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こちらのオフィス移転マニュアルは、

はじめて移転を経験される担当者をイメージして作成しております。

移転の流れを4つのステップに分けご紹介。

不動産用語の解説や移転のスケジュールサンプル、

関係各庁への届け出一覧も掲載しております。

是非お役立てください。

本資料の文章・画像や内容の無断転載および複製等の行為はご遠慮ください。
本資料は、弊社内部情報、および今までの仲介サービスの内容、一般情報他を元に作成しておりますが、弊社はその内容の真実性、正確性、および完全性を保守するものではありません。
よって弊社は、本資料の内容用途について何ら責任を追うものではありません。

株式会社オフィスバンク
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング5階

TEL：03-5464-1315 info@office-b.com
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オフィス移転担当者のよくある悩み

何から始めれば良いかわからない……

オフィス移転は会社にとっても重要な事柄ですが、

数年に一度のことが多いため、

社内でオフィス移転のノウハウが蓄積されにくい傾向があります。

社内にノウハウがなく不安だ スケジュールの立て方がわからない 誰に相談したら良いかわからない

要件定義

現状分析

移転プロジェクト全体をしっかりとサポートする4つのSTEP！

オフィスバンクではお客様の状況に合わせてオフィス移転のトータルサポートはもちろん、

必要なサービスを選択しての提供も可能です!

内見

物件選定

契約

申込・交渉

アフターフォロー

内装構築
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STEP1 現状分析・要件定義

1.  オフィスの課題把握

2.  各種シミュレーション

3.  移転先の希望条件の設定

STEP2 物件選定・内見

1.  移転先候補物件の選定

2.  内見

3.  物件の比較と決定

5

STEP3 申込・契約

1.  申込・条件調整

2.  賃貸借契約書の確認・調整

3.  重要事項説明の実施と賃貸借契約の締結

STEP4 内装構築・オフィス運用

1.   内装要件決定

2.   内装パートナーのコンペティション・決定

3.   内装構築・オフィス運用
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STEP 01 現状分析・要件定義
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POINT

■提供している項目

01

オフィスバンクでは、移転の要件定義に必要な現状分析からサポートします。

定量測定分析 / 定性測定分析 / ヒアリングの実施
オフィスの利用状況を可視化

ワークプレイスサーベイ

■関連サービス

まずは移転の目的を明確にすることが重要です。

オフィス移転によって何を実現するべきなのかを明確にすることが移転成功の

カギになります。社員数や坪数だけでなく、リモートワークの有無、出社率、

フリーアドレスの導入といった働き方や、現在のオフィスでの課題などを把握

しましょう。

オフィスの課題把握
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POINT

■提供している項目

02

■提供している項目

POINT

各種シミュレーション

移転スケジュール / 人員計画シミュレーション / コストシミュレーシ

ョン / キャッシュフロー表など

オフィス移転で思わぬ費用がかかることも。

事前にシミュレーションしてみましょう。

様々な費用がかかるオフィス移転。どんなシミュレーションをする必要がある

のか？それは何のために必要なのか？しっかりと事前に理解することが重要で

す。そうすることで無駄な費用をかけずに移転することが可能です。

オフィスバンクでは、お客様の状況に合わせてカスタマイズした各種シミュ
レーションをご提供しております。

各種シミュレーションも

ワークプレイスサーベイ

■関連サービス
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POINT

■提供している項目

03 移転先の希望条件の設定

オフィスバンクでは、アンケートやヒアリングの結果に加え、
各種シミュレーションを考慮しながらプロの目線で適正面積・賃料を策定いたし
ます。

適正面積・適正賃料の策定／オフィス市況レポート

移転目的や各種シミュレーションの結果を踏まえ、移転

先の希望条件を設定しましょう。

移転先の面積や賃料は、今後の人員計画や出社率、キャッシュフローなどを考

慮したうえで策定する必要があります。また、エリアや移転時期などもオフィ

ス移転を行う上でも重要なポイントの一つと言えます。

最新情報

オフィス市況レポート

■関連サービス
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Q

よくある質問

Q

Q

STEP1  現状分析・要件定義

最新の市場情報はどのように収集すればよいでしょうか。

賃料や空室率については、不動産会社や、調査会社などで公開しています。必要なエリアの情
報を簡単に収集できます。オフィスバンクでも提供しているのでお問い合わせください。

