
有楽町イトシア オフィスのご案内

株式会社 東京交通会館

取扱注意



概要

[建物概要]
所 在 地 東京都千代田区有楽町二丁目７番１号
敷地面積 ６，８０８．１２㎡
建築面積 ５，４１５．６６㎡
延床面積 ７６，４６６．８７㎡
事 務 所 約２４，３００㎡
専 門 店 約１１，２００㎡
核 店 舗 約３１，４００㎡
建物規模 地上２１階・塔屋１階・地下４階
高 さ １０８．０ｍ
構 造 地上：鉄骨造

地下：鉄骨鉄筋コンクリート造
主要用途 事務所・店舗・駐車場
地域地区 商業地域・防火地域、高度利用地区
竣 工 ２００７年１０月
建 築 主 有楽町駅前第１地区市街地再開発組合
設計監理 株式会社三菱地所設計
施 工 戸田・大成・鹿島・清水・大林・竹中

建設共同企業体
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有楽町駅前のロケーション
上質さと歴史を併せ持つ都内有数の繁華街「有楽町」のランドマーク「有楽町イトシア」。

銀座、丸の内に隣接した、絶好の有楽町駅前の繁華街立地

有楽町駅前に面し、ウィークデイ・週末を問わず、多くの人が
行き交うロケーションです。都内有数のビジネスエリアとして
のみならず、百貨店を中心とした魅力的な商業施設あわせ持つ
「有楽町・丸の内エリア」と都内有数の一大商業集積地を誇る
「銀座エリア」との結節点に位置しています。

乗降客１３０万人を誇るＪＲ・地下鉄路線に恵まれた利便性

この４駅７路線に囲まれるアクセスの良さが、常に活発な人の
流れを呼び込み、新たな交流・情報発信の拠点として集客力を
高めています。

昼間人口は５００ｍ圏内で約１２万人。１ｋｍ圏内で約３９万人
を誇ります。

圧倒的なボリュームを誇る昼間人口

駅名 路線名 乗降客数（人）
有楽町 ＪＲ ３３９，１００

東京メトロ有楽町線 ２３１，８５４

日比谷 東京メトロ日比谷線 １２９，５０８
東京メトロ千代田線 １１９，０７１

都営三田線 ８３，６５６

銀座 東京メトロ 銀座線 １６３，０３９
東京メトロ丸ノ内線 １４７，９８３
東京メトロ日比谷線 １７５，４８３

銀座一丁目 東京メトロ有楽町線 ３７，２４８ 昼間人口 １１７，７６０ ３８７，２５７
就業者数 １１７，３４８ ３８５，４７８

５００ｍ圏内 １ｋｍ圏内（人）

出典 関東交通広告協議会
平成２８年度1日平均乗降人員・通過人員

出典 国勢調査

計 ５７０，９５４

計 ３３２，２３５

計 ５２３，７５３

合 計 １，４２６，９４２

マロニエ
ゲート２



交通アクセス

[有楽町駅] ＪＲ山手線・京浜東北線、東京メトロ有楽町線
[日比谷駅] 東京メトロ千代田線・日比谷線、都営地下鉄三田線
[銀 座 駅] 東京メトロ丸の内線・日比谷線・銀座線

ＪＲ有楽町駅：中央口より徒歩１分
有楽町線有楽町駅：Ｄ７－ｂ出口より徒歩１分
丸の内線・銀座線・日比谷線銀座駅：Ｃ９出口より徒歩２分
※ＪＲを除く、各地下鉄有楽町駅・銀座駅・日比谷駅とは地下で連絡

(空港へのアクセス)

[成田空港]ＪＲ有楽町駅より
①＋成田エクスプレス(東京駅)  約６０分
②＋リムジンバス (八重洲口)  約８０分

[羽田空港]ＪＲ有楽町線より
①＋東京モノレール (浜松町)  約３０分
②＋京浜急行 (品川駅)  約３５分
③＋リムジンバス (八重洲口)  約４０分
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建物全体図
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B１F／店舗「フードアベニュー」

