、山林が混在する高台の宅地見込地地域 二見港
父島字二子７番１

山林、原野 農地、山林が混在する西傾斜の宅地見込地地域 沖港
母島字静沢４３番１

店舗 飲食店、土産店等が建ち並ぶ商業地域 二見港
父島字東町７７番
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (８)  (９)

東京 西多摩郡奥多摩町 用材林地 町道 「都計外」
122,000 15,842 杉       4m

檜
(林)　  -  1 (124,000) から松 公道隣接 国立公園

      0m      11km     200m 普通
東京 あきる野市 用材林地 林道 「調区」

150,000 14,082 杉       4m

(林)　  -  2 (151,000) 林道隣接 国立公園 
      0m     9.7km      50m 普通

東京 あきる野市 用材林地 市道 「調区」
164,000 10,101 杉       6m

檜
(林)　  -  3 (164,000) 公道隣接  

      0m       6km     150m
東京 西多摩郡檜原村 用材林地 林道 「都計外」

145,000 34,710 杉     3.6m

(林)　  -  4 (146,000) 林道隣接  
      0m      15km       1km

東京 八王子市 用材林地 都道 「調区」
960,000 8,157 杉       5m

鉄索
(林)　  -  5 (960,000) 都立公園 

    200m     4.4km     800m 普通
東京 八王子市 用材林地 林道 「調区」

820,000 8,330 杉     3.6m
檜

(林)　  -  6 (820,000) 林道隣接 都立公園 
      0m     9.6km     250m 普通

東京 青梅市 用材林地 都道 「調区」
337,000 1,373 杉       9m

檜
(林)　  -  7 (344,000) 公道隣接  

      0m     3.9km     350m
東京 青梅市 用材林地 市道 「調区」

260,000 5,950 杉     4.5m
檜

(林)　  -  8 (265,000) 公道隣接 国立公園 
      0m     2.3km     900m 普通

東京 西多摩郡日の出町 用材林地 林道 「調区」
166,000 7,636 杉     3.6m

檜
(林)　  -  9 (166,000) 林道隣接 国立公園

      0m     7.8km     200m 普通
東京 小笠原村 雑木林地 都道 （都）

1,350,000 3,889 松       6m
ひめつばき等

(林)　  - 10 (1,350,000) 公道隣接 国立公園
      0m     6.5km       2km 特別（２種）

東京 小笠原村 雑木林地 都道 （都）
950,000 4,359 ひめつばき       4m

ビロウ等
(林)　  - 11 (950,000) 公道隣接  

      0m       7km       7km

農村林地
母島字庚申塚６０番１ 「地森計」

沖港 元地標高約１６０ｍ、約３０度の東向き傾
斜の地域で雑木の自然林地域

農村林地
大字大久野字三ツ沢４７７２番 「地森計」

二見港 扇浦 農村林地
父島字長谷１１０番１ 「地森計」

標高２００ｍ、約３０度の南西向き傾
斜の地域で雑木の自然林地域

「地森計」

東日本武蔵五日市 三ツ沢

東日本軍畑 大沢 農村林地

都市近郊林地
上恩方町４７２６番外１筆 「地森計」

東日本軍畑 北小曽木 農村林地
成木八丁目７３１番１ 「地森計」

二俣尾五丁目１７２４番

「地森計」

東日本高尾 高留

東日本高尾 裏高尾 都市近郊林地

農村林地
戸倉字盆堀日向清水１９８９番１ 「地森計」

東日本武蔵五日市 南郷 農村林地
字南郷５９８７番 「地森計」

裏高尾町１８７８番外２筆

養沢字上養沢１０５１番 「地森計」

東日本武蔵五日市 戸倉盆堀大入標高３８０ｍ、約３５度の南東向き傾
斜の地域で杉、檜の人工造林地域

「地森計」
農村林地

東日本武蔵五日市 上養沢 農村林地

川野字大ざす５４０番１
東日本奥多摩 峰谷標高６５０ｍ、約３０度の北向き傾斜

で、杉、檜、から松人工造林地域

基準地番号 基準地の所在及び地番 基準地の
10アール当たり
の価格

　　　　 (円)

基準地の地積

      　 (㎡)

公法上の規制 地域の特性基準地の利用の現況 基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地から
搬出地点ま
での搬出方
法及び距離

搬出地点の
道路の状況

標高４５０ｍ、約３５度の南西向き傾
斜の地域で杉、檜の人工造林地域

標高４００ｍ、約２５度の南東向き傾
斜の地域で、杉、檜人工造林地域

 (７)　 交　 通　 接　 近　 条　 件

標高４５０ｍ、約２５度の東向き傾斜
の地域で、杉の人工造林地域

沿道集落に近い標高３００ｍ、北向き
傾斜約３０度の杉の人工造林地域

沿道集落に近い標高約３００ｍ、東向
傾斜約２５度の杉・檜人工造林地域

標高２５０ｍ、約３０度の南向き傾斜
の地域で、杉、檜の人工造林地域

寄駅及び距離 寄集落及び距離

標高４５０ｍ、約３５度の北東向き傾
斜の地域で杉主体の人工造林地域
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備 考 