時代や社会情勢に合わせてオフィスの在り方や、情報収集の仕方も変化しています。ウェビナ
ーや他社の最新事例から情報収集するケースも増えています。オフィスバンクもウェビナーを
開催しています。

ワークプレイスサーベイなどを利用し、現状のオフィスの利用状況を把握することからスター
トしましょう。適正な面積や、最適な使い方などを考察することで、移転の必要性を判断でき
ます。

オフィスの課題や、オフィス戦略、新しい働き方についての情報はどのように収集すれば良いでし
ょうか。

最新の市場情報はどのように収集すればよいでしょうか。

10※ワークプレイスサーベイとはオフィスの利用状況を独自技術でデータ計測し、データに基づく合理的意思決定をサポートするサービスです



STEP 02 物件選定・内見
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POINT

■提供している項目

01

希望条件設定のサポート / 物件のご提案

希望条件に優先順位をつけて

物件を探しましょう。

物件を選定する際は、希望条件に優先順位をつけましょう。

賃料、広さ、エリア、交通アクセス、設備など。

その中から譲れない条件を3点ほどに絞り、その条件が叶えられる物件を選定します。

移転先候補物件の選定

オフィスバンクでは、物件選定に必要な優先順位付けからサポートいたしま
す。

希望条件に合わせて

物件提案を依頼する

■関連サービス

移転コストを削減

居抜き入退去コンサルティング
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POINT

■提供している項目

02 内見

内見の調整・同行/チェック項目の調査と確認のサポート

物件はイメージ通りか？

また周辺環境を調べるためにも内見は

必ず行いましょう。
事前に資料から分かる部分は調べておき、資料だけでは分からなかった部分を確認する

ようにしましょう。見るべきポイントを事前にチェックリストにまとめていくことをお

すすめします。

物件提案から内見もサポート

オフィス移転コンサルティング

■関連サービス

オフィスバンクでは、内見の調整に加え、チェックが必要な項目をお客様と
ともに調査・確認いたします。
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POINT

■提供している項目

03 物件の比較と決定

物件比較表の作成 / 設備・諸条件の確認

賃料だけでなく、

設備や諸条件もしっかり比較しましょう。

物件を決定するうえで、つい賃料に目がいきがちですが初期コストやフリーレント、空調費、

ビル設備、交通アクセスなど他の項目を比較検討することで、今まで気が付かなかったポイン

トが見えてくる場合があります。しっかりと比較した上で物件を決定しましょう。

候補物件比較のサポート

オフィス移転コンサルティング

■関連サービス

オフィスバンクでは、賃料以外にも諸条件や設備等が比較できる
比較表をカスタマイズしてご提供いたします。
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Q

よくある質問

Q

Q

STEP02 物件選定・内見

仲介業者によって選べる物件に違いはありますか？

基本的に大きな違いはありませんが、一部異なる場合もあります。未公開や限定募集など一部
の仲介業者しか把握していない情報もございます。オフィスバンクでは未公開情報も多く保有
しております。

何棟くらいオフィスの内見をして候補物件を絞れば良いでしょうか？

1棟の内見で決まる場合もあれば、数十棟内見する場合もあります。20棟以上内見をしても候補
が絞れない場合は、希望条件の優先順位の見直しをすることをおすすめします。

物件を比較する際、どういった項目で比較検討すればよいでしょうか

物件比較表をご用意しております。立地や物件に関することだけでなく、フリーレントの有無
や、契約の種類なども含め、判断できるようにオフィスバンクがサポートいたします。
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STEP 03 申込・交渉契約
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POINT

