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株式会社東急コミュニティー
所在地　港区虎ノ門3丁目11番15号
電　話　０３－５７３３－０１２１

https://www.minato-sumai.jp/

港区借上住宅とは、港区が区内の民間賃貸住宅を借上げ、中堅所得層のファミリー世帯を
中心に家賃を軽減してお貸しする賃貸住宅です。お申込みに際しては、所得基準ほかいろ
いろな条件があります。内容をよくご確認のうえお申込みください。
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家賃・敷金等
１	家賃（入居者が負担する家賃の額および支払方法）
	 港区借上住宅の家賃は、 借上料−（借上料×減額率）の計算式で算出します。家賃は口座振
替による自動引き落しで納入していただきます。なお、引落口座は、銀行・信用金庫・信用
組合・農協・ゆうちょ銀行（郵便局）等のなかからお選びいただけます。

２	借上料
	 借上料とは、港区が建物所有者等から借り上げる毎月の家賃をいいます。住宅ごとに近隣の
民間賃貸料の相場等を勘案し港区と建物所有者の間で借上料を決めています。２年ごとに改
定協議を行います。ただし、経済事情の著しい変動があった場合にはこれとは別に家賃改定
を行うことがあります。

３	減額率
	 減額率とは、借上料に対する港区の補助率のことで、現在は各住宅とも0.2です。今後、減額
率は0.2以下に変更になる場合があります。

４	敷金
	 敷金は、入居時に家賃の３ヵ月分を港区が預かります。なお、退去後の精算返還金には、利
子はつきません。

５	共益費（管理費）
	 各住宅の階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等に
充てるため、家賃とは別に、直接、建物所有者に共益費（管理費）を支払っていただきます。

６	その他
	 礼金は一切ありません。

その他特記事項（事前了解事項）
※下記事項についてはあらかじめご承知おきのうえで、お申込みください。
定期建物賃貸借契約について
　本募集によりご入居いただく住宅は、借地借家法第38条の定めにしたがって、更新がなく、期
間の満了（契約期限）により賃貸借は終了しますので、期間の満了の日の翌日を始期とする新た
な賃貸借契約（再契約）を締結する場合を除き、期間の満了の日までに、住宅を明け渡さなけれ
ばなりません。

使用目的及び住民登録について
　居住以外の目的に使用することはできません。入居後、世帯全員について必ず住民登録をして
いただきます。また、入居時と港区が求めた時には、住民票等を提出していただきます。

保険の加入について
　入居に際しては、入居者が自ら住宅保険に加入し、証券の写しを提出していただきます。

動物の飼育禁止について
　他の入居者の迷惑となりますので、犬や猫等の動物の飼育はできません。
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申込みから入居まで
●申込方法
（1）	別途配布している指定の申込書に必要事項を記入してください。
（2）	㈱東急コミュニティー	虎ノ門支店	借上住宅係に直接または郵送もしくはファックス送信に

より提出してください。
	 申込書提出先　〒105-0001　東京都港区虎ノ門3-11-15
	 　　　　　　　㈱東急コミュニティー　借上住宅係
	 　　　　　　　※最終ページ案内図参照
	 　　　　　　　FAX：０３−５７３３−０１３９

●申込みにあたっての注意
（1）	申込みは1世帯につき１住戸に限ります。夫婦の片方だけ（同居親族含む）のお申込みはでき

ません。
（2）	１世帯で複数の住戸に申込みをしたとき、または同一人の氏名を２戸以上の申込書に記載し

たとき（同居親族欄に記載する親族、婚約者などを含む）は全部の申込みを無効とします。
（3）	電話番号、連絡先の記載のない申込書は無効とします。
（4）	申込みには、港区借上住宅の申込資格（４ページ）を満たしていることが必要です。
（5）	婚姻予定の方は、婚約者の氏名を忘れずに記入してください。
（6）	申込みの際の遅配・誤配など、郵便事故の責任は負いかねます。
（7）	申込みの代行業者は、港区・㈱東急コミュニティーとは全く関係ありません。