第１ 宅地及び宅地見込地 

１ 「基準地番号」欄において、一連番号の前に付されている３、５、７、９及び１０の見出し数字は、以下の区分のとおりである。 

  なお、見出し数字の付いていないものは住宅地にあることを示す。 

３·····································································宅地見込地 

５·····································································商業地 

７·····································································準工業地 

９·····································································工業地 

１０····································································市街化調整区域内の現況宅地 

  また、＊印は、地価公示の標準地（価格判定の基準日 平成 20 年 1 月 1 日）と同一地点である基準地であることを示す。 

２ 「基準地の所在及び地番並びに住居表示」欄において、基準地に住居表示がある場合は、「 」内に表示した。また、基準地が土地区画整理事業による仮換地又は土地

改良事業による一時利用地となっている場合には、原則として、その場所の当該事業による整理前の所在、地番及び住居表示を表示し、「住居表示」欄の（ ）内にその

場所の当該事業による工区名、街区番号及び符号を表示した。 

３ 「基準地の１平方メートル当たりの価格」欄の（ ）内は、昨年の価格である。 

４ 「基準地の地積」欄には、原則として、土地登記簿に記載されている地積（土地の一部が借地である基準地については当該借地の面積、土地区画整理事業による仮換

地又は土地改良事業による一時利用地である基準地については当該仮換地等の指定地積）を表示し、１平方メートル未満は切り捨ててある。また、基準地の筆の一部が

私道となっている場合は、その「基準地の地積」には私道部分を含めて全筆の地積を表示した。 

５ 「基準地の形状」欄には、基準地の間口と奥行のおおむねの比率（宅地見込地にあっては、前面道路と接する辺又は至近の道路におおむね平行する辺と、この辺から

対辺までの長さの比率）を左側に間口、右側に奥行の順で表示した。 

６ 「基準地の利用の現況」欄には、前部に建物の主たる構造を次の略号で表示し、後部に階層（地下階層がある場合には地上階層にＦを、地下階層にＢを付した。）を表

示した。 

鉄骨鉄筋コンクリート造·················································ＳＲＣ 

鉄筋コンクリート造··························································ＲＣ 

鉄骨造·················································································Ｓ 

ブロック造··········································································Ｂ 

木造·····················································································Ｗ 

７ 「基準地の前面道路の状況」欄においては、次の区分により表示した。 

(1) 道路法（昭和２７年法律第１８０号）の道路は、単に「国道」「区道」等 

(2) 土地区画整理事業施行地区内の道路（(1)及び(3)を除く。）は、「区画街路」 

(3) 私人が管理する道で、いわゆる私道と称されているものは、「私道」 

(4) その他の道は、「道路」 
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  なお、前面道路の舗装の状況は、未舗装と特に表示しない限り舗装済みである。 

８ 「基準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況」欄については、次の区分により表示した。 

(1) 水道法（昭和３２年法律第１７７号）による水道事業又は専用水道により給水されている場合及び通常の工事費負担によってこれらの水道から給水可能な場合には、

「水道」と表示した。 

(2) ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）による一般ガス事業又は簡易ガス事業によりガスが供給されている場合及び通常の工事費負担によってこれらのガス事業からガ

ス供給が可能な場合には、「ガス」と表示した。 

(3) 基準地が下水道法（昭和３３年法律第７９号）の処理区域内にある場合及び処理区域内にはないが公共下水に接続し、又は終末処理場を有している場合は「下水」と

表示した。 

９ 「基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況」欄には、原則として、基準地から鉄道駅（地下鉄の場合には地表への出入口）までの道路距離を表示し、５０メ

ートル未満の場合は「近接」と表示し、基準地が駅前広場に接面する場合は「駅前広場接面」と表示した。 

10 ｢基準地にかかる都市計画法その他法令の制限で主要なもの｣欄においては、次の区分により表示した。 

(1) 用途地域等は次の略号で表示した。ただし、市街化区域は特に表示していない。 

第１種低層住居専用地域·····················································································１低専 

第２種低層住居専用地域·····················································································２低専 

第１種中高層住居専用地域················································································１中専 

第２種中高層住居専用地域················································································２中専 

第１種住居地域········································································································１住居 

第２種住居地域········································································································２住居 

準住居地域················································································································準住居 

近隣商業地域···········································································································近商 

商業地域····················································································································商業 

準工業地域················································································································準工 

工業地域·····················································································································工業 

工業専用地域···········································································································工専 

高度地区·····················································································································高度 

防火地域·····················································································································防火 

準防火地域················································································································準防 

市街化調整区域······································································································「調区」 