■提供している項目

01

入居条件の調整 / 申込書・審査書類の提出 / 入居審査のサポート

入居希望条件を明確にし、

優先順位をつけて交渉するようにしましょう。

賃料や契約開始日など入居したい条件を申込書に記載してビルオーナーに提出し

ます。申込書を出すタイミングで決算書などの審査書類の提出を求められる場合

もあるので、事前に必要な書類を確認するようにしましょう。

申込・交渉契約

オフィスバンクでは、オーナーの特性やオフィス市況を踏まえ、
条件交渉で適正価格を引き出し、入居審査をサポートいたします。

条件調整／入居審査もサポート

オフィス移転コンサルティング

■関連サービス
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POINT

■提供している項目

02

■提供している項目

POINT

賃貸借契約書文言確認 / 契約書内容の調整 / 契約書内容の確定

賃貸借契約書の確認・調整

契約書の内容は必ず確認をし、

ポイントを絞り調整するようにしましょう。

契約書の内容は必ず事前に読み、合意した内容が正しく反映されているか、極端に不利な

文言がないかなどを確認するようにしましょう。法務担当や弁護士がいる場合にはチェッ

クをお願いするのも良いでしょう。

契約書の調整

オフィス移転コンサルティング

■関連サービス

オフィスバンクでは、2名以上で賃貸借契約書の文言や条件を確認し、
プロの目線で調整いたします。

18



POINT

■提供している項目

03 重要事項説明の実施と賃貸借契約の締結

重要事項説明書の作成・説明 / 各種契約への立会い

契約に関する疑問点は必ず確認の上

賃貸借契約を締結するようにしましょう。

重要事項説明とは、契約前に文字通りオフィスの契約に関する「重要」な「事項」を「説明」

することです。契約に関する疑問点はここで解消するようにしましょう。 その上で賃貸借契約

を締結します。

契約締結までサポート

オフィス移転コンサルティング

■関連サービス

オフィスバンクでは合意した契約書の内容をもとに、賃貸借契約に必要な重要事
項説明書の説明・契約手続きサポートを丁寧に行います。
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Q

よくある質問

Q

Q

STEP03 申込・交渉契約

申込時の必要書類はどんなものがありますか？

申込書、決算書3期分、会社謄本が必要となることが多いですが、ビルによって異なる場合もあ
るので必ず事前に確認するようにしましょう。

賃貸借契約書を確認する際のポイントはありますか？

合意した契約内容が過不足なく反映されているか？テナントに極端に不利な内容になっていな
いか？などを確認します。オフィスバンクでも事前に同様の内容を確認いたします。

重要事項説明と契約は別物ですか？

別物です。重要事項説明は賃貸借契約を締結する前に確認すべき事項を説明することです。そ
こで契約に関する疑問点、不安点を解消し契約締結の最終判断をします。
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STEP 04 内装構築・オフィス運用
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POINT

■提供している項目

01

内装要件定義書作成のサポート

ニュアンスで伝えるのは危険！

内装のイメージをしっかりと言語化しましょう。

内装は会社の理想や理念、働き方を反映させやすいポイントです。しっかりとイメージを

空間づくりに反映させましょう。まずは内装のイメージや要望などをしっかりとまとめ要

件定義書を作成しましょう。どういった項目を事前に決定すれば失敗無く、スムーズに進

めることができるのかよく検討してから進めるようにしましょう。

内装要件決定

オフィスバンクでは、内装コンセプト、必要なスペース、
座席数などを取りまとめ内装パートナー選定に必要な要件定義書の作成をサポー
トいたします。

内装引継ぎ条件もサポート！

居抜き入退去コンサルティング

■関連サービス

内装まで一括サポート

オフィス移転コンサルティング
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POINT

■提供している項目

02

POINT

内装パートナーのコンペティション・決定

内装パートナーの選定 / コンペティションの実施・サポート

デザイン力以外でも様々なポイントを

比較しながら決定しましょう

内装パートナーの選定はオフィス内装を構築する上でも重要なポイントとなります。

デザイン力はもちろんの事、ヒアリング力や費用面、コミュニケーション面も含め比較検討

すると良いでしょう。

内装まで一括サポート

オフィス移転コンサルティング

■関連サービス

オフィスバンクでは多数の内装パートナーの中から要件に合う数社を選択し、
コンペティションの実施をサポートいたします。

■提供している項目
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POINT

■提供している項目

03 内装構築・オフィス運用

物件情報の提供 / オフィス市況レポートの提供 / 定量測定分析

オフィス移転後も

定期的なオフィスの見直しや

情報収集をすることが大切です

オフィス移転は移転が完了して終わりではありません。実際に移転したことで自社の課題

が解決できたかが重要です。移転後しっかりと検証するようにしましょう。また、定期的

にオフィスに関する情報や働き方についてなどの情報をアップデートすることをおすすめ

します。

オフィスの利用状況を可視化

ワークプレイスサーベイ

■関連サービス

オフィスバンクでは移転後の状況をヒアリングし、定期的に最新オフィス情報、
課題解決サポートなどを提供することで、長期的なパートナーとして支援いたし
ます。
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Q