申込みから入居まで

申込み
直接または郵送もしく
はファックス送信によ
り提出された申込書を
到着順に受け付けま
す。
募集対象住宅は区民	
向 け ホ ー ム ペ ー ジ	
https://www.mina	
to-sumai.jp/でご確認
いただくか、㈱東急コ
ミュニティー	虎ノ門	
支店	 借上住宅係（電
話	 03-5733-0121）	
へお問い合わせくださ
い。

予備審査
資格要件を
満たさない
申込みにつ
いては、無
効として取
扱います。

無　効 辞　退

内覧
登録順位が１位の方に、登録
住戸の内覧のご案内をしま
す。内覧期日は原則ご案内
をした日から10日以内です。
指定した期日までに内覧を行
わないと失格になります。
辞退または失格となった場
合、次の登録順の方に内覧の
ご案内をします。

合　格

失　格

賃貸借契約
港区が指定する入居開始可
能日の２日前まで（土日祝
日を除きます）に契約を締
結します。
※連帯保証人の実印押印と印
鑑登録証明書の提出と、住宅
保険へ加入したのち証券の写
しを提出していただきます。

登録順位のお知らせ
登録された順位を直接、
電話等にて通知します。
㈱東急コミュニティー	
虎ノ門支店	借上住宅係
（電話	03-5733-0121）
で応募の最新状況をお知
らせします。

資格審査
入居を希望された方には、必要な書
類を、指定した日時に㈱東急コミュ
ニティー	虎ノ門支店	借上住宅係に
持参していただき、面接により入居
資格の審査をいたします。
審査結果については、後日文書で通
知します。

入居予定
申込みから入居までの期間は、約１
〜２ヵ月です（登録順位、審査状況
により異なります）。
港区が指定する入居開始可能日から
20日以内に入居して、住民登録を
したうえで、「入居届」と転居後の
住民票等を提出していただきます。

※	入居予定者が決定した場合は、それ
以降の登録者は、全員、登録の資格
を失います。

敷金等の納入
敷金（家賃の３ヵ月相当分）
は、指定の用紙で入居許可
日の２日前まで（土日祝日を
除く）に納入していただきま
す。家賃については、契約
開始日から日割り計算によっ
て、当月分を当月末日までに
納入していただきます。
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申込みできる方は、資格審査の実施時期にかかわらず、申込日現在、次の1〜8のすべ
てにあてはまることが必要です。
1	港区内に在住または在勤していること
	 　申込者本人が成年者（20歳未満の既婚者を含む）
であり、次の（1）〜（3）のいずれかに該当すること。
なお、20歳未満の既婚者には、入居手続きまでに
入籍できる婚姻予定者を含みます。（20歳未満の婚
姻予定者の場合は、法定代理人（親）の同意が必
要です。）
（1）	申込者本人が港区内に居住していること。
（2）	申込者本人または配偶者（内縁および婚約者

を含む）の親が港区内に居住していること。
（3）	申込者本人が港区内の事務所または事業所に

勤務していること（アルバイト等を除く）。
	 ※	上記（1）（2）については、住民票で、（3）

については勤務先の就業証明書（港区書式）
で証明できることが必要です。

	 ※	申込者が外国人の場合は、上記以外に日本
国に永住・定住することを認められた方、
または日本国に１年以上在留している方。

2	同居親族（予定者含む）がいること
	 　現に同居し、または同居しようとする親族（内
縁および婚約者を含む）があり、世帯が独立した
日常生活を営むことができること。同居親族が外
国人の場合は、申込時点に日本国で住民登録をさ
れており、在留資格が確認できること。
（1）	夫婦の片方だけを同居しようとする親族とし