市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域·························（都） 

都市計画の定めのない区域···············································································「都計外」 

(2) 用途地域については、（ ）内の左側に指定建ぺい率を、右側に指定容積率をそれぞれパーセントで表示した。 

    例 ： １低専（５０,１００）、２中専（６０，２００）、商業（８０,８００） 

第２ 林地 

１ ｢基準地番号｣欄には、（林）を冠した一連番号により表示した。 

２ 「基準地の利用の現況」欄には、林地の現況及び樹種を表示した。 

３ 「基準地の周辺の土地の利用の現況」欄には、標高、傾斜度、方位等を表示した。 
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(2) 「搬出地点の道路の状況」欄は、道路の種類及び幅員を表示した。 

なお、基準地に林（公）道が隣接している場合には、その隣接道路の種類及び幅員を表示した。 

(3) 「最寄駅及び距離」欄は、駅名及び基準地から駅までのおおよその道路距離を表示した。 

５ 「公法上の規制」欄には、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）、自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）及び森林法（昭和２６年法律第２４９号）の法令に基づく公法上

の規制を次の区分により表示した。 

(1) 都市計画法 

市街化調整区域······················································································「調区」 

市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域·········（都） 

都市計画の定めのない区域·······························································「都計外」 

(2) 自然公園法 

国立公園····································································································国立公園 

普通地域····································································································普通 

特別地域（第 種）···················································································特別（ 種） 

(3) 森林法 

地域森林計画対象民有林···································································「地森計」 

６ 「地域の特性」欄には、地域の特性を次の区分により分類し表示した。 

都市近郊林地 

農村林地 

林業本場林地 

農村奥地林地 

第３ 表示は、基準地の単位面積当たりの価格判定の基準日（平成 20 年 7 月 1 日）における状況により行った。 

第４ 「地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧」に掲げる「変動率（年間）」は平成 19 年 7 月 1 日から平成 20 年 7 月 1 日までの価格変動率であり、「変動率（半年

間）」は平成 20 年 1 月 1 日から平成 20 年 7 月 1 日までの価格変動率である。 
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地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧（住宅地・区部）

基準地番号 標準地番号 所 在 ･ 地 番
平成20年

基準地価格(円)
平成20年

公示価格(円)
平成19年

基準地価格(円)
変動率
(年間)

変動率
(半年間）

備考

千代田－1 千代田-3 五番町１２番６ 3,400,000 3,370,000 3,150,000 7.9 0.9

中央－2 中央-1 月島二丁目１６１８番 820,000 820,000 800,000 2.5 0.0

港－6 港-2 六本木五丁目３６７番１ 2,050,000 2,200,000 2,050,000 0.0  6.8

港－8 港-9 高輪一丁目７０１番６１ 1,200,000 1,330,000 1,270,000  5.5  9.8

新宿－9 新宿-17 高田馬場一丁目１８２番３２外１筆 670,000 690,000 655,000 2.3  2.9

新宿－12 新宿-4 大京町６番８ 805,000 825,000 785,000 2.5  2.4

文京－2 文京-2 西片一丁目１０番２７２ 1,080,000 1,130,000 1,090,000  0.9  4.4

文京－5 文京-7 白山四丁目３１０番１６ 815,000 830,000 810,000 0.6  1.8

文京－7 文京-14 小石川二丁目１９番１９ 950,000 976,000 950,000 0.0  2.7

台東－1 台東-4 上野桜木一丁目１６番６ 820,000 820,000 780,000 5.1 0.0

墨田－1 墨田-1 立花一丁目１５番４ 325,000 327,000 318,000 2.2  0.6

江東－4 江東-7 南砂二丁目４３番２８ 366,000 363,000 357,000 2.5 0.8

品川－2 品川-10 北品川五丁目７１８番５７ 810,000 880,000 860,000  5.8  8.0

品川－5 品川-8 西中延二丁目１７４番５ 565,000 600,000 575,000  1.7  5.8

目黒－1 目黒-1 八雲四丁目９９番６外１筆 810,000 855,000 820,000  1.2  5.3

目黒－5 目黒-12 祐天寺一丁目２１５３番２２ 745,000 770,000 750,000  0.7  3.2

大田－5 大田-30 田園調布四丁目２８番５ 780,000 800,000 760,000 2.6  2.5

大田－8 大田-18 西馬込二丁目３４番７ 470,000 480,000 460,000 2.2  2.1

大田－11 大田-2 久が原四丁目６８９番１０ 580,000 594,000 580,000 0.0  2.4

大田－16 大田-43 新蒲田二丁目１２０番３ 425,000 432,000 425,000 0.0  1.6

世田谷－1 世田谷-50 赤堤三丁目２７１番１４ 700,000 710,000 685,000 2.2  1.4
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地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧（住宅地・区部）