よくある質問

Q

Q

STEP04 内装構築・オフィス運用

内装のコンセプトやイメージはいつ頃、どのように検討すればよいでしょうか。

内装コンセプトの最終確定は内装パートナーとともに行いますが、物件の内見時に内装のイメ
ージがあると物件選定の参考になりますので大枠のイメージを持っておくと良いでしょう。オ
フィスバンクでは内装の要件定義のサポートも行っています。

内装のコンセプトやイメージはいつ頃、どのように検討すればよいでしょうか。

基本的には、物件が確定してから正式に内装会社と契約するケースが多いのですが、どのよう
な内装にしたいのか、予算はどの程度かなど準備は先に進めておきましょう。オフィスバンク
では予算のシミュレーションもサポートいたします。

オフィスの引っ越し前後にやるべきことはありますか？

関係各庁への届出が必要です。また、取引先への移転案内も欠かせません。その他、オフィス
移転担当の方にぜひ行っていただきたいのが、移転前後の比較、課題解決ができたかどうかの
振り返りです。移転しただけで解決できることは多くなく、継続的な状況把握、改善が必要で
す。
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Lesson 01 現状分析・要件定義
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広さと面積について 専門用語も多く出て来るオフィス移転。まずは基礎知識をしっかりおさえましょう。

坪ってどのくらい？

1人あたり何坪必要？

一般的に1人あたり2.5〜3坪程度が必要だと言われています。
今後の人員計画や出社率、オフィスのレイアウトや運用面も考慮して必要なオフィス面積を決定すると良いでしょう。

1坪=3.3058m²=2畳分坪
1m²=0.325

1坪
畳2枚分
約3.3m²

1.8m

1.8m

50坪の目安＝
バレーボールコート1面

広さの目安

一般的には 人あたり２坪（約６.６２㎡）

坪

ゆとりを持って 人あたり３坪（約９.９３㎡）

100坪の目安＝
25mプール約1個分（6レーン）

Q

Q

坪 坪坪 坪

あまり馴染みのない単位かもしれませんが、賃貸オフィス選びで必ず目にするのが「坪」です。
「坪単価」は面積１坪あたりの価格を表し、比較をする指標にもなります。
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広さと契約面積について 専門用語も多く出て来るオフィス移転。まずは基礎知識をしっかりおさえましょう。

Q 賃貸借面積(契約面積)

Q グロス面積とネット面積って何？

Q 共用部分

賃貸借契約書に記載される面積。オフィス専用部分（有効面積）としているケースと、
共用部分を面積に加えたケースがあります。

また、一般的に賃貸借面積は壁芯計算で算出します。
実寸である内法面積とは面積が異なるので注意が必要です。

グロス面積とは ネット面積とはトイレや給湯室、廊下、EVホールなど
共用部分を含んだ面積です。

例）契約面積：50坪(グロス)
専有面積：45坪

共用部分を除くテナントが専有できる
スペースの面積です。

例）契約面積：45坪(ネット)
専有面積：45坪

※契約面積がどちらかの表記かで、実際利用できる面積が異なるので注意が必要です。

賃貸オフィスビルのように複数テナントが入居している建物で、専有または専用部分とならない建物の付属部分のこと。
具体的には、エントランス、廊下、階段、エレベーターなどを指します。
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Lesson 02 物件選定・内見
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物件資料の見方
物件資料には様々な専門用語が記載されています。
用語を正しく理解してから資料を見ることでより物件のイメージがしやすくなります！！

Q 空調の違いは？

v

個別空調

竣工年月日や耐震種別、リニ
ューアル状況や
床タイプなども確認します

ビルに関する設備情報が
書かれていることが
あります

基準階の図面か、募集区画の
図面かを確認します。
柱やEVの場所もチェックしま
しょう

セントラル空調

面積、賃料、共益費、入居日など、
基本情報をおさえましょう

貸室内にコントローラー（スイッチ）があり、空調
機の入り切り、冷暖房の切り替え、温度調節などが
各ゾーンごとに個別に設定できる空調方式の事です。

ビル全体又はフロア単位で空調のＯＮ/ＯＦＦや温度調節を行う空調方式
のことです。大型ビルなどに多くみられます。
あらかじめコアタイムとよばれる運転時間が決められています。
コアタイム以外は時間外空調費用が発生します。
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物件を探しましょう

