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トロントの不動産事情
　トロントおよび近郊都市圏(GTA)の住宅購入は、依然値ごろ感が続いており、多くの人々が購入を検討している。しかし、2014
年1月の販売登録物件は昨年と比べて落ち込み、買い手にとっては物件探しに苦労する状況となっている。
　不動産取引の仲介業者同士が、物件情報等を共有する仕組みで構成されるマルチプル・リスティング・サービス（MLS）でみると、
2014年1月の販売件数は4,135件。これは昨年同月の4,229件と比べ2.2％減である。新規登録物件数も、1万577件から16.6％減の
8,822件という結果になった。
　トロント不動産協会（Toronto Real Estate Board）によると、物価上昇や、それに伴う住宅資産価値の上昇により、住宅を販売に出す人はこ
れから増えるとみている。これは特に、家族が増えてより大きな家を探す、もしくは子供が巣立ったことで部屋があまり、小さな家に移るなど、
ライフスタイルの変化によって生じる可能性が高い。また、2014年1月の平均販売価格は52万6,528カナダドルで、昨年同月の48万2,080カ
ナダドルと比べると、9％以上の伸びである。
　そして2014年も物価上昇は依然として続くと予想されている。昨年同様、トロントおよび周辺都市における、コンドミニアムなど
独身者向け住宅やセミデタッチ住宅の市場の競り合いが、販売価格を押し上げ続けると予想される。また、住宅ローンの金利は史上
最低値の近くをキープするとみられるため、物価の上昇にもかかわらず、トロントおよび近郊都市圏(GTA)の平均的な家庭にとって
も比較的手ごろに住宅の購入を検討できるとされている。

バンクーバーの不動産事情
　2013年の不動産市場は弱々しくスタートしたが、それでも着実な回復をみせ、年末には非常に安定し、均衡のとれた市場に落ち着
いた。そして2014年も持続すると予想される。
　2014年1月の新規物件登録数は5,345件と、昨年の5,128件から4.2％の増加があった。販売登録件数の全体をみると、1万2,602件と、
昨年同月からは4.9％下がったものの、12月からは9％の増加である。
　住宅価格は依然安定しており、前月から変化はみられない。販売に関しては、マルチプル・リスティング・サービス（MLS）の集計から、
昨年同月の1,351件と比べ、1,760件に増加。バンクーバー不動産協会（Real Estate Board of Greater Vancouver ） によると、2014
年1月の売上はこの10年の平均値より7.2％上回っている。マルチプル・リスティング・サービス（MLS）の住宅価格指数からみる
基準価格は全タイプの不動産で上昇しており、メトロバンクーバー圏で60万6,800カナダドルであった。これは昨年同月から3.2％、
また2013年12月からもわずかではあるが0.6％の上昇である。
　一戸建て物件の販売は728件で、昨年同月の576件からは34.3％増加。バンクーバーおよび近郊都市圏を指すメトロバンクーバーでの
基準価格は3.2％上昇の92万9,700カナダドルであった。
　アパートメントの販売件数は753室と、これも昨年同月の576室から30.7％増加。基準価格は3.7％上昇の37万1,500カナダドルであった。
　バンクーバーの不動産市場はこの1年近く均衡を保っており、これは住宅価格の安定にともない、住宅の販売および登録も落ち着
いていることを意味しているといわれる。

　カナダの不動産業界で顕著な動きをみせているのがコンドミニアムである。現地紙の報道によると、近年のコンドミニアムの成長は目覚
ましく、2000年の時点ではコンドミニアムは不動産全体数の2割程度を占め、その時点では約3万件程が建設中であったが、10年後の2012年、
割合は4割近くにまで伸び、国内全土で13万件に上っている。そして2014年に完成予定のコンドミニアムは史上最高件数とみられる。しか
しこれが建設過剰となり、メトロバンクーバー圏内では2万件近い空室がでており、またトロントではコンドミニアム登録件数が8％増加し
たのに対し、売上は18％の下落をみせている。現在カナダの平均住宅コストは、収入の4.5倍とされている。このことも相まって、一戸建て
住宅と比べると値段は手ごろ、空間の狭さは光熱費等の節約にもつながることから、コンドミニアムの人気は依然として高い。