基準地番号 標準地番号 所 在 ･ 地 番
平成20年

基準地価格(円)
平成20年

公示価格(円)
平成19年

基準地価格(円)
変動率
(年間)

変動率
(半年間）

備考

世田谷－11 世田谷-23 代田二丁目６６８番３１ 780,000 807,000 780,000 0.0  3.3

世田谷－17 世田谷-2 等々力五丁目３３番１５ 761,000 763,000 754,000 0.9  0.3

世田谷－19 世田谷-25 弦巻五丁目６１６番１９ 635,000 650,000 620,000 2.4  2.3

世田谷－22 世田谷-20 瀬田四丁目３３３番８ 688,000 700,000 679,000 1.3  1.7

世田谷－36 世田谷-22 祖師谷一丁目１０５番１７ 575,000 600,000 575,000 0.0  4.2

世田谷－42 世田谷-52 玉堤一丁目２４９０番１０ 470,000 470,000 464,000 1.3 0.0

渋谷－2 渋谷-2 千駄ヶ谷一丁目２６番６ 1,320,000 1,390,000 1,350,000  2.2  5.0

渋谷－5 渋谷-7 本町一丁目９番１３ 610,000 640,000 630,000  3.2  4.7

渋谷－6 渋谷-6 大山町１０６７番４１外１筆 1,170,000 1,310,000 1,240,000  5.6  10.7

中野－7 中野-3 中央三丁目５番５ 573,000 590,000 558,000 2.7  2.9

中野－11 中野-1 新井二丁目４０番９ 583,000 600,000 575,000 1.4  2.8

杉並－12 杉並-21 成田東五丁目１５番４ 489,000 513,000 489,000 0.0  4.7

杉並－14 杉並-50 成田東一丁目５６１番９ 450,000 468,000 450,000 0.0  3.8

杉並－18 杉並-42 西荻北二丁目７３番９ 523,000 545,000 523,000 0.0  4.0

杉並－21 杉並-40 高井戸東三丁目１８４２番１５ 526,000 548,000 526,000 0.0  4.0

杉並－24 杉並-25 西荻南四丁目４９番３ 558,000 586,000 555,000 0.5  4.8

杉並－25 杉並-28 下井草三丁目１８６番１８ 450,000 470,000 450,000 0.0  4.3

豊島－4 豊島-7 千川一丁目１５番１３ 535,000 550,000 510,000 4.9  2.7

豊島－8 豊島-11 北大塚一丁目２６番３ 605,000 632,000 565,000 7.1  4.3

北－2 北-12 上中里一丁目２３番３ 480,000 480,000 474,000 1.3 0.0

北－5 北-4 西が丘一丁目９４番 428,000 430,000 428,000 0.0  0.5
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地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧（住宅地・区部）

基準地番号 標準地番号 所 在 ･ 地 番
平成20年

基準地価格(円)
平成20年

公示価格(円)
平成19年

基準地価格(円)
変動率
(年間)

変動率
(半年間）

備考

荒川－2 荒川-2 西日暮里四丁目１０４０番８６の内 530,000 550,000 520,000 1.9  3.6

板橋－4 板橋-23 高島平五丁目４７番７ 364,000 364,000 358,000 1.7 0.0

板橋－8 板橋-2 前野町六丁目２１番７ 392,000 394,000 380,000 3.2  0.5

板橋－10 板橋-17 大山東町１０番４ 523,000 525,000 505,000 3.6  0.4

板橋－11 板橋-27 徳丸三丁目１２１番９ 414,000 420,000 400,000 3.5  1.4

練馬－5 練馬-29 貫井三丁目５１９番２０ 415,000 415,000 400,000 3.8 0.0

練馬－7 練馬-4 平和台二丁目１５９１番４６ 427,000 428,000 407,000 4.9  0.2

練馬－17 練馬-12 春日町一丁目２２１１番１９ 422,000 424,000 402,000 5.0  0.5

練馬－20 練馬-35 関町北二丁目６０８番２ 472,000 472,000 455,000 3.7 0.0

練馬－30 練馬-60 東大泉三丁目９１５番２６ 472,000 473,000 455,000 3.7  0.2

練馬－35 練馬-10 大泉学園町六丁目７９６番２ 277,000 277,000 272,000 1.8 0.0

足立－12 足立-13 綾瀬三丁目２２番１０ 453,000 450,000 440,000 3.0 0.7

足立－13 足立-30 鹿浜六丁目１０番２１ 240,000 235,000 225,000 6.7 2.1

足立－14 足立-45 竹の塚二丁目１９番２ 378,000 375,000 371,000 1.9 0.8

足立－16 足立-19 花畑町４２９０番９外６筆 304,000 299,000 290,000 4.8 1.7

足立－25 足立-34 西新井一丁目３２番８外１筆 274,000 274,000 261,000 5.0 0.0

飾－9 飾-27 青戸一丁目６１番１ 380,000 380,000 370,000 2.7 0.0

飾－10 飾-1 東金町三丁目１０４番５ 377,000 377,000 362,000 4.1 0.0

飾－14 飾-19 水元三丁目９番２ 238,000 243,000 239,000  0.4  2.1

江戸川－13 江戸川-40 中西五丁目６番２４ 435,000 435,000 420,000 3.6 0.0

江戸川－20 江戸川-13 鹿骨四丁目１４４番 272,000 280,000 270,000 0.7  2.9
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地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧（住宅地・区部）