Q 旧耐震と新耐震って何が違うの？

Q オフィスの床の種類とは？

中高層のビルで、その建物の基準となるフロアの坪数のことです。
例えば、1階が50坪、2～8階が100坪の場合、基準階坪数は100坪となります。
基準階坪数はオフィスビルの規模を測る目安となります。

Q 基準階坪数とは？

オフィスの耐震性は、建築基準法の耐震基準をもとに設計されています。

旧耐震基準

OAフロア

1981年5月31日以前の建築確認において適用さて
ていた基準で、震度5強程度でも建物倒壊せず、
または一部損壊しても修復によって生活が可能
な構造基準であると定められています。

電話線やＬＡＮケーブ
ルなどの配線のために
床が二重化された状態
のこと。
配線を床下に格納でき
るので足元の環境や見
た目もスッキリさせる
ことができます。

新耐震基準

1981年6月1日以降の建築確認において適用
されている基準で、震度6～7程度の地震で
も建物が倒壊しないような構造基準となっ
ています。

Pタイル タイルカーペット

プラスチック系の床材
でタイル状になってい
るものが貼ってありカ
ーペットなどは敷かれ
てない状態のことを指
しま
す。

タイル状のカー
ペットで、事務
所物件などに多
くみられます。

32

旧耐震 新耐震

中規模地震
震度5程度

大規模地震
震度6～7程

度

軽度なひび割れ

崩壊しない

崩壊しない

規定なし



Lesson 03 申込・交渉契約
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コストについて 移転には、様々なお金とその呼び方があります。まずは１つ１つ理解し、どういうも
のがかかってくるのか理解することが大事です。

Q 賃料、共益費の違いって何？

Q グロス面積とネット面積って何？

SA

賃料 共益費

賃貸借契約による賃貸借部分を使用するためにかかる費用。

例：執務スペース、自社エントランス・受付、会議室、
主に自社のみで使用する場所

移転先の賃料支払いフリーレント期間

解約予告期間

※この期間も共益費用は発生するケースがほとんどです

入居中の物件賃料支払い

引越し日 旧オフィス解約日 フリーレント終了新オフィス契約

内装工事

共用部分を維持・管理するための費用。

例：エレベーター維持費、共用部分の水道光熱費・清掃費、
セキュリティ関連費など

※物件を探すときは総額（賃料＋共益費の月額）で検討されることが多いのですが、賃料無料期間であ
るフリーレント期間中も一般的には共益費の支払いが必要になるため注意が必要です。

Q フリーレントって何？

一定期間賃料が無料になる事を指します。オフィス移転の場合、賃貸借契約開始日（入居日）以降に内装工事や配線工事を行い
ます。内装工事が終わり引越しができるようになるまで、現在入居しているオフィスと移転先のオフィスの賃料を同時に支払わ
なければなりません。

フリーレント期間があることで、この期間の費用を抑えることができます。ただし、フリーレント期間中も一般的には共益費の
支払いが必要になるケースが多いです。フリーレントの期間や条件などは物件によって異なります。
また、フリーレント期間中は解約すると違約金が発生することもあるので事前に必ず確認するようにしましょう。
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コストについて

Q 敷金とは？

Q 償却とは？

テナントのオーナーに対する債務の担保で預け入れられる金銭のこと。“保証金”と呼ばれることもありますが、意味合いはほぼ同じです。
滞納賃料、損害賠償等を想定して預け入れをします。
賃貸オフィスでは賃料の6～12ヶ月分という設定が一般的です。

Q 礼金とは？

テナントがオーナーに対してお礼として入居時に支払う金銭のこと。
賃貸オフィスでは賃料の1～2ヶ月分という設定が一般的ですが、住居物件の風習として始まったこともあり、礼金なしの物件もあります。

敷金からオーナーが差し引く金銭のこと。
賃貸オフィスでは賃料の1～2ヶ月分という設定が一般的ですが、退去時の原状回復費相当額を償却として差し引くオーナーもいます。