トロント・バンクーバーの不動産事情

図表でみる人々の住宅所有形態と収入に対する家賃の割合

一般家庭総数

トロント

トロント 

オンタリオ州

オンタリオ州

バンクーバー

バンクーバー

ブリティッシュ・
コロンビア州

ブリティッシュ・
コロンビア州

カナダ

カナダ

人数 人数割合 (%) 割合 (%) 割合 (%) 割合 (%)割合 (%)

1,989,695 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

住宅所有形態

住宅所有形態

1,358,620

631,070

68.3

31.7

71.4

28.4

69.0

30.6

264,570

128,440

136,135

70.048.5

51.5 29.8

出所：カナダ統計局 (2013 年 11 月調べ )※16

出所：カナダ統計局 (2013 年 11 月調べ )※17
※1ヶ月平均コスト内訳
オーナー：住宅ローン、光熱費や水道代などの公共料金、固定資産税、コンドミニアム管理費
テナント：家賃、光熱費や水道代などの公共料金

住宅指数

①2010 年総収入
に対し 30%以上を
住宅コストに
費やしている
割合 (%)

1ヶ月平均コスト
(C$)

所有者 (オーナー )

所有者 (オーナー )

合計

合計

借家人 (テナント)

借家人 (テナント)

31.8

26.6

43.2

1,366

1,516

1,043

27.0

20.9

42.3

1,181

1,284

926

37.7

29.0

46.0

1,270

1,462

1,089

30.3

23.8

45.3

1,156

1,228

989

25.2

18.5

40.1

1,050

1,141

848

収入に対する家賃の割合

所有者
( オーナー )
借家人

( テナント )
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1北米らしい広々したリビングルーム2赤の壁がか
わいらしいマスターベッドルーム3洋子さんの仕事
部屋4美亜ちゃんのお部屋5白を基調とした清潔感
の漂うキッチン

　リーさん家族がダウンタウンにあるこのコンド
ミニアムを購入したのは3年前。当初は投資目
的での購入であったため、将来の価格上昇を
見越し、ロケーション、そして家のサイズを元に
この物件を購入したのだが、諸事情により予定
を変更して、住まいとしてこの物件へと引っ越し
てきた。インテリアは芸術一家に生まれたあん
ずさんということもあって、ヨーロッパ製のスタイ
リッシュでモダンなものが多く、壁に飾られたあ
んずさんの父親が描いた絵画が印象的な空間
を作り出している。
　この建物は下階がホテル、上階が住宅物件と
いう構造で、住宅階を短期で借りることもできる
ため、隣部屋が空室ということも。さらにLeeさ
ん家族は角部屋だということも相まって、騒音も
気にせず快適な生活を送っている。2階構造ユ
ニットの1階を来客スペース、2階をプライベート
と分けることができることも快適性を高めている。
また、メンテナンスフィーが月々 C$800と相場より
も安価ながら、メンテナンス専門作業員が常駐、
困ったときにはすぐに対応してくれるというのも嬉
しいポイントだ。
　家族揃って完全オフの日となる日曜日には、歩
いて近所にあるエンタテイメント施設やグローサ
リーストアへと出掛けるというリーさん一家。普段
仕事に学校に習い事にと、家族それぞれが忙し
い日々を送るなかで、歩調を合わせ、会話を楽し
みながら家族みんなで過ごすこのゆったりとした
時間は、リーさん一家にとってとても特別で、か
けがえのない大切な時間となっている。　

お宅訪問 トロント編

住まいタイプ：コンドミニアム
家族構成：
父・リー・イヴェンさん（37）、母・原あんずさん（38）
長男・海渡くん（12）、長女・海亜ちゃん（10）

職業：イヴェンさん・フランチャイズ会社共同経営
　　　あんずさん・会社社長秘書
間取り：2BR, 2Bath / 面積：1,100 sq ft
購入金額：45万カナダドル / 購入年：2011年

リーさんご家族

1あんずさんの父親の絵画が飾られたリビングルーム2
マスターベッドルームは吹き抜けのそばでお洒落3大き
な窓のあるダイニング4海渡くんのお部屋5最先端のシ
ステムキッチンが完備されている