基準地番号 標準地番号 所 在 ･ 地 番
平成20年

基準地価格(円)
平成20年

公示価格(円)
平成19年

基準地価格(円)
変動率
(年間)

変動率
(半年間）

備考

江戸川－21 江戸川-35 上篠崎二丁目２４７番２ 340,000 345,000 338,000 0.6  1.4

江戸川－22 江戸川-46 北小岩二丁目２３８番４ 365,000 370,000 360,000 1.4  1.4
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地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧（住宅地・多摩）

基準地番号 標準地番号 所 在 ･ 地 番
平成20年

基準地価格(円)
平成20年

公示価格(円)
平成19年

基準地価格(円)
変動率
(年間)

変動率
(半年間）

備考

八王子－23 八王子-89 叶谷町８６７番３外１筆 157,000 159,000 154,000 1.9  1.3

八王子－46 八王子-2 子安町一丁目５５２番９ 300,000 295,000 285,000 5.3 1.7

八王子－47 八王子-1 めじろ台二丁目４５番１４ 181,000 181,000 178,000 1.7 0.0

八王子－48 八王子-21 大和田町四丁目１８２７番５ 173,000 171,000 165,000 4.8 1.2

八王子－49 八王子-40 東浅川町１番４０ 145,000 142,000 137,000 5.8 2.1

八王子－50 八王子-68 諏訪町１２２番５ 86,000 88,000 85,000 1.2  2.3

八王子－51 八王子-76 越野２６番１３ 169,000 169,000 164,000 3.0 0.0

立川－14 立川-23 錦町五丁目１６７番２８外１筆 304,000 308,000 289,000 5.2  1.3

立川－15 立川-13 栄町五丁目４７番５ 252,000 252,000 240,000 5.0 0.0

武蔵野－7 武蔵野-1 吉祥寺本町四丁目１８３６番３４ 640,000 680,000 620,000 3.2  5.9

三鷹－9 三鷹-32 井口一丁目１３４番４９ 330,000 349,000 330,000 0.0  5.4

三鷹－12 三鷹-11 牟礼四丁目６３２番７外４筆 405,000 415,000 405,000 0.0  2.4

青梅－12 青梅-8 師岡町三丁目４番１３ 182,000 185,000 178,000 2.2  1.6

府中－12 府中-10 美好町二丁目４５番７ 331,000 331,000 327,000 1.2 0.0

府中－15 府中-47 若松町三丁目２５番１７ 311,000 311,000 295,000 5.4 0.0

府中－18 府中-25 南町三丁目３１番７６ 295,000 295,000 280,000 5.4 0.0

昭島－9 昭島-12 昭和町四丁目２５０番７４ 235,000 237,000 224,000 4.9  0.8

調布－1 調布-13 調布ケ丘一丁目１６番２３ 400,000 400,000 387,000 3.4 0.0

調布－8 調布-9 深大寺東町六丁目２９番１９ 280,000 284,000 275,000 1.8  1.4

調布－13 調布-25 東つつじケ丘二丁目２４番５ 396,000 396,000 377,000 5.0 0.0

町田－13 町田-51 鶴川一丁目１０番７ 178,000 178,000 170,000 4.7 0.0
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地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧（住宅地・多摩）

基準地番号 標準地番号 所 在 ･ 地 番
平成20年

基準地価格(円)
平成20年

公示価格(円)
平成19年

基準地価格(円)
変動率
(年間)

