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顧客のニーズに応える効率的なオペレーション重視の経営で、高稼動率の維持を実現

六本木デュープレックスタワー ㈱デュープレックス・ギャザリング

●㈱デュープレックス・ギャザリングの会社概要

◆六本木デュープレックスタワーの施設概要

　㈱デュープレックス・ギャザリングは1991年
に分譲マンションの企画・販売会社として設立
され、サービスアパートメントをはじめとする
賃貸事業のほか、住宅・土地・オフィス等の賃
貸・売買仲介事業、戸建分譲、マンション開発、
プロパティマネジメント事業など不動産事業を
幅広く手がけている。
　同社のサービスアパートメント事業として
は、「高輪デュープレックスC’s」（2005年竣工）
が最初となる。同施設の計画当時、同社では、
賃貸市場が飽和状態となった状況下で、より収
益性の高い業態を模索していた。
　海外における賃貸事情を研究したところ、当
時日本では「高級マンスリーマンション」など
の名称で展開されていた「サービスアパートメ

ント」が浮上したという。収支計算などの検証
を独自に進め、一般賃貸より高単価が望めるこ
とから、この事業へのチャレンジを決定。日本
特有の法規制をクリアし、新業態での展開をス
タートさせることとなった。ちなみに、海外で
普及していた「サービスアパートメント」の名
称を、日本で日常的に使用しはじめたのは同社
だという。
　同社のサービスアパートメント事業において
は、特に法人営業に重きを置いている（図表１）。
実際、同社運営のサービスアパートメントに入
居する7割が法人だという。主な対象となる法
人は外資系企業で、日本でのプロジェクト参画
のために短期滞在するエキスパットの外国人が
大半を占める。
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1. 会社概要

本社所在地 東京都中央区銀座7-3-7 ブランエスパ７階

連絡先 03-6255-5111

代表者 手塚泰生

創業年月 1991年10月

資本金 3,800万円

従業員数 46人（2019年4月現在）

事業内容

不動産経営管理事業（プロパティマネジメ
ント）
不動産賃貸事業（サービスアパートメント）
不動産仲介事業（売買・賃貸）
ホテル事業（セミナーホテル）
不動産開発および販売事業（マンション・
戸建）
信託受益権売買、有価証券関連業務
マンション販売代理事業

所在地 東京都港区六本木3-17-10

連絡先 050-5537-9888

開業年月日 2007年4月

運営主体 ㈱デュープレックス・ギャザリング

業態 賃貸住宅

施設規模

施設構造／地下１階地上14階建て　鉄筋
コンクリート造、一部鉄骨造
敷地面積／ 1,239.38㎡
延床面積／ 1万1,015.52㎡

施設内容

居室172室（11タイプ、専有面積25.38
㎡～ 70.39㎡）
ラウンジ、フロント、駐車場112台（別途
契約）

従業員数
約40人（ほかのサービスアパートメント
と兼任）。うち、六本木店に従事している
のは3人（正社員1人、アルバイト2人）

平均稼働率 89.9%（2018年期）

平均客室単価 3万2,000円（坪当たり）
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図表１　法人向けパンフレット

図表2　㈱デュープレックス・ギャザリングの施設展開

開業年月 施設名 所在地 室数

2005年8月 高輪デュープレックスC’s 東京都港区白金2-3-23 77

2006年10月 デュープレックス銀座タワー 7/10 東京都中央区銀座7-10-5 48

2007年4月 六本木デュープレックスタワー 東京都港区六本木3-17-10 172

2007年7月 池袋デュープレックスタワー 東京都豊島区西池袋1-9-2 175

2001年7月
（サービスアパートメント導入2017年3月） デュオフラッツ赤坂 東京都港区赤坂6-7-7 16

　残る3割は個人客となる。「東京サービスアパ
ートメント」、「MONDESTAY」などの紹介サ
イトに貸室情報を掲載しているが、「特に海外の
個人のお客様は口コミによる利用が多い」（㈱デ
ュープレックス・ギャザリング 取締役 サービ
スアパートメント部 部長 高田健治氏）という。
　なお現在同社運営のサービスアパートメント
としては、今回取り上げた「デュープレックス」
シリーズのほか、「デュオフラッツ赤坂」がある