Q 原状回復とは？

現在入居しているオフィスから退去する際に、入居前と同じ状態に戻
すことを「原状回復」といいます。

契約終了前に原状回復工事が必要となり、その工事の種類がA工事、B
工事、C工事と分かれています。費用は入居している会社が負担するこ

とが多く、受付周りや、内装を作り込んでいるオフィスの場合は費用
が多くかかる可能性もあります。

費用負担 施工業者 施工例

A工事 貸主
貸主側が指定する

業者
ビルの躯体工事、共用

部等

B工事 借主
貸主側が指定する

業者
設備工事、原状回復工

事等

C工事 借主
借主側が指定する

業者
専有部の内装等

移転には、様々なお金とその呼び方があります。まずは１つ１つ理解し、どういうも
のがかかってくるのか理解することが大事です。
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Lesson 04 内装構築・オフィス運用
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契約について
オフィスを借りるときには賃貸借契約を結ぶ必要があります。
ここでは、オフィスの契約時によく出てくる用語をまとめました。

Q 普通建物賃貸借契約・定期建物賃貸借契約？

賃貸オフィスの契約には、普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約の2種類があり、貸主やビルにより契約形態が異なります。
それぞれの特徴を理解した上で契約するようにしましょう。

契約形態 普通建物賃貸借契約 定期建物賃貸借契約

契約期間
原則1年以上
※期間を定めない契約も可能

１年未満の契約も可能
必ず契約期間を定める

賃料改定
契約期間中の改定可能
※特約に関わらず可能

特約で定めた場合、契約期間中の改定なしも可能
※改定なしの特約がない場合は改定可能

更新 更新が原則
終了が原則
※合意による再契約は可能
※契約終了の1年から半年前にオーナーからの通知が必要

途中解約

解約可能

※フリーレント期間がある場合、当初の契約期間中の解
約は、その期間の賃料相当額が違約金になることが一般
的
※更新前の当初契約は解約不可の特約も有効

解約不可の場合が多い
※解約可能の特約も有効

※解約可能な場合も、契約期間の残在賃料相当額が違約
金となる場合が多い

普通建物賃貸借契約 定期建物賃貸借契約

原則契約期間を1年以上で予め定め、契約期間ごとに更新が可能

な契約形態のことを言います。（更新が原則ですが、解約予告
期間内であれば中途解約することも可能）
更新時には更新料が新賃料の1か月分発生する物件もあります。

また、貸主側からは借主保護の観点より正当な事由がない限り
更新や解約の拒否は認められていません。

大手デベロッパーを中心に採用が増加しており、契約の仕方や管理が
普通借に比べると複雑です。途中解約不可、契約終了までの支払いが
原則など、オーナー有利の側面が目立つ契約形態ですが、賃料改定が
ないため契約期間終了までの固定費やランニングコストが確定できた
り、契約期間が決まっているため期間限定の特別賃料が出る場合があ
ったりと、メリットもあります。
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敷金からオーナーが差し引く金銭のこと。
賃貸オフィスでは賃料の1～2ヶ月分という設定が一般的ですが、主に中小規模の物件で発生します。
退去時の原状回復費相当額を償却として差し引くというオーナーもいます。

契約について

Q 申込書って何？

Q 解約予告期間とは？

賃貸借契約とは異なり、入居する意思を表明するために貸主や管理会社に提出する書面の事を指します。一般的には、希望する
入居条件や自社の情報を記載します。貸主はその書面をもとに信用調査などを行います。
申込書とともに、会社謄本や決算書、会社案内などの書類の提出を求められる場合があります。

Q 賃料（賃貸借料）とは？

賃貸借契約に基づき、借主が支払うの対価（家賃）のことです。「共益費」や「管理費」が別で発生する場合もあります。
一般的に起算日はオフィス内装などのテナント工事が開始される日となることが多く、
支払時期は「翌月分を当月末（25日～末日）までに支払う」とした前払い方式が一般的です。

オフィスを解約したり移転する場合は、必ず事前告知が必要です。

解約予告期間とはオフィスの借主が貸主（管理会社）へ、現オフィスの契約を解約したい意思を伝えることができる契約書に
定められた期間のことをさします。事務所の場合、一般的には6か月程度の期間が定められています。

Q 重要事項説明書とは？

重要事項説明書とは、契約の前に行なわれる重要事項説明の際に用いられる書類のことです。重要事項説明とは、仲介となる不動
産会社が借主に対して、契約を結ぶ前に、契約上重要な事項を説明をするというものです。説明が必要な項目は宅建業法で定めら
れています。（重要事項説明は一定の条件を満たせばテレビ電話やWEBでも実施可能）
※重要事項説明書の書式は会社によって異なるため、どんな内容が記載されているのか１つ1つ理解し、分からない箇所は必ず確認
するようにしましょう