たり、正当な理由もなく収入のある同居親族
を除いて申し込む等、世帯を不自然に分割ま
たは合併した申込みはできません。

（2）	内縁関係にある人は、住民票の続柄が「未届
の夫」または「未届の妻」となっており、戸
籍上の配偶者がいないことを戸籍謄本等で確
認できること。

（3）	婚約者の方と申し込む場合は、入居手続きま
でに婚姻の届出が可能で婚姻後の戸籍謄本、
または婚姻届受理証明書の提出ができるこ
と。

（4）	同居しようとする親族の夫婦（内縁関係およ
び婚約者を含む）および親子関係以外は原則
として申込者本人または同居親族と現に税法
上の扶養関係にあること。

（5）	申込後は、同居親族の変更（出生、死亡を除く）
および婚約者の変更は認めません。

3	世帯の所得が定められた基準内であること
	 ◎港区借上住宅所得基準表	 （単位：円）

家族数 所　得　金　額（年額）
２　人 2,780,000〜15,000,000円
３　人 3,160,000〜15,000,000円
４　人 3,540,000〜15,000,000円
５　人 3,920,000〜15,000,000円

※	所得計算の仕方は、5〜10ページにより行って
ください。
※	家族数が６人以上の世帯は、１人につき
380,000円を所得金額の下限に加算してくださ
い。

4	現に住宅を必要としていること
	 　原則として自家所有者（住宅または土地の所有
者、区分所有者、共有名義および同居親族に自家
所有者がいる場合を含む）は申し込むことができ
ません。ただし、次のいずれかに該当する場合に
限り申し込むことができます。
（1）	著しく老朽化しているため再建築が困難と認

められる住宅で、港区借上住宅入居後２か月
以内に当該住宅の滅失を証明する登記簿謄本
を提出できること。

（2）	差押、売却等により自家所有者でなくなる場
合で、港区借上住宅入居後２か月以内に当該
住宅の所有権移転登記後の登記簿謄本を提出
できること。

《注意》港区の特定公共賃貸住宅、区立住宅に入
居されている人は、申込みできません。

5	住民税を滞納していないこと
	 　資格審査の際に、前年度の住民税納税証明書を
提出していただきます。

6	連帯保証人が得られること
	 　次に掲げる要件を備える連帯保証人が得られる
こと。賃貸借契約締結の際に、家賃支払いに関す
る誓約書（港区書式）に、連帯保証人の方の署名・
実印押印と印鑑登録証明書の添付が、必要となり
ます。
（1）	原則として都内に住所、事業所または勤務先

を有すること。
（2）	独立して生計を営んでいること。
（3）	継続収入があり、年間所得金額が2,400,000

円以上の方。
7	円満な共同生活を営むことができること
	 　申込者本人および同居親族全員が、当該港区借
上住宅において円満な共同生活を営むことができ
ること。

	 　入居後は、当該住宅の賃貸借契約の約定に従っ
ていただきます。さらに港区、建物所有者または
管理会社が管理上必要な事項を定めた場合（入居
者規則など）は、それを遵守していただきます。

8	申込者および同居予定者が暴力団員でな
いこと

	 　ここでいう暴力団員とは、「暴力団員による不当
な行為の防止等に関する法律」第2条6号に規定す
る暴力団員をいいます。

申込資格
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所得計算の仕方
資格審査対象となる所得は、申込み世帯全員の総所得です。
あなたの所得は？

所得の種類によって以下のように分かれます。
給与所得 事業所得 年金所得

　給料、賃金、ボーナスなどの
所得です。たとえば、会社員、
店員、パート、事業専従者など
の所得をいいます。
　給与でいう「年収」とは	
給与所得控除をする前の金額で
あり、「所得」とは異なるので
注意してください。

　事業所得、利子所得、配当所
得、不動産所得、雑所得などの
所得です。
　たとえば、自営業、外交員な
どの所得をいいます。
　これらの所得は確定申告書で
お確かめください。

　国民年金、厚生年金、共済年
金などの所得です。
　なお、年金以外の所得がある
場合はその所得も合計してくだ
さい。

7〜8ページをご覧ください。 9ページをご覧ください。 10ページをご覧ください。

①遺族や障害者が受給している遺族または障害を事由とする恩給及び年金。
②	生活保護の扶助料、退職一時金、雇用保険金（失業手当）、休業補償、傷病手当、仕送り等の非
課税所得および一時所得。
③申込み時に退職が確定していて、募集開始日から60日以内に無職・無収入になる方の所得。

所得としないもの

世帯の所得金額
所得金額は世帯全員の、現在の仕事（給料、自営業、パート、アルバイト、年金等）の所得金額
の合計でみます。収入のある方の所得金額を算出し、下表所得金額合計欄に記入してください。