（図表２）。

2. 開発経緯

　高輪からはじまった同社の「デュープレック
ス」サービスアパートメントシリーズは、その
後順調に展開し、「六本木デュープレックスタワ
ー」はシリーズ7番目の店舗となる。なお、2019
年6月現在で営業しているのは、開業順に高輪、
銀座、六本木、池袋の4店舗である。
　複数のサービスアパートメントの運営経験か
ら、同社では、日本に短期滞在する外国人のビ
ジネスユースを主とするサービスアパートメン
トの需要は確実にあるとみていた。なかでも、
都内で外国人が多く利用する六本木はサービス
アパートメントの立地条件のすべてが揃ってい
る地域といえる。ここにデベロッパーとして住
居を建てる計画がもち上がった際、確実な収益
の維持が可能で、外国人のニーズが見込めるサ
ービスアパートメントを選択して開発を進め、
2007年に開業の運びとなった。

3. 立地環境

　開発経緯でも述べたように、東京都内でも六
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本木エリアは特に大使館や外資系企業が多く、
外国人向けの商業施設や飲食店も充実している

（図表３）。2003年開業の六本木ヒルズ、2007年
開業の東京ミッドタウンなど、街の核となる大
規模複合施設があることから、ビジネスのみな
らずエンターテインメントや観光目的で訪れる
外国人も増えている。
　東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木」
駅徒歩6分、東京メトロ南北線「六本木一丁目」
駅徒歩6分のところにある同施設は、まさに六
本木エリアの中心に位置している。六本木ヒル
ズや東京ミッドタウンへは徒歩10分圏内、飲食
施設や商業施設はもちろん、区役所支所や郵便
局、医療施設などにも近く、日常生活には事欠
かない。
　外苑東通りに面しており、車での移動に便利
である一方、人通りも多いのでともすれば雑然
とした雰囲気になりがちだが、同施設では大通
りから脇に入った建物の側面にエントランスを
設け、プライバシーを保っているという。

4. 施設コンセプト・施設概要

　同社の「デュープレックス」サービスアパー
トメントシリーズでは、出張などで日本に長期
滞在する外国人のビジネスパーソンを主なター
ゲットとして、ホテルのような快適な居住空間

を提供するとともに、利用者のプライバシーや
セキュリティを最優先とした運営を行ってい
る。前述のエントランスの設置位置もその一例
だ。同施設は通行量の多い大通りに面している
が、遮光カーテンや遮音サッシなどを活用して
室内を落ち着いた空間に保っている。
　地下1階地上14階建ての建物のうち、1階に
はフロント、2階にはラウンジが配され、3〜14
階が居室となる。居室は11タイプあり、２人利
用のスタンダードタイプを中心に家族でも可能
な３〜５人利用の部屋と多様に取り揃えられて
いる（図表４、５）。居室のタイプとフロア構成
は以下のとおりである。

六本木デュープレックスタワーの外苑東通り側からみた外
観。1階にはフランスブランドのインテリア店、コンビニ、2
階には女性専用フィットネス、ヨガスタジオが入居している

プライバシーを保つため、エントランスは一見目立たない
建物側面に設けている

図表3　立地図
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①スタジオ
・ スタンダードA・B（セミダブルベッド）……