変動率
(半年間）

備考

町田－21 町田-20 木曽西一丁目１８８０番１４ 162,000 162,000 155,000 4.5 0.0

町田－28 町田-39 つくし野一丁目２３番２６ 219,000 219,000 214,000 2.3 0.0

町田－30 町田-87 玉川学園四丁目３５８３番９６ 196,000 196,000 185,000 5.9 0.0

町田－40 町田-5 中町二丁目５４９番５外１筆 290,000 290,000 280,000 3.6 0.0

町田－41 町田-13 相原町字中ケ谷戸８５７番４１ 122,000 122,000 121,000 0.8 0.0

小金井－9 小金井-8 中町三丁目２１２９番７ 374,000 380,000 360,000 3.9  1.6

小平－3 小平-19 津田町一丁目１４７７番２８ 260,000 264,000 255,000 2.0  1.5

小平－5 小平-4 花小金井一丁目８０７番９ 330,000 334,000 327,000 0.9  1.2

日野－3 日野-35 落川１０番１２ 223,000 223,000 － － 0.0 選定替

日野－16 (同一標準地なし） 神明四丁目２４番４ 255,000 － － － － 選定替

東村山－6 東村山-1 栄町三丁目４番１５ 270,000 270,000 260,000 3.8 0.0

東村山－7 東村山-3 恩多町五丁目５番４ 183,000 183,000 180,000 1.7 0.0

国分寺－7 国分寺-5 戸倉二丁目７番１５ 304,000 306,000 295,000 3.1  0.7

国立－4 国立-11 東三丁目１２番２９ 393,000 400,000 393,000 0.0  1.8

福生－1 福生-3 大字熊川字北８５３番１８ 189,000 192,000 185,000 2.2  1.6

狛江－1 狛江-6 岩戸北一丁目１１７０番１５ 364,000 364,000 355,000 2.5 0.0

東大和－9 東大和-6 南街一丁目３７番２ 225,000 231,000 225,000 0.0  2.6

清瀬－3 清瀬-1 松山二丁目９７７番３１外２筆 298,000 298,000 288,000 3.5 0.0

東久留米－3 東久留米-11 前沢五丁目２９番２ 208,000 209,000 202,000 3.0  0.5

東久留米－9 東久留米-7 浅間町三丁目３番１１ 320,000 320,000 － － 0.0 選定替

武蔵村山－8 武蔵村山-1 大南一丁目１５８番１ 170,000 174,000 170,000 0.0  2.3
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地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧（住宅地・多摩）

基準地番号 標準地番号 所 在 ･ 地 番
平成20年

基準地価格(円)
平成20年

公示価格(円)
平成19年

基準地価格(円)
変動率
(年間)

変動率
(半年間）

備考

多摩－5 多摩-8 一ノ宮四丁目１３番１１ 282,000 282,000 275,000 2.5 0.0

多摩－13 多摩-26 関戸五丁目２５番２２ 206,000 206,000 202,000 2.0 0.0

多摩－14 多摩-18 乞田８３８番１ 206,000 206,000 202,000 2.0 0.0

稲城－12 稲城-11 大字東長沼字四号１２８３番４ 232,000 235,000 233,000  0.4  1.3

あきる野－3 あきる野-4 雨間字澤田４１５番１５ 148,000 148,000 142,000 4.2 0.0

西東京－2 西東京-1 田無町四丁目１７３８番１４ 351,000 351,000 335,000 4.8 0.0

西東京－4 西東京-18 保谷町三丁目１０６３番９４ 338,000 335,000 326,000 3.7 0.9

瑞穂－1 瑞穂-3 大字箱根ケ崎字宿東２３６５番４ 122,000 125,000 122,000 0.0  2.4
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地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧（商業地・区部）

基準地番号 標準地番号 所 在 ･ 地 番
平成20年

基準地価格(円)
平成20年

公示価格(円)
平成19年

基準地価格(円)
変動率
(年間)