　トロントから西の郊外・ミシサガ地区の一軒家
に住むレイノルズさん一家。カレドン（ミシサガ
から北部）にあるブレットさんの実家から、数か
月前に引っ越してきたばかりのお宅に今回お邪魔
した。この物件は築30年以上の家を7年前にリノ
ベーションした物件で、外観には趣を残しながらも、
家の中にはモダンな雰囲気が漂っている。年数の
経った物件のため庭の木々も大きく成長しており、
隣家との距離も適度に保たれているのが心地よい。
また、最近まで自然溢れる街・カレドンで暮らし
ていたレイノルズさん一家にとって、都会に近い
ながらも自然溢れる環境であったことが、この物
件購入の大きな決め手となった。
　4BRと部屋数の多いこの物件。これも物件探し
の条件の一つで、それはウェブデザイナーであ
る洋子さんの仕事部屋を作るためのものであっ
た。仕事部屋である中2階の書斎には、洋子さん
の机の横にブレットさんの机も並べられており、
二人並んで作業をすることも多い。その姿を想
像するとなんとも温かな気持ちになってくる。
　一家の住むミシサガの西エリアは比較的移民
が少ない地域なのだが、近くには韓国系スーパー
があり、容易に日本食材を手に入れることがで
きる。そのほかのスーパーや最寄駅も車で10分
圏内にあり、住宅地で静かな環境でありながら
生活も便利な立地にある。また、近所には自転
車のトレイルも多く、アウトドア一家であるレイ
ノルズさん家族は夏の到来を待ちかねているとい
う。街中心部へのアクセスにも便利で、自然溢
れる静かな住宅街での生活。まだまだ始まった
ばかりの新天地での生活にレイノルズさん一家
は心を躍らせている。

レイノルズさんご家族
住まいタイプ：一軒家
家族構成：父・ブレットさん（44）、母・洋子さん（40）
長男・智くん（12）、長女・美亜ちゃん（9）

職業：ブレットさん・英語教師（カレッジ勤務）
　　　洋子さん・ウェブデザイナー
間取り：4BR, 3Bath
敷地面積：2,300sq ft（庭込み：3,750sq ft）
購入金額：49万9,900カナダドル / 購入年：2013年
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お宅訪問 バンクーバー編

　ダウンタウンの一等地にあるコンドミニアムに
住むシャルマーズ淑子さん。元々は趣味で行って
いた不動産投資を、ご主人が亡くなった7年前か
ら本格的に行うようになり、現在では一軒家を3軒、
コンドミニアムを6部屋、B&Bを1軒所有・管理
している。
　この自宅は不動産会社の “投資だけでなく、自
宅にもお金をかけてみては？” という助言から5
年前に購入したもので、以前の住人である香港の
女優が、約9カ月をかけてリフォームを行い、
ウォークインクローゼットやドレッサールームを
拡張、ウォーマーを含めた3段式のオーブン、収
納スペースの増築などを行ったという、便利さと
ともに華やかさの広がる物件だ。「最初は値段が
高くてとても買えないと思っていたのですが、ロ
ケーションとこの豪華な雰囲気に購入を決意しま
した」と購入の決め手を語る淑子さん。建物周辺
には教会やYMCA、病院、各種飲食店や映画館
などの施設が集まっており、1階には深夜まで営
業のスーパーマーケット、その他建物内にプール
やジャグジーなど充実した設備を完備しており、
月々C$1,500というメンテナンスフィーにも納得
だ。窓からはバンクーバーの違った表情をそれぞ
れの角度から眺めることができ、その絶景は思わ
ずため息が出てしまうほど。
　インテリアは白とピンクを基調にまとめられ
ており、リビングには淑子さん自らが生けた花
が飾られている。“使いやすさ”をコンセプトに、
余計なものを置かずに広さを活かした空間はと
てもすっきりとした印象で、まるでモデルルー
ムのよう。年に数回行われるホームパーティに
は約100人が集まり、その様子はまさに住居と
いうよりもイベント会場とでもいうのが相応し
いように感じる。
　また、日常生活においては、淑子さんがマスター
ベッドルームを、そのほか2つのベッドルームを
友人二人がそれぞれ使用しているのだが、その広
さや一部屋一部屋の設備の充実ぶりから自室でほ
とんどの時間を過ごすという淑子さんたちは、共
同生活ながらも、それぞれ独立した生活を送って
いるという。一つのユニット内ながら、まるで一
つのアパートに住んでいるかのような贅沢空間が
ダウンタウンに存在しているということに、ただ
ただ驚くばかりだ。