3〜8階
・ タワービュースタンダード（セミダブルベッ

ド、部屋の窓から東京タワーが望める）
　A……3〜14階／ C……3〜14階
・ アッパーフロアスタンダード　　　　　　　

A（セミダブルベッド）・C（ダブルベッド）
……9〜14階

・ スーペリア（クイーンサイズベッド）……3
〜8階

・ アッパーフロアスーペリア（クイーンサイズ
ベッド、ソファーベッド有）……9〜14階

・ タワービュースーペリア　　　　　　　　
（クイーンサイズベッド、ソファーベッド有、
部屋の窓から東京タワーが望める）……3〜
14階

②1ベッドルーム
・ ジュニアスイート（ダブルベッド）……3〜

10階
・ プレミアスタジオ（バーカウンター有、ダブ

ルベッド）……3〜10階
・ エグゼクティブスイート（クイーンサイズベ

ッド）……3〜10階
・ パノラマビューエグゼクティブスイート　　
（六本木・麻布エリアを見渡す開放的な空間、
クイーンサイズベッド）……11〜14階

英語が話せるスタッフがフロントに常駐。お客のニーズに
対応する「コンシェルジュサービス」を提供

2017年3月にリニューアルした、２人利用のスタンダード
タイプ（スタジオ）。部屋はコンパクトだが居住空間として
の機能は完備されている

バーカウンターが設けられた、プレミアスタジオ。高稼働
の人気の部屋となっている

③2ベッドルーム
・ 2ベッドエグゼクティブスイート　　　　　
（六本木ヒルズを望むスペシャルルーム、クイ
ーン＆セミダブルベッド）……11〜14階

　「Just Bring Your Suitcase!（スーツケースひ
とつでお越しください）」のキャッチコピーにあ
るように、室内にキッチンやランドリーマシン
などの家電、調理器具や什器備品が備わってお
り、着替えのみ持ち込めば、すぐに自宅感覚で
快適に過ごすことができる。内装は、ベージュ
や茶系統の落ち着いた色彩でまとめられ 、高級
感と上品さを兼ね備えた設えで、滞在者がステ
イタスを味わえつつもリラックスできる雰囲気
づくりが行われている。
　また、同施設では、飲食施設など付帯施設を
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備えていないが、高輪、銀座、池袋店には飲食
施設が設けられている。

5. 運営概要

　料金はスタンダードタイプで月額22万5,000

円〜。最高級のタワービュー 2ベッドエグゼク
ティブスイートは月額60万円〜となっている。
同じタイプでも東京タワーが見える居室とその
反対側では料金は異なる。利用が３か月以上の
場合は割引制度も設けられている。また、季節
による料金キャンぺーンやリピーター客限定キ

図表４　居室タイプと月額賃料

居室タイプ 面積 室数 最大収容人数 月額賃料

ス
タ
ジ
オ

スタンダード

25.38 ～ 26.7㎡

24室

2人

22万5,000円～

タワービュー
スタンダード

48室

25万5,000円～
アッパーフロア
スタンダード

24室

スーペリア

33.32㎡

6室

3人

29万1,000円～

アッパーフロア
スーペリア

6室 30万6,000円～

タワービュー
スーペリア

12室 31万5,000円～

１
ベ
ッ
ド
ル
ー
ム

ジュニアスイート 34.59㎡ 16室 3人 33万6,000円～

プレミアスタジオ 29.25㎡ 16室 2人 28万8,000円～

エグゼクティブ
スイート

51.66㎡ 8室 4人 51万円～

パノラマビュー
エグゼクティブスイート

50.54㎡ 4室 4人 52万5,000円～

２
ベ
ッ
ド

ル
ー
ム

タワービュー 2ベッド
エグゼクティブスイート

70.39㎡ 8室 5人 60万円～

※礼金、仲介手数料は無料。共益費・管理費は賃料に含む
※水道光熱費、インターネット接続料、NHK視聴料、退去後の清掃費用は賃料に含む
　（ハウスクリーニング・リネン交換は週1回無料、CATV視聴料はパックに含まれないチャンネルは別途実費）
※保証金（1か月契約：なし、１か月超３か月未満：10万円、３か月以上：賃料の１か月分

エグゼクティブスイート（１ベッドルーム）。約52㎡のゆ
ったりとしたつくり

部屋の窓から東京タワーが望める、パノラマビューの2ベ
ッドエグゼクティブスイート
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図表5　居室平面図

ャンペーンを年に数回程度行うことにより、新
規顧客の開拓およびリピーター客の継続を促進
させている。
　サービスアパートメント運営に携わるスタッ
フ数は他施設と兼任で約40人（うち正社員5
割、その他はパート・アルバイト）で、交替制
で常時15〜20人のシフトを組んでいる（うち、
六本木店のみに従事しているのは3人）。居室の
清掃は週１回無料で行っているが、清掃は外部
に委託している。
　現場スタッフの業務は主にフロント、メンテ