変動率
(半年間）

備考

千代田5－1 千代田5-19 丸の内三丁目１４番１ 25,900,000 25,000,000 22,800,000 13.6 3.6

千代田5－5 千代田5-3 内神田一丁目６番１外１筆 3,710,000 3,680,000 3,500,000 6.0 0.8

千代田5－17 千代田5-2 神田錦町三丁目２２番８ 2,150,000 2,110,000 2,000,000 7.5 1.9

千代田5－18 千代田5-29 町四丁目４番２ 6,640,000 6,620,000 6,250,000 6.2 0.3

中央5－4 中央5-16 日本橋本町四丁目１５番３ 5,380,000 5,350,000 5,000,000 7.6 0.6

中央5－9 中央5-14 新富二丁目２番８ 1,940,000 1,940,000 1,780,000 9.0 0.0

中央5－14 中央5-2 銀座八丁目１０９番１ 17,700,000 16,700,000 15,600,000 13.5 6.0

中央5－20 中央5-20 日本橋人形町二丁目２１番１０ 1,370,000 1,370,000 1,270,000 7.9 0.0

港5－4 港5-10 高輪二丁目１番９ 2,600,000 2,600,000 2,430,000 7.0 0.0

港5－5 港5-1 新橋一丁目１０３番４ 13,000,000 13,000,000 － － 0.0 選定替

港5－18 港5-7 赤坂二丁目１３０１番５外１筆 5,060,000 5,060,000 4,650,000 8.8 0.0

港5－23 港5-12 芝大門二丁目２０１番１外３筆 2,100,000 2,170,000 1,980,000 6.1  3.2

新宿5－10 新宿5-15 新宿三丁目５番２外２筆 12,500,000 11,700,000 10,400,000 20.2 6.8

新宿5－11 新宿5-14 百人町一丁目１９３番５ 1,950,000 1,950,000 1,800,000 8.3 0.0

新宿5－15 新宿5-8 四谷三丁目１番８ 4,000,000 4,000,000 3,680,000 8.7 0.0

新宿5－17 新宿5-40 北新宿一丁目３５３番６１ 1,010,000 1,040,000 965,000 4.7  2.9

新宿5－19 新宿5-13 原町三丁目３４番１ 1,400,000 1,400,000 1,280,000 9.4 0.0

新宿5－26 新宿5-49 新宿一丁目３１番２８ 1,500,000 1,530,000 1,450,000 3.4  2.0

文京5－2 文京5-5 小石川一丁目２番５外５筆 1,990,000 2,100,000 1,900,000 4.7  5.2

文京5－7 文京5-9 千駄木三丁目１７６番４外２筆 1,070,000 1,120,000 1,050,000 1.9  4.5

台東5－8 台東5-7 浅草橋一丁目２２番２ 2,280,000 2,300,000 2,250,000 1.3  0.9
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地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧（商業地・区部）

基準地番号 標準地番号 所 在 ･ 地 番
平成20年

基準地価格(円)
平成20年

公示価格(円)
平成19年

基準地価格(円)
変動率
(年間)

変動率
(半年間）

備考

台東5－17 台東5-5 西浅草二丁目６６番２ 1,200,000 1,200,000 1,090,000 10.1 0.0

台東5－21 台東5-13 蔵前二丁目８番４外１筆 1,120,000 1,180,000 1,090,000 2.8  5.1

台東5－22 台東5-26 東上野一丁目１５番１３ 1,040,000 1,060,000 968,000 7.4  1.9

墨田5－13 墨田5-3 緑二丁目３番４外１筆 685,000 685,000 635,000 7.9 0.0

江東5－8 江東5-10 亀戸一丁目８番１４外１筆 703,000 710,000 640,000 9.8  1.0

品川5－10 品川5-4 上大崎二丁目５６１番１ 3,100,000 3,200,000 2,900,000 6.9  3.1

品川5－12 品川5-2 大井三丁目４１４９番６外１筆 940,000 970,000 930,000 1.1  3.1

目黒5－3 目黒5-14 下目黒一丁目１２０番１外１筆 3,470,000 3,600,000 3,150,000 10.2  3.6

目黒5－5 目黒5-4 祐天寺二丁目１１３８番１７ 902,000 915,000 900,000 0.2  1.4

大田5－7 大田5-8 南久が原二丁目４番８ 600,000 600,000 580,000 3.4 0.0

大田5－8 大田5-10 南蒲田三丁目１４６１番６ 645,000 645,000 620,000 4.0 0.0

大田5－13 大田5-17 西蒲田七丁目２５番２外２筆 870,000 870,000 840,000 3.6 0.0

大田5－16 大田5-37 大森西五丁目４番４ 550,000 540,000 520,000 5.8 1.9

世田谷5－9 世田谷5-16 豪徳寺一丁目２０３２番８ 870,000 870,000 820,000 6.1 0.0

世田谷5－10 世田谷5-8 等々力二丁目１７番６ 911,000 911,000 855,000 6.5 0.0

渋谷5－2 渋谷5-15 恵比寿一丁目１２番１３ 3,080,000 3,300,000 3,000,000 2.7  6.7

渋谷5－5 渋谷5-3 渋谷二丁目９番３ 5,900,000 6,350,000 6,000,000  1.7  7.1

中野5－4 中野5-4 中央四丁目３４番１５ 918,000 942,000 865,000 6.1  2.5

中野5－9 中野5-2 沼袋一丁目２６８番９ 858,000 867,000 810,000 5.9  1.0

杉並5－2 杉並5-8 阿佐谷南一丁目８５番３外１筆 700,000 730,000 700,000 0.0  4.1

杉並5－10 杉並5-6 永福一丁目４０番１１外１筆 635,000 654,000 635,000 0.0  2.9
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地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧（商業地・区部）

基準地番号 標準地番号 所 在 ･ 地 番
平成20年

基準地価格(円)
平成20年

公示価格(円)
平成19年

基準地価格(円)
変動率
(年間)