オフィスを借りるときには賃貸借契約を結ぶ必要があります。
ここでは、オフィスの契約時によく出てくる用語をまとめました。
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Lesson 05 番外編
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敷金からオーナーが差し引く金銭のこと。
賃貸オフィスでは賃料の1～2ヶ月分という設定が一般的ですが、主に中小規模の物件で発生します。
退去時の原状回復費相当額を償却として差し引くというオーナーもいます。

番外編：オフィストレンド用語

Q

Q ABWとは？

前に借りていたテナントの内装やレイアウト、設備などを後継テナントが
引継ぎ、入居又は退去することです。
移転コストが削減でき、環境にも優しく利用が増えている居抜きですが
トラブルに発展するケースも多く、注意が必要です。

Q フリーアドレスとは？

固定席ではなく、社員が自由に空いている席を使うワークスタイルの事です。

スペースコストの削減や、部署間を超えたコミュニケーションが図れるメリットや、テレワークの増加などから注目の高いワ
ークスタイルとなってきています。

Activity Based Working（アクティビティ・ベースド・ワーキング）の略で、時間と場所を自由に選択できる働き方のことです。
作業効率が生産性が高まる、ワークライフバランスなどの観点から優秀な人材の獲得に繋がると注目されている働き方です。
フリーアドレスはオフィスの中で好きな席を使用することを指しますが、ABWはオフィス以外に自宅やカフェなども働く場所として
選択することができます

Q サードプレイスオフィスとは？

サードプレイスとは“自宅”でも“職場”でもない居心地の良い「第三の場所」のことを指します。

サードプレイスオフィスとは、コワーキングスペースやシェアオフィスなど会社でも自宅でもない場所をオフィスにして、
リモートワークを行う場所のことです。

居抜き（いぬき）とは？

オフィス関連や、働き方などのトレンド用語をご紹介します。
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CONTENTS.1

オフィス移転マニュアル

CONTENTS. 2

用語集

CONTENTS. 3

その他お役立ち資料
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移転スケジュール

【Checklist】

その他

作成物

手続き

挨拶状の作成

社内印刷物の作成

社員証明書の発行

関係官庁への届出

取引先への連絡

内装

レイアウト計画・業者選定

内装工事計画・実施

レイアウトラフプラン

内装業者コンペ

内装業者の選定

レイアウトの確定

内装表者への発注

内装工事スタート

引越し

社内準備

引越し準備

新オフィスのルール設定

新オフィス
計画

物件選定

現オフィスの課題洗い出し

新オフィスの要件整理

移転コストシミュレーション

物件の情報収集

内見

候補物件の絞り込み

申込・契約

スケジュールの確認

審査

契約内容の確認、調整

重要事項説明

候補物件の申込

新オフィス契約締結

鍵引き渡し

現オフィス
解約手続き

原状回復工事

現オフィスの契約内容確認

解約予告

現オフィス明渡し

原状回復工事の確認

原状回復費用の見積もり・交渉

原状回復費用の確定

原状回復工事の発注

原状回復工事

区分

現オフィス

新オフィス

内装

その他

10ヶ月前 ９ヶ月前 8ヶ月前 7ヶ月前 6ヶ月前 5ヶ月前 4ヶ月前 3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 ご移転 ご移転後

原状回復工事

作成物
手続き

解約手続き

原状回復工事(見積もり)

解約予告
工事発注

引き渡し

引っ越し

計画
物件選定・内見

申込・契約

レイアウト計画・業者選定

内装工事計画 内装工事実施

社内準備

STEP1
現状分析・要件定義

※約100坪に移転する場合の移転スケジュールの一例です。
お客様のご希望に合わせてカスタマイズいたします。
ご希望の場合はオフィスバンクまでお問い合わせください。