※婚約者に所得がある場合（アルバイト・パートも含む）は、その所得も合算してください。
あなたの世帯の家族数、世帯の所得金額を港区借上住宅所得基準表にあてはめて、確認してくだ
さい。

★特別控除金額
所得金額から差し引いてください。く
わしくは6ページをご覧ください。

特別控除金額
（B）

あなたの世帯の
所得金額

収入のある 
人の名前  所得金額 － 特別控除金額（A）＝ 控除後の金額

（　　　　　）－（　　　　　）＝（　　　　　）

（　　　　　）－（　　　　　）＝（　　　　　）

（　　　　　）－（　　　　　）＝（　　　　　）

控除後の金額の合計

所得基準表の家族数とは

申込者本人 家 族 数 この人数で所得
基準表をみます

遠隔地扶養者数★同　居
親族数＋ ＋ ＝

［1人］ ［　人］ ［　人］［　人］

出産する予定であっても申込
みのとき生まれていなければ、
その胎児は家族数には含まれ
ません。

★遠隔地扶養者数とは
申し込む住宅に入居しないが、申込者または同居親族の所得税
法上の扶養親族数をいいます。たとえば、離れて住んでいる親
などを扶養しているような場合です。会社や税務署に「扶養親
族の申告」をしていることが必要です。
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特別控除について

2	 申込世帯に、次に該当する方がいる場合、世帯の合計所得から控除します。

控除の種類 特別控除
金　　額 特別控除を受けられる人 備　考

㋒老人扶養
　控 除 等

1人につき
10万円 所得税法上の扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の人 ◦ ㋓の特定扶

養控除金額
が、平成23年
1月 か ら1人
に つ き25万
円になりま
した。

◦ ㋕の特別障
害者控除を
受ける人は、
㋔の障害者
控除をあわ
せて受ける
ことはでき
ません。

㋓特定扶養
　控　　除

1人につき
25万円 所得税法上の扶養親族で16歳以上23歳未満の人

㋔障 害 者
　控　　除

1人につき
27万円

1　愛の手帳等の交付を受けている人で3度・4度の人
2　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で2級・3級の人
 （障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。）
3　身体障害者手帳の交付を受けている人で3級〜6級の人
4　戦傷病者手帳の交付を受けている人で第4項症〜第2目症の人
5 　65歳以上の人で1・3と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認
定書の交付を受けている人

㋕特　　別
　障 害 者
　控　　除

1人につき
40万円

1　愛の手帳等の交付を受けている人で1度・2度の人
2　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級の人
 （障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。）
3　身体障害者手帳の交付を受けている人で1級・2級の人
4　戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症〜第3項症の人
5　精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く人
6　原子爆弾被爆者の人で、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている人
7　常に就床を要し、複雑な介護を要する人
8 　65歳以上の人で1・3と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認
定書の交付を受けている人

2 の特別控除額の合計	 万円 	5 ページの特別控除金額（B）欄へ

1	 所得があり、次に該当する方は、本人の所得から控除します。ただし、所得が控除
金額を下回っている場合は、その所得金額が控除金額となります。

控除の種類 特別控除
金　　額 特別控除を受けられる人 備　考

㋐寡婦控除 27万円

　申込者本人または同居親族で、夫と死別もしくは離婚し、その後婚姻を
していない女性、または夫の生死が明らかでない女性で、次の1・2のいず
れかにあてはまる女性
1 　扶養親族または生計を一にする子（年間所得金額38万円以下であるこ 
と）を有する女性

2 　年間所得金額が500万円以下の女性（１の「扶養親族・子」のいない人
もあてはまりますが、離婚した場合は除きます）

㋑寡夫控除 27万円

　申込者本人または同居親族で、妻と死別もしくは離婚し、その後婚姻を
していない男性、または妻の生死が明らかでない男性で、次にあてはまる
男性
　生計を一にする子（年間所得金額38万円以下であること）を有し、か
つ年間所得金額が500万円以下の男性