ナンス、ホスピタリティである。
　フロントは1〜3人が常駐し、「コンシェルジ
ュサービス」として、来客・不在メッセージの
対応、宅配便の取次ぎ、周辺施設の案内などの
サービスを提供する。フロント対応は平日は8
〜16時まで、土・日祝日は10〜16時までであ
る。
　また、同じサービスアパートメントシリーズ
の高輪・池袋では、ロビーが広いことから「お
にぎり体験」や「手打ちそば体験」といったイ
ベントを開催し、スタッフと利用者とのコミュ

【プレミアスタジオ】
29.25㎡
ダブルベッド

【スーペリア】
【タワービュースーペリア】

33.32㎡
クイーンベッド

【スタンダードＣ】
【タワービュースタンダードＣ】

26.7㎡
ダブルベッド

【スタンダードＡ】
【タワービュースタンダードＡ】

25.38㎡
セミダブルベッド

【タワービュー2ベッドエグゼクティブスイート】
70.39㎡

クイーンベッド＆セミダブルベッド

【エグゼクティブスイート】
51.66㎡

クイーンベッド

【ジュニアスイート】
34.59㎡
ダブルベッド

①スタジオタイプ

②1ベッドルーム ③2ベッドルーム
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ニケーションを図ったり、イベントでのお客同
士の交流を促しているという。六本木はやや手
狭ではあるが、利用者がスタッフと接すること
で好意的な口コミが増えるという運営面でのメ
リットもあるため、今後は日本文化を体験して
もらう「書道教室」など省スペースでも可能な
イベントを企画・実施していく予定だ。なお、
口コミ効果は特にアジアからの顧客が大きい。
　一方、メンテナンス業務は、主に利用客への
対応となる。家電の不具合や備品の補充などが
多く、「クイック＆レスポンス」を第一として迅
速に対応している。顧客満足度を高めつつもお
客1人だけに時間をかけることなく効率的に行
う必要がある。
　「サービスアパートメントの成否はスタッフ
のオペレーション能力にかかっています」（高田
氏）の言葉にあるように、顧客満足度を高めて
リピーターを確保するにはスタッフの貢献が欠
かせないのである。
　同施設の人材採用に関してはウェブでの募集
を主にしており、ホテル向け求人サイトなどを
利用して行っている。近年は外国人の採用も行
い、採用の幅を広げている。その結果、これま
で対象となっていなかった国の利用者が獲得で
きたという。また、主に、英語・中国語・日本
語を主とする語学力とコミュニケーション力を
重視して採用している。
　スタッフ研修としては、入社後4日間程度の
座学研修の後、3か月間のOJT研修を行う。座
学ではまずホテルとの違いなど実務や法律面で
の講義を行う。また、朝礼では必ず昨日のクレ
ーム処理などのできごとを振り返り、スタッフ

全員が共通認識をもてるようにしている。
　「スタッフには、日々お客様の声を聞く努力を
するよう話しています。『なぜ当社の施設を選ん
だのか』を知ることが、お客様のニーズを把握
し、当社の強みを知る上で非常に大切です」（高
田氏）
　さらに、顧客の生の声を集める目的で、同社
では利用者を対象に、施設利用後のアンケート
を実施している。このデータの蓄積を施策に反
映させ利用者のニーズに応え満足度を高めてき
たことが、サービスアパートメント業界で生き
残ることができた大きな理由と同社ではみてい
る。
　こうした顧客の声が活かされた例としては、
たとえば「高輪デュープレックC’s」では、禁煙
ルームの導入を開始、3、4階全てのタイプを禁
煙ルームとした。また、「池袋デュープレックス
タワー」では、受験のために利用している顧客
がインフルエンザの感染を気にすることから、6
階スーペリアで、オゾンによるウィルス等の除
菌・脱臭を行うエアプリレの新設、疲れを軽減
する低反発マットレスや目に優しい調光照明器
具への変更などを行い、リラクゼーションルー
ムへのリニューアルを行った。