住まいタイプ：コンドミニアム
シャルマーズ淑子さん（62）
職業：不動産業
間取り：3BR+3.5Bath / 面積：3,000sq ft
購入価格：200万カナダドル  / 購入年：2009年

シャルマーズ 淑子さん

1/2白とピンクを基調とした重厚感のあるリビングルームとダイニングルーム3淑子さん自慢の三段式オー
ブン4広々としたおしゃれなキッチン5セカンドベッドルーム6バンクーバーの夜景が一望できる大きな窓
のマスターベッドルーム7イートインスペースからの絶景

4

6

5

1

2

3

7

078  TORONTO VANCOUVER STYLE Copyright© 2014 JETRO. ALL rights reserved.



1愛さんご家族と友人が憩いの時間を過ごす2書道
が飾られたマスターベッドルーム3こだわりの赤色
を持つ外壁4広々としたL字型のメインキッチン5
火力の強いガスコンロのあるセカンドキッチン

　専門学校の同級生だった征次さんと清香さん
はともにカナダへとやってきて6年前に結婚。長
男・虎太郎くんの誕生をきっかけに一昨年、リッ
チモンドで新築のコンドミニアムを購入した。「以
前は1BRのアパートに住んでいたのですが、子
供が生まれて2BRは必要かなとこの機会に住居
を購入することにしました。最近このあたりに
はコンドミニアムが立て続けにできていて、比
較的値段も安く、加えて新築ということが大き
な魅力でしたね。」リッチモンドは学区もよく、
治安がよいエリアということもあり、子供を育
てるのによい環境だということが物件購入の大
きな決め手となったという阿藤さん。インテリ
アでもまだ小さな虎太郎くんの安全性を優先し、
角のないテーブル、革製の汚れにくいソファー
などをチョイスするという両親から虎太郎くん
への愛情が感じられる。
　二人はともに歯科技工士だが、それぞれ別の職
場で働いており、通勤のため車を２台所有してい
る。その2台の駐車場スペースを購入することが
できたのも、新築ならではの利点だろう。最寄り
駅へも徒歩20分という距離で、電車でのアクセ
スにも事欠かない。駅には日系スーパーのセン
タービルがあるため、日本食材も手に入りやすく、
充実した住環境が整えられている。
　休日となると家で日本のテレビを観ながら寛ぐ
ほか、散歩やゴルフ、釣りといったレジャーに出
掛けることが多いという阿藤さん一家。夏になれ
ばコンドミニアム内にあるクラブハウスのプール
で虎太郎くんを泳がせるなど、身近な場所でもア
クティブな余暇を楽しんでいる。両親の愛情を一
身に受けた虎太郎くんは、両親同様にアクティ
ブで元気な人物へと成長していくことだろう。

お宅訪問 バンクーバー編

住まいタイプ：コンドミニアム
家族構成：
父・征次さん（36）、母・清香さん（33）
長男・虎太郎くん（1）
職業：征次さん・清香さんともに歯科技工士
間取り：2BR+Den, 2Bath / 面積：920 sq ft
購入金額：43万カナダドル（2か所の駐車場代を除く）
購入年：2012年

阿藤さんご家族

1家族3人で過ごすのにぴったりなサイズのリビング
ルーム2使いやすいL字型キッチン3虎太郎くんのお
部屋4バスルーム5いつでも顔が見れるように食事ス
ペースに虎太郎くんのプレイスペースがある

　6年前にスティーブストンの一軒家へと引っ
越してきた國光さん一家。「よい公立学校が多
いことや地価の安定具合、そして日系コミュニ
ティと馴染み深いことからスティーブストンエ
リアに引っ越してきました」と愛さんが語るよ
うに、スティーブストンは100年以上前に和歌
山の漁師が移り住んだ場所で日本との親交が深
く、仏教会や日系文化会館など日系コミュニ
ティも多く存在している場所だ。「海外にいる
からこそ、日本に触れていたいという気持ちが
強くなっているのかなと思います」と話す國光
さんの家からは、習字や柱の背比べのしるしな
どそこかしこから日本を感じることができる。
　スティーブストンは新鮮な魚が安く手に入る
ことでも有名な場所で、家から少し歩いた先の
港では船から直接新鮮な魚を購入することもで
きる。加えて近くのスーパーの日本食材の品揃
えもよく、料理の得意な愛さんは2つあるキッ
チンをフル稼働させて、社員を集めてのホーム
パーティで自慢の手料理を振る舞っている。そ
のうちに、知人から “キッチン＆バー 923”と呼
ばれるようになったこの家は、家族だけでなく、
日常的に人々が集まり、多くの人の憩いの場と
なっている。
　3年前から機内食製造会社の社長を務めている
愛さんは、忙しい日々を送りながらも、毎日の食
事にも手を抜かない。1日3食を手作りし、晩御飯
には家族揃ってイートインダイニングでテレビを
消して団欒を楽しむことをモットーとしている。
食卓でのかけがえのない時間が、これからも國光
さん一家の絆を強くし続けていくことだろう。