変動率
(半年間）

備考

杉並5－11 杉並5-4 阿佐谷南三丁目７７４番３ 1,350,000 1,410,000 1,350,000 0.0  4.3

豊島5－11 豊島5-11 長崎一丁目５２番４ 625,000 650,000 600,000 4.2  3.8

豊島5－12 豊島5-5 南池袋二丁目９７番１３ 2,750,000 2,850,000 2,600,000 5.8  3.5

豊島5－13 豊島5-9 北大塚二丁目１２番３ 1,100,000 1,120,000 1,050,000 4.8  1.8

北5－2 北5-9 西ヶ原一丁目１０６番１４外１筆 777,000 777,000 740,000 5.0 0.0

北5－7 北5-8 上十条三丁目１８番８ 590,000 590,000 570,000 3.5 0.0

荒川5－1 荒川5-4 東日暮里三丁目１３３８番１外２筆 678,000 678,000 657,000 3.2 0.0

板橋5－10 板橋5-4 志村二丁目４番２９ 597,000 600,000 580,000 2.9  0.5

板橋5－13 板橋5-9 常盤台二丁目６番７ 975,000 985,000 923,000 5.6  1.0

練馬5－5 練馬5-7 早宮一丁目１１５番２ 550,000 550,000 520,000 5.8 0.0

練馬5－6 練馬5-1 豊玉北六丁目１番１３ 1,190,000 1,200,000 1,100,000 8.2  0.8

足立5－3 足立5-6 本木北町９番３５外４筆 279,000 274,000 267,000 4.5 1.8

足立5－5 足立5-2 千住旭町５１番１ 742,000 734,000 697,000 6.5 1.1

足立5－15 足立5-4 西新井一丁目１０６９番１ 400,000 397,000 381,000 5.0 0.8

飾5－1 飾5-4 立石四丁目５６０番４ 566,000 566,000 545,000 3.9 0.0

飾5－4 飾5-5 亀有三丁目６４３番２ 510,000 520,000 480,000 6.3  1.9

江戸川5－3 江戸川5-3 西西六丁目１５番２８外１筆 1,430,000 1,430,000 1,340,000 6.7 0.0

江戸川5－8 江戸川5-6 中央二丁目１１３４番４ 340,000 335,000 330,000 3.0 1.5
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地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧（商業地・多摩）

基準地番号 標準地番号 所 在 ･ 地 番
平成20年

基準地価格(円)
平成20年

公示価格(円)
平成19年

基準地価格(円)
変動率
(年間)

変動率
(半年間）

備考

八王子5－11 八王子5-4 台町四丁目１５１番３ 430,000 425,000 408,000 5.4 1.2

八王子5－12 八王子5-14 東浅川町２０７番１ 167,000 172,000 165,000 1.2  2.9

立川5－2 立川5-6 錦町二丁目８６番１ 1,530,000 1,550,000 1,360,000 12.5  1.3

武蔵野5－2 武蔵野5-2 吉祥寺本町一丁目２０７３番２の内 4,680,000 4,680,000 4,520,000 3.5 0.0

武蔵野5－3 武蔵野5-4 吉祥寺本町二丁目１９７５番１外１筆 1,000,000 1,000,000 900,000 11.1 0.0

武蔵野5－7 武蔵野5-3 吉祥寺南町一丁目２７２８番９の内 2,300,000 2,300,000 2,250,000 2.2 0.0

三鷹5－3 三鷹5－1 下連雀三丁目２５６番５ 2,180,000 2,180,000 2,100,000 3.8 0.0

府中5－7 府中5-3 宮町一丁目２３番９ 730,000 730,000 693,000 5.3 0.0

昭島5－3 昭島5-1 昭和町五丁目２２８番８ 448,000 445,000 439,000 2.1 0.7

調布5－3 調布5-3 菊野台一丁目１７番４８ 465,000 465,000 445,000 4.5 0.0

町田5－7 町田5-5 成瀬が丘二丁目２５番１１ 293,000 293,000 282,000 3.9 0.0

町田5－8 町田5-9 原町田六丁目７８２番５外７筆 2,400,000 2,400,000 2,180,000 10.1 0.0

町田5－10 町田5-13 大蔵町字大蔵２６４番１ 180,000 183,000 172,000 4.7  1.6

小金井5－2 小金井5-2 本町三丁目２５９１番１４外４筆 489,000 492,000 470,000 4.0  0.6

小平5－1 小平5-2 花小金井南町一丁目１０６番９ 394,000 405,000 394,000 0.0  2.7

東村山5－1 東村山5-3 栄町一丁目６番８ 366,000 366,000 355,000 3.1 0.0

国分寺5－1 国分寺5-1 本町二丁目３３４番１４ 1,300,000 1,400,000 1,290,000 0.8  7.1

福生5－1 福生5-3 大字福生字奈賀７６７番５外１筆 401,000 400,000 383,000 4.7 0.3

清瀬5－2 清瀬5-1 松山一丁目９９７番４ 471,000 465,000 449,000 4.9 1.3

多摩5－2 多摩5-5 関戸四丁目４番１０ 680,000 690,000 645,000 5.4  1.4

稲城5－2 稲城5-2 大字大丸字八号１００３番３外１筆 249,000 255,000 249,000 0.0  2.4
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地価公示の標準地と同一地点である基準地の価格一覧（商業地・多摩）

基準地番号 標準地番号 所 在 ･ 地 番
平成20年

基準地価格(円)
平成20年

公示価格(円)
平成19年

基準地価格(円)
変動率
(年間)

変動率
(半年間）

備考

羽村5－1 羽村5-1 五ノ神四丁目１４番４ 323,000 323,000 308,000 4.9 0.0
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