STEP2
物件選定・内見

STEP3
申込・交渉/契約

STEP4
内装/オフィス運用

SAMPLE
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オフィス移転に伴う関係官庁への届け出一覧

手続き内容 添付書類 窓口 提出期限 チェック

税務署

移動届出書 移転手続き完了後の登記簿謄本 新・旧納税地所轄税務署 移転後遅滞なく

給与支払事業所等を開設・移転・廃止届出書 登記簿謄本または登記する事項にあっては変更の事実
を証明できる書類の写し

移転日から1か月以内

社会保険事務所
事業主事業所各種変更届 登記事項証明書、事業許可証、賃金台帳、他の社会保

険適用関係書類、労働者名簿
新所轄事務所適用係 変更のあった日から10日以内

都道府県税事務所 移転後5日以内 移転手続き完了後の登記簿謄本 新・旧納税地所轄税務署 事業開始の日から10日以内

警察署 車庫証明 保管場所の所在図、配置図等 車庫の所在地を管轄する警察署 異動後遅滞なく

消防署
防火管理者選任届および防災計画の届出 防火管理者・防災管理者の資格を証する書面 (修了証)の

写し
新所轄消防署予防課 異動後遅滞なく

郵便局 転居届 不要 旧受持郵便局 転居判明後速やかに

法務局

本店移転の場合
本店移転登記申請書

取締役会議事録または
株主総会議事録取締役議事録

旧所轄登記所商業法人係 移転日から
２週間以内

支店移転の場合
支店移転登記申請書

取締会議事録 旧所轄登記所商業法人係 移転日から3週間以内

代表取締役（実印）の登録 委任状(代理の場合) 旧所轄登記所商業法人係 上記期限と同じ

労働基準監査署

労働保険名称・所在地等変更届 変更後の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し
<同一管轄内での移転の場合> その所轄監督
署 <同県内での管轄外への移転の場合> 新所
轄監督署 <県外へ移転の場合> 旧所轄監督署
へ廃止届を提出し新所轄監督署へ成立届を
提出

保険関係が成立した日の翌日から10日以内

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 労働保険 保険関係成立届け ＜労働保険概算保険申告書＞保険関係が成立した日から50日
以内＜労働保険確定保険料申告書＞保険関係が成立した日の
翌日から10日以内

労働保険関係成立届 不要

適用事業報告書 不要 新所轄監督署へ新規として提出 (同県内と県
外への移転時)

移転後遅滞なく

就業規則(変更)届 ＜以下2 部ずつ＞就業規則、就業規則届(変更届)、意見
書

新所轄監督署へ新規として提出 (同県内と県
外への移転時)

従業員が10人以上の場合異動後遅滞なく

時間外労働・休日労働に関する協定届 時間外労働・休日労働に関する協定書の写し 新所轄監督署へ新規として提出 (同県内と県
外への移転時)

異動後遅滞なく

安全衛生法に関するもの
・安全管理者選任報告(株式第３号)
・衛生管理者選任報告(株式第４号)
・産業医選任報告(書式第４号)

免許証の写し(安全管理者以外) 新所轄監督署へ新規として提出 異動後遅滞なく

公共職業安定所 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 各社会保険事務所で必要な書類が異なる 旧社会保険事務所 移転後5日以内
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「最高のオフィス移転体験」を
ご提供できるよう全力でサポートさせていただきます

オフィスバンク支援実績
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「最高のオフィス移転体験」を
ご提供できるよう全力でサポートさせていただきます

電話での
お問い合わせ

メールでの
お問い合わせ

03-5464-1315

平日9:00～18:00

info@office-b.com

会社名・氏名・メールアドレス・電話番号を

ご入力の上、お問い合わせください

フォームでの
お問い合わせ

無料相談はこちら
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会社概要 COMPANY PROFILE

会社概要

住 所 ：【 本 社 】東京都渋谷区渋谷 3 - 8 -12

渋谷第一生命ビルディング５F

【八重洲支店】東京都中央区八重洲 2 - 6 - 2

ヒューリック八重洲第三ビル

【大阪支店】大阪府大阪市中央区南本町 3 - 4 -

15 南本町武田ビル 3 F

株式会社オフィスバンク

ホールディングス

株式会社オフィスバンク

オフィスコンサルティング事業

プロジェクトマネジメント事業

ワークプレイスサーベイ

株式会社イルミナ

建築監理・建築 /  

内装デザイン設計

建築 / 内装工事

株式会社360pict
VR･CGの企画制作販売

会 社 名 ： 株式会社オフィスバンク

設 立 ： 2004年4月8日

資 本 金 ： 1億円

代表取締役 ： 森村泰明

登録免許 ： 宅地建物取引業

国土交通大臣⑶第 8 169 号

加盟団体 ： 社団法人全日本不動産協会
社団法人 不動産保証協会

株式会社 to m o r u

不動産有効活用

建築監理 運営管理

マーケティング
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