1 の特別控除額	 万円 	それぞれ 5ページの特別控除金額（A）欄へ
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給与所得の方（会社員・店員・パート等）

①　現在の勤め先へ就職した日が、平成30年1月1日以前の方

（1）《源泉徴収票のでる方》

②　現在の勤め先へ就職した日が、平成30年1月2日以降の方

平成30年分

次の（1）（2）（3）からあてはまるケースを選び、所得を計
算します。

※病気等により、1ヵ月以上収入がない月がある場合は、その月を除いて推定計算をしてください

（1）就職月から申込月の前月までの期間が12ヵ月以上ある方は、
直近の12ヵ月間の給料の合計金額となります。

（2）申込月の前月までの就職期間が12ヵ月未満の方
は、就職月から申込月の前月までの給料の合計金
額を、収入のあった月数で割り、それを12倍します。
それに、その間の賞与を加えます。

（3）就職した日が最近で、まだ１ヵ月分の給料が支給されて
いない方

　　基本給、家族手当、住宅手当など毎月必ず支給
　　される固定的給与を12倍して下さい。収入計 賞与計

（2）《源泉徴収票のでない方》
平成30年1月から平成30年12月までの税込支給額を合計し、申込書の「総収入額」の欄に記
入し、次に8ページの計算式で、年間総収入額を所得金額に換算します。
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年間総収入額を所得金額になおす計算

　次の区分にしたがって、年間総収入額を所得金額に換算してください。

年間総収入額が、

（1）0円〜1,627,999円の方	 （単位・円）

年間総収入額 所得金額の計算式

	 	650,999まで 0円となります。

	 	651,000〜1,618,999 年間総収入額　　　　　　　　　所得金額
（　　　　　　円）−650,000円＝（　　　　　　円）となります。

1,619,000〜1,619,999 969,000円となります。

1,620,000〜1,621,999 970,000円となります。

1,622,000〜1,623,999 972,000円となります。

1,624,000〜1,627,999 974,000円となります。

（2）1,628,000円〜6,599,999円の方　→　4,000円単位で端数整理します。

　〔例〕年間総収入額が2,386,998円の場合

	 （単位・円）

年間総収入額 所得金額の計算式

1,628,000〜1,803,999 端数整理後の額　　　	所得金額
（　　　　　円）×0.6＝（　　　　　円）となります。

1,804,000〜3,603,999 端数整理後の額　　　　　　　　　	所得金額
（　　　　　円）×0.7−180,000円＝（　　　　　円）となります。

3,604,000〜6,599,999 端数整理後の額　　　　　　　　　	所得金額
（　　　　　円）×0.8−540,000円＝（　　　　　円）となります。

（3）6,600,000円以上の方	 （単位・円）

年間総収入額 所得金額の計算式

	 6,600,000〜9,999,999 年間総収入額　　　　　　　　　　	所得金額（　　　　円）×0.9−1,200,000円＝（　　　　円）となります。

10,000,000〜 年間総収入額　　　　　　　　　　　所得金額
（　　　　円）×0.95−1,700,000円＝（　　　　円）となります。

2,386,998円 596.74 596÷4,000円＝ ×4,000＝小数点以下切捨⇨

収入計

2,384,000円

端数整理後の額



－ 9 －

事業所得の方（自営業・外交員等）

①　現在の仕事を始めた日が、平成30年1月1日以前の方

（1）《確定申告をしている方》

（2）《確定申告をしていない方》
平成30年1月から平成30年12月までの所得金額の合計となります。

※	　同居親族を事業専従者としている場合、それぞれの専従者給与
額を8ページの計算式により所得を算出してください。

平成30年分の所得税の確定申告書Ｂ

②　現在の仕事を始めた日が、平成30年1月2日以降の方

次の（1）（2）からあてはまるケースを選び、所
得を計算します。

※病気等により、1ヵ月以上収入のない月がある場合は、その月を除いて推定計算をしてください。

（1）現在の仕事を始めた月から申込月の前月までの期間が12ヵ 
月以上ある方は、直近の12ヵ月間の給料の合計金額となり
ます。

（2）現在の仕事を始めた月から申込月の前月までの期間
が12ヵ月未満の方は、現在の仕事を始めた月から申込月
の前月までの所得金額の合計を営業のあった月数で割
り、それを12倍します。
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年金所得の方
※　年金の「所得金額」は、支給を受けた金額ではありません。
※	　平成30年1月から平成30年12月までに支払いを受けたすべての年金を合計し、以下の説
明により「所得金額」になおしてください。ただし、「遺族」「障害」にかかる年金は除きます。