國光さんご家族
住まいタイプ：一軒家
家族構成：母・愛さん（39）
長男・大和くん（13）、次男・裕大くん（12）
職業：機内食製造会社経営
間取り：4BR, 3.5Bath（2リビング、2キッチン）
敷地面積：2,800sq ft
購入金額：85万カナダドル
購入年：2008年
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照岡敏介さん
2級建築士、オンタリオ州政府公認リアル・エステート・ライセンス保持者
Royal LePage Signature Realty 所属

　事業を行う上で特に重要な位置を占める
商業不動産物件の選定。2級建築士であり、
オンタリオ州政府公認リアル・エステート・
ライセンス保持者、トロントでもトップレ
ベルの不動産会社・Royal LePage Signature 
Realtyに所属する照岡敏介さんに、トロン
トで事業を行うメリットやダウンタウンエ
リア分布、おすすめエリアなどを伺った。

トロントに活動拠点を置くメリットを
教えてください。
　トロントはカナダの最大の経済都市であ
り、質の高い生活環境と共に信頼できる工
業、商業環境も提供しています。トロント
市半径160キロメートルの地域にはカナダ
総人口の3分の1、約1,000万人が暮らして
います。そのため、カナダ最高峰ハイテク
企業の80パーセント以上がトロントに拠
点を置いており、北米の映画・ビデオ業界
産業においても非常に大きい市場規模で、
トロントはフィルム製作都市としても有名
です。さらにトロント証券取引所は証券取
引価格が北米第3位、証券取引量では北米
第2位につけており、カナダだけでなく北米、
ひいては世界経済に対しても大きな影響力
を持っているというのが魅力でしょう。
　そしてトロントは経済都市というだけで
なく、多民族大都市という側面も持ってい
るため、世界各国の食べ物を味わうことが
出来る街です。さらに世界最高峰のスポー
ツイベント、コンサート、劇などが開催さ
れる機会も多く、世界中から大勢の観光客
が訪れる場所でもあります。そして昨今は、
居酒屋・ラーメンブームも起きており、行
列のできる日本食屋が数多く存在していま
す。日本の味や感覚を求める地元民がさら
に増えることで、この勢いはますます加速
していくのではないかと思います。

トロントで商業不動産物件を探す際に
気を付けるべきことはありますか？
　トロントは現在、建設ブームでダウンタ
ウンのあちらこちらで交通規制が掛かって
います。エグリントン通りやアベニュー通
りは新しい地下鉄線建設のために、大型建

設重機が道の半分を占領して1車線相互通
行、場所によっては枝分かれしている道に
も通行止めの交通規制が掛かっています。
この建設による町の交通事情は歩行者ルー
トにも影響を与え、商店の経営に甚大な影
響をもたらす可能性があり、場所によって
は1年後には全く違う交通環境となってい
る可能性もありますので、そこは留意して
おきたいですね。
　また、飲食店で酒類の販売をする場合
に は、LLBO（Liquor  Licensing Board 
of Ontario）からの許可が必要となります
が、許可が下りるまでに多少時間が掛か
ります。オンタリオ州は酒の販売が厳し
く規制されていて、用途地域で酒の販売
が認められている場合でも、近隣住民か
らの酒類販売に対し苦情や異議申し立て
がある場合には、酒販売の時間制限を定
められることもあるというのも心に留め
ておいた方がよいでしょう。