1F／店舗、アミューズメント

B2F～B４F／駐車場「タイムズステーション・イトシア」

2F／店舗

3F／店舗

4F／店舗、シネマ

高層棟1Ｆ～8Ｆ
「有楽町マルイ」

10Ｆ～20Ｆ
オフィス

イトシアプラザ

有楽町マルイ

フードアベニュー

タイムズステーション・イトシア

[建物構成]

オフィス・核店舗からなる高層棟、

専門店からなる低層棟による構成



出入り口開閉時間【１階】
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Ｂシェルター
(エスカレーター)

１階

夜間通用口
２４ｈ

■開館時間
平日・土日祝
８：００～２１：００

■開館時間
平日・土日祝
７：００～２４：００

Ａシェルター
(エスカレーター・
エレベーター・階段)

オフィス
エントランス 有楽町駅

有楽町マルイ



出入り口開閉時間【地下１階】
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地下１階

防
災
セ
ン
タ
｜

■開館時間
平日・土日祝
７：００～２４：００

■開館時間
平日・土日祝
７：００～２３：３０

CR

■開館時間
平日・土日祝
８：００～２１：００
※上記時間以外は、ＣＲ=
カードリーダーにて入館可。

夜間通用口
２４ｈ

■開館時間
平日・土日祝
７：００～２３：３０

銀座駅方面
日比谷駅方面

オフィス
エレベーター

イトシアフードアベニュー

有楽町駅

Ｂシェルター

Ａシェルター

階段



オフィスフロア
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[ゆとりのオフィス空間]

ワンフロア約４１５坪・約５７ｍ×約２０ｍの無柱空間

天井高３．０ｍ＋ＯＡフロア１００ｍｍ

ワイドスパンにより効率的なレイアウトが可能(５分割対応可能)

オフィス基準階



オフィスフロア②
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[明るいフロア空間]

階段、エレベーター、ＷＣ等を北側

にまとめることにより、東面、南面、

西面に開放感のあるビューを確保。

また、北側開口部に面する廊下を

｢リフレッシュゾーン｣とすること

により、安らぎのあるアメニティ

ゾーンを形成

[西日対策]

吹き抜けを設け、ダブルスキンに

することにより、視界を確保しつつ

西日対策も実施

西

面

南 面

東

面



9

オフィスフロアからの眺望

有楽町・皇居方面 丸の内・東京駅方面 京橋・銀座方面

日比谷・有楽町方面 銀座・汐留方面 銀座・晴海方面



オフィスフロア設備
[オフィスフロア設備]
電気容量 ６０ＶＡ／㎡を確保した充実のコンセント容量

照明設備 設定照度７５０Ｌｘ、システム天井・７００角スクエア器具(ルーバー付)
空 調 北側及び南側ペリメーター窓より５ｍ以内のゾーンは外部の影響が大きく、

インテリアの空調負荷特性と大きく異なるため、空調機はインテリア用と

ペリメーターを別系統にし、各フロアにて空調機をゾーン毎に分割設置

基本空調時間：月～金（休日を除く）８時～１９時（時間帯の調整可）

床 荷 重 床荷重５００ｋｇ／㎡、ＯＡフロア３００ｋｇ／㎡

昇 降 機 乗用×６台(定員２０人、停止階Ｂ２Ｆ～１Ｆ、１１Ｆ～２０Ｆ)
非常用×１台

エレベーターホール 通路 10



１階テナント案内板のご案内
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・使用料月額
２ヶ所 20,000円(税別)
※１箇所のみの使用は不可