◎年金収入を所得になおす計算
　下表の計算式で所得金額に換算してください。

受給者の年齢 年金合計金額の範囲
所得金額になおす計算

（年金額の合計）　　　　　計算式　　　　（所得金額）　

65歳以上

1,200,000円まで 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	0円となります

1,200,001〜3,299,999円 （　　　　　　		円）　	 		 	 −1,200,000円＝（　　　　　　		円）

3,300,000〜4,099,999円 （　　　　　　		円）×0.75−	 	375,000円＝（　　　　　　		円）

4,100,000〜7,699,999円 （　　　　　　		円）×0.85−	 	785,000円＝（　　　　　　		円）

7,700,000円〜 （　　　　　　		円）×0.95−1,555,000円＝（　　　　　　		円）

65歳未満

	 	700,000円まで 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	0円となります

	 	700,001〜1,299,999円 （　　　　　　		円）　	 		 	 	−	700,000円＝（　　　　　　		円）

1,300,000〜4,099,999円 （　　　　　　		円）×0.75	−	375,000円＝（　　　　　　		円）

4,100,000〜7,699,999円 （　　　　　　		円）×0.85	−	785,000円＝（　　　　　　		円）

7,700,000円〜 （　　　　　　		円）×0.95−1,555,000円＝（　　　　　　		円）

注）	年金のほかに収入のある方は、それ
ぞれ所得を計算し、申込書の年収額
欄に2段書にしてください。

例

（1）《平成29年12月以前から年金を受けている方》
「平成30年分公的年金の源泉徴収票」などで確認されることを、おすすめします。

（2）《平成30年1月以降に年金を受け始めた方、年金の支給額が変更になった方》
「年金裁定通知書・変更通知書」などの金額を年額とし下段で所得金額に換算してください。

平成30年分
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住　宅　名 所在地 六本木3丁目6番15号 規　模 2LDK（54.50㎡） 竣工
年月 H13.10竣工

家賃（月額）133,400円〜136,100円
ガーデンハイツ
六本木
※1

交 通
東京メトロ南北線
｢六本木一丁目｣駅
徒歩6分

借上
期限

H33.11.14
まで共益費（月額） 12,500円〜13,300円

※1 「ガーデンハイツ六本木」は、再契約をオーナー様と締結する場合を除き、期間の満了日までに住
宅を明け渡さなければなりません。

募集住宅概要

ガーデンハイツ六本木
＜周辺図＞

＜住宅概要＞
規模・構造　 鉄筋コンクリート造 

地上3階建
住　　　所　六本木3－6－15
交　　　通　 東京メトロ南北線 

「六本木一丁目」駅徒歩6分
建物総戸数　9戸
竣工年月　　平成13年10月
港区契約終了期間　平成33年11月14日まで
入居者用駐車場　 現在、駐車場に空きはありま

せん。空きが出た場合、建物
所有者と直接契約していただ
きます。

自転車置場　1世帯1台

＜配置図＞

＜間取り図＞
101・201・301号室
103・203・303号室　2LDK（54.50㎡）

102・202・302号室　2LDK（54.50㎡）

103
203
303

102
202
302

101
201
301

N

N

N

〈住宅の詳細〉
　◦バルコニーの形や窓の有無、左右反転等、部屋によって異なる場合があります。
　◦ここに掲載した間取り図と現況が異なる場合には、あくまでも現況優先とさせていただきます。
　◦寸法・縮尺等は、図面のゆがみがあって正確ではありません。ご注意ください。
　◦専有面積には、バルコニー面積は含まれておりません。