ダウンタウンのエリア分布を
教えてください。
　オンタリオ湖に面したダウンタウン南側
はハーバーフロントと呼ばれており、周辺
には建設中のものから建設予定のものまで、
数多くのコンドミニアムが建ち並んでいま
す。この一帯はカナダの経済成長、そして
建設・不動産ブームを目で見て感じ取るこ
とが出来るエリアで、これらのコンドミニ
アムの中には１階部分を商業用店舗にして
いる建物もあります。
　ハーバーフロント北側に位置する金融街
はカナダ経済の心臓部とも呼ばれ、世界銀
行や証券会社、保険会社や法律事務所らを
中心に、カナダ国内・大手グローバル企業
が活動拠点を置いています。金融街の西側
にはエンターテインメント・ディストリク
トと呼ばれる有名クラブやレストランが点
在するエリアがあり、週末には仕事の接待
や若者たちの遊びの場として大いに賑わい
ます。そのエンターテインメント・ディス
トリクト北にはチャイナタウンがあり、平
日・週末問わず活気に満ち溢れ、その北の
ヤング通りとカレッジ通りの交差点西には
リトルイタリーがあり、食の街として栄え

ています。
　そして忘れてはいけないのが、トロント
ダウンタウンのリテール中心地であるイー
トンセンター。北と南の出入り口にはそれ
ぞれ地下鉄の駅があり、レストランや商店、
事務所など総勢230店舗以上が入っている
ダウンタウン最大のモールです。さらに、
トロントのメインストリートの一つである
ヤング通りは、やはり商店とレストランか
らの人気が高く、ヤング通りとブロア通り
交差点をやや北上すると、最高級ブティッ
ク店が建ち並ぶヨークビルやそれを取り巻
くお洒落な飲食店があります。
　そして工業地域ですが、ダウンタウン周
辺では搬出入を考慮してかカナディアン・
パシフィック鉄道沿いとオンタリオ湖沿い
に多く見られるというのがおおまかなエリ
ア分布ですね。

オフィスやレストラン、リテールなどの
おすすめエリアを教えてください。
　日本人経営の日本食レストランの場合、
トロント市郊外（スカボロー、エトビコ、
マーカムなど）でも成功されている方々
がたくさんいます。ヤングプロフェッショ
ナルをターゲットとする場合は食事の後
も遊べるダウンタウンやミッドタウンが
おすすめですが、中高年層をターゲット
とする場合には郊外でも人を集めること
が出来ると思います。ただ、ダウンタウ
ンに店舗を出す時には、夜に人気のない
場所、または治安の悪い場所を通らなけ
ればお店にいけないという所は避けたい
ですね。
　オフィスに関していえば、日本への輸出
入が多い商売であればピアソン国際空港近
く、米国への搬出入が多ければオンタリオ
湖の港近辺が良いでしょう。また留学エー
ジェンシーであれば、ダウンタウンやミッ
ドタウンがおすすめです。以上のように、
おすすめする場所は職種によってかなり
違ってきますので、実際に商業不動産物件
を探す際にはトロントの地理に詳しい不動
産エージェントに相談することをおすすめ
します。

トロント商業不動産物件事情
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山本博さん
Colliers International, Vice President, Japanese Business

　事業を行う上で重要なのは、オフィスや
店舗を置く商業物件。大手商業不動産会社
『Colliers International』バンクーバー店で日
本人を中心に数々の企業に物件を30年近く
に渡って紹介し続けてきた山本博さんにバ
ンクーバーで事業を行うメリットや物件
リースを中心にお話を伺った。

バンクーバーに新規出店や活動拠点を置く
メリットを教えてください。
　地理的にカナダでは日本に一番近くカナダ
での玄関口。また米国へもダイレクトアクセ
スができること、その上日本人や日系人そし
て日本からの旅行者も多く、日本人にとって
馴染み深いといったことに加え、最近ではソ
フトウェア産業の拠点としても注目を浴びて
います。大手ゲーム会社『Electric Arts』はバ
ンクーバー（バーナビ）発祥で、ソフトウェ
ア開発の優秀な人材が多く、加えて政府の誘
致もあって、『GREE』や『DeNA』、バンダイ
ナムコなど日系のソフトウェア会社も近年進
出してきています。『Microsoft』本社のある
シアトル・レッドモンドまでも車で3時間ほ
どですし、これから益々ソフトウェア業界が
熱くなり、それに伴って街もさらに活性化し
ていくと思われます。
　また、バンクーバーでは商品生産・倉庫物
件も盛んで、賃料もそれほど高くありません。
日本の会社はリッチモンドに多く拠点を置い
ていて、特に流通会社にとっては港湾施設や
国際空港、米国にも近いので、リッチモンド
は人気のあるエリアです。