・サイン設置費(税別) 
２ヶ所 30,800円
※変更、撤去の場合は別途
費用がかかります。

オフィス館内の基準ダイレクトリとは別に、有償にて内照式の案内看板を提供しています。

企業名のほか、企業ロゴ等も掲出することが可能です。有楽町駅側、銀座側ともに歩行者から見易い位置に設置しています。

板面 有楽町駅側

プレートサンプル

設置場所

有楽町駅

銀座

基本ﾀﾞｲﾚｸﾄﾘ

設置位置



データセンターのご紹介
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MARUNOUCHI DIRECT ACCESS

大手町
データセンター 大手町データセンター

2012年11月、大手町一丁目エリアの最新鋭ビル竣工に合わせてオープン。

大手町データセンターは、丸の内ダイレクトアクセス株式会社（三菱地所
子会社）が運営。

同社は、大丸有エリアでセキュアな情報通信インフラと、ハイスペックな
データセンターをご提供。テナント企業様に、安心・安全で快適な通信・
データセンターサービスをお届けします。

丸の内ダイレクトアクセスの専用光ファイバーが、大手町データセンターと
有楽町イトシア間を直結。

※専用光ファイバーは短納期且つ低価格でご利用可能。

データセンター入居ビルには東京メトロ丸の内線大手町駅が直結。銀座駅か
ら約4分（乗車時間）で事務所から駆付け可能。

有楽町イトシアと直結

データセンター専用の非常用発電機は空調を含め72時間無給油で稼働。

非常用発電機、無停電電源装置、空調設備等の主要設備はいずれも予備機を
備えた冗長構成。

その他、ガス消火設備・非接触ＩＣカード・生体認証等最新スペックの設備
を導入。

最新のファシリティと最高レベルのセキュリティ

有楽町イトシア有楽町イトシア

有楽町イトシアと大手町データセンター
（光ファイバーで直結）

データセンター内部

◆お問い合わせ先

丸の内ダイレクトアクセス株式会社

営業部 03-3214-4881
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館内施設

１階オフィス専用エントランス エントランスロビー

１階エレベーターホール 各階リフレッシュコーナー



核店舗・専門店フロア

[Ｂ１Ｆイトシアフードアベニュー]
飲食・コンビニ（セブン・イレブン）

・食物販・スイーツなど２7店舗が出店

[１Ｆ～８Ｆ有楽町マルイ]
従来のアパレルや雑貨に加え、

ライフスタイル提案型の品揃えで、

コンセプトは｢ちょっと大人のマルイ｣

[Ｂ１Ｆ～４Ｆイトシアプラザ]
Ｂ１Ｆ：アミューズメント施設など

１Ｆ：甘味処やカフェなど
２Ｆ：鉄板焼き専門店やカフェなど
３Ｆ：中華ダイニング・和食ダイニングなど

４Ｆ：映画館・イタリアンなど
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飲食・物販・サービス

ファッション・雑貨

物販・アミューズメント

物販

カフェ・レストラン

レストラン

レストラン・シネマ



その他サービス
[Ｂ２Ｆ～Ｂ４Ｆタイムズステーション・イトシア]

２４時間利用可能のビルイン
駐車場、レンタカー、カーシェアリングサービスも併設

[Ｂ１Ｆセブン銀行ＡＴＭコーナー]
営業時間７：００～２３：３０
[Ｂ１Ｆみずほ銀行ＡＴＭコーナー]
営業時間７：００～２３：３０（平日）

７：００～２２：００（土曜）
８：００～２１：００（日曜）

[１２Ｆリージャス有楽町センター貸し会議室]
４名用から１０名用まで３部屋を用意
会議や研修の規模や目的に合わせて利用可能

イトシアとは
[有楽町イトシア名称の由来とロゴデザイン]
新しい〝有楽町の顔〟に相応しい名称として考えられた

は、｢愛しい＋ｉａ(場所を表す名詞語尾)｣から
つくられた愛称であり、この｢ｉ｣は、愛称の由来である
愛しさを｢小さな愛｣で象徴しています 15

駐車場サービス(２５８台)