《主な交通機関》

地
下
鉄

東京メトロ日比谷線 神谷町駅 3番出口より徒歩約3分
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 4番出口より徒歩約8分
都営地下鉄三田線 御成門駅 A5番出口より徒歩約9分

バ
ス

渋88系統（渋谷駅前〜新橋駅前） 虎ノ門三丁目バス停より徒歩約1分
橋86系統（目黒駅前〜新橋駅前） 神谷町駅前バス停より徒歩約4分
東98系統（等々力操車所〜東京駅丸の内南口） 慈恵会医大前バス停より徒歩約5分

浜95系統（品川車庫前〜東京タワー） 往：神谷町駅前バス停より徒歩約4分
復：御成門小学校前バス停より徒歩約6分

港区コミュニティバス「ちぃばす」 （麻布東ルート） 神谷町駅前バス停より徒歩約4分
（芝ルート）　　 愛宕一丁目バス停より徒歩約2分

株式会社東急コミュニティーのご案内
〒105-0001　東京都港区虎ノ門3丁目11番15号 SVAX TTビル 8F

港区区民向け住宅ホームページ：https://www.minato-sumai.jp/

業務内容 窓口開設時間 電話番号

区民向け住宅（区営住宅、区立
住宅、特定公共賃貸住宅）、障害
者住宅、都営住宅、都民住宅等
に関すること

月曜〜金曜 ９：００〜２０：００
（祝祭日、年末年始12/29〜1/3を除く）
第2･第4 土曜･日曜 ９：００〜１７：００

（祝祭日、年末年始12/29〜1/3を除く）

℡
03-5733-0109

借上住宅に関すること 月曜〜金曜 ９：００〜２０：００
（祝祭日、年末年始12/29〜1/3を除く）

℡
03-5733-0121

募集に関すること
（募集期間のみ開設）

月曜〜金曜 ９：００〜２０：００
（祝祭日、年末年始12/29〜1/3を除く）

℡
03-5733-0129

※当事務所には、駐車場がありませんので、車での来社はお断りいたします。

NTT
虎ノ門ビル
NTT
虎ノ門ビル

虎ノ門36森ビル虎ノ門36森ビル
虎ノ門33森ビル虎ノ門33森ビル

虎ノ門3丁目
歩道橋
虎ノ門3丁目
歩道橋虎ノ門三丁目

バス停
虎ノ門三丁目

バス停

みずほ銀行みずほ銀行

虎ノ門三丁目虎ノ門三丁目

NTTNTTNTTNTT
虎ノ門ビル虎ノ門ビル虎ノ門ビル

虎ノ門33森ビル虎ノ門33森ビル
虎ノ門3丁目

ファミリーマートファミリーマート

東京メトロ日比谷線
神谷町駅 3番出口
東京メトロ日比谷線
神谷町駅 3番出口

セブン
イレブン
セブン
イレブン

みずほ銀行

虎ノ門36森ビル虎ノ門36森ビル

愛宕一丁目バス停愛宕一丁目バス停

御成門小学校前
バス停

御成門小学校前
バス停

慈恵会医大前バス停慈恵会医大前バス停

御成門バス停御成門バス停

セブンセブンセブンセブン
イレブンイレブンイレブンイレブンイレブンイレブン

都営地下鉄三田線
御成門駅 A5番出口
都営地下鉄三田線
御成門駅 A5番出口

港区役所港区役所

東京慈恵会医大

芝
郵
便
局

東京慈恵会医大病院

愛宕グリーンヒルズ
フォレストタワー

愛宕グリーンヒルズ
MORIタワー

御成門小学校

御成門中学校

港区役所港区役所

青松寺

港区指定管理者

株式会社 東急コミュニティー
虎ノ門3丁目11番15号
SVAX TTビル 8F

桜
田
通
り

桜
田
通
り

神谷町神谷町

N

TOKYU REIT
虎ノ門ビル
TOKYU REIT
虎ノ門ビル
TOKYU REITTOKYU REITTOKYU REIT
虎ノ門ビル

神谷町駅前バス停
　　　（ちぃばす）
神谷町駅前バス停
　　　（ちぃばす）

神谷町駅前
バス停
神谷町駅前
バス停