バンクーバーで物件を探す際、
気をつけておくべきことは何でしょうか？　
　北米は日本と違い、不動産には厳しい用
途地域設定があります。農場、工業、商用、
住居など、この土地にはこういったものし
か作ってはいけないというものが各市に
よって定められているのです。日本では住
宅街にパチンコ屋があるといった光景も当
然のように見られますが、そのように住宅
街に突然オフィスや店舗を開くということ
はできないのです。オフィスや店舗を持ち
たいと考えている事業主の方は “コマーシャ
ルエリア” という区域から物件を探すこと
となります。また、家賃相場はスクエア
フィートで年単位表示です。日本は坪数で
月単位表示ですから、この数値を読み違え

ないように気を付けてください。
　あとはやはり、実際に例えばレストランを
こちらで開きたいのであれば、2 度や3度は
訪れて、1、2週間ぐらいかけてじっくりと物
件を見て回ることが大切だと思います。また、
住宅不動産と商業不動産は完全に業界が分か
れていますから、商業物件に関しては、きち
んとした商業不動産業者に相談することが大
切ですね。

ダウンタウンのエリア分布を
教えてください。
　ダウンタウンは北を中心にオフィス街があ
り、南西に賃貸アパートの住宅街、東に買取
マンションの住宅街、南東に昔の倉庫街・イ
エールタウンがあり、北東にガスタウンと
チャイナタウンが位置するといったのが大ま
かなエリア分布です。
　オフィス街の中心はグランビル通り×カナ
ダ・プレイス×サロー通り×ジョージア通り
の四角形に囲まれる地域で、ほとんどの大会
社がここにオフィスを持っています。
　商店街はロブソン通りとデンマン通り、デ
ビー通り、グランビルが目抜き通りで、裏通
りのアルバーニ通りのバラード通り～ビュー
ト通り間も高級ブランド商店街です。デンマ
ン通りはレストラン街で日本食レストランな
ども多くあります。ロブソン通りは賃料が最
も高い通りですが、バラード通り～ビュート
通り間以外は多少安くなります。また、最近
は老舗店が閉店して新店が入るのを待ってい
る状況で空室が見られるため、賃料は少し下
がってきています。イエールタウンやサウス

グランビル。また、ダウンタウンから少し離
れますが、キツラノも個性的な店が集まって
いて人気が高いですね。
　また、最近ではガスタウンの近くに大きな
コンドミニアムができて、以前はお土産屋さ
んばかりだった街が活性化し、この辺に住ん
でいる人向けの店ができてきています。地元
の人が作った個性的な、いわゆる隠れたブラ
ンドなんかが集まっている地域で、ここも今
後の動向が気になる地域ですね。

オフィス、レストラン、リテールにお薦めの
エリアを教えてください。
　基本的にオフィス物件では、ダウンタウ
ンとブロードウェイ、リッチモンドのエリ
アが日本人のお好みでこの辺りをご紹介す
ることが多いです。
　飲食業界はターゲット客層によっておす
すめエリアが変わってきます。日本人をター
ゲットとした場合、日本人はあまりかたまっ
て住んでいませんから一概にどこが良いと
は言えないのですが、最近はリッチモンド
に日本食店が続々と出店しています。リッ
チモンドは人口の半分が中国人、加えて日
本人の退職者が集まり始めてきているので
す。また、私は安易にダウンタウンのオフィ
ス中心街を選ぶことはおすすめしません。
ダウンタウンは昼は賑やかですが、夜には
人がいなくなってしまいます。ですから、
ダウンタウンのなかでも、ホテルが集結し
たエリアなど、常に人の行き交いがある場
所など周辺事情をきちんと理解することが
大切だと思います。

参考：Metro Vancouver Industrial Market Report‐Third Quarter 2013（Colliers International）
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バンクーバー商業不動産物件事情

リテールの路面貸借価格と空室の動向（2013年第 3四半期時点）

ロブソン通り
イエールタウン
サウスグランビル
ブロードウェイ西
4番通り西
デンマン通り
ガスタウン
アルバーニ通り
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