6. 利用動向

　同施設の外国人客と日本人客の比率は3：1。
外国人客のなかでは、アジア人60％、欧米人40
％となっている。
　前述のとおり、法人営業を積極的に進める同
社のサービスアパートメントでは圧倒的に法人
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による利用が多く、六本木においても約80％が
外資系企業や大使館による利用だという。企業
のプロジェクトチームとして来日し利用するケ
ースが多い。その他、約15％がセカンドハウス
としての利用、約5％が観光もしくは住居とし
ての利用となっている。観光の場合は、外国人
が定年後、来日し2、3か月いるケースもある。
また、前述の充実したオペレーションによる居
住の快適さから、リピーターが全体入居者の７
割に及ぶという。
　平均利用期間は1.5か月だが、プロジェクトチ
ームとして利用する場合は、2〜3か月のパター
ンが多い。1年以上の利用は少ないが、1年のな
かで複数回利用しトータルで半年ほど利用する
ケースもあるという。
　平均居室単価は坪当たり3万2,000円。また、
同施設の稼動率は常に85％以上でそれを下回
ることはないという。現在は91％という高稼動
を示しており、年間の平均稼動率は約90％。
　このように高稼動率を維持している理由とし
て、同社では、空室をつくらないようにオペレ
ーションに柔軟性をもたせていることをあげ
る。サービスアパートメントは通常1か月以上
の定期建物賃貸借契約を交わすため、ある客の
利用終了から次の客の利用開始までに契約の入
らない期間が生じるケースが多い。同社のサー
ビスアパートメントでは、利用客の同意を得た
上で居室の移動を行い、新たに賃貸に出せる居
室を確保することで、収益向上を図っている。
90％を超える高い稼動率は、こうした居室に関
わる采配や移動に際しての顧客との交渉などス
タッフの努力によって実現しているといえる。

7. 今後の展開、課題

　サービスアパートメント事業に参入以来、同
社では積極的な法人営業が奏功し、比較的安定
した運営を行っている。今後、2020年の東京
オリンピックや2025年の大阪万国博覧会など
訪日客が増えるイベントが予定されているもの
の、サービスアパートメントは日本に短期滞在
する外国人ビジネスユースが主要ターゲットで
ある。そのため、大きな影響は受けないが、市
場拡大の可能性はあるとみており、新たな顧客
の創造が重要だと考えているという。
　そうした予測と、現時点でサービスアパート
メントの「勝ち組」、「負け組」が分岐しはじめ
ている状況を考え併せ、同社では今後、蓄積し
たサービスアパートメントのノウハウをさらに
活かし、新たなチャレンジを行っていきたいと
している。
　今回取り上げた六本木においては、2015年5
〜6月と2017年10月〜2018年2月にかけて10
〜14階の改装を行い（10〜13階のスタンダー
ドタイプの居室と14階の全居室および回廊）、
目標収益を達成した。今後、より充実した設備
や仕様を整えることで居室単価を上げ、さらに
収益性を高めるために、改めて全面リニューア
ルを実施したいと考えている。
　また、同社のサービスアパートメント全体で
の取組みも計画している。
　同社運営の「デュオフラッツ赤坂」は、竣工
した2001年当時は通常の賃貸マンションとし
て開業したが、全37戸中、5戸のみサービスア
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パートメントにしたところ軌道に乗り、現在で
は16戸がサービスアパートメントとして利用
されている。「もともと賃貸マンションであった
ものを棟ごとサービスアパートメントにコンバ
ージョンした例は、当社が初めてだと思う」（高
田氏）
　この赤坂の例で得たオペレーションのノウハ
ウを活用して、既存の賃貸マンションから、そ
の一部（最終的には１棟すべて）をサービスア
パートメントとして運用を任せてもらう、とい
うのが、同社が描いている新たなビジネススタ
イルのひとつだ。賃貸マンションとサービスア
パートメントが混在するゆえの課題（動線の分
離、プライバシーの確保など）はあるものの、

「一般賃貸としては賃借しにくい余った部屋を
サービスアパートメントに変える」のではなく

「当初から収益向上策のひとつとして、サービス
アパートメントとしての部屋を確保できる」の
であれば、同社のマネジメントで集客力の高い
施設をつくることは可能とみる。
　ただし、先の赤坂の例では、フロントを設け
ることができなかったが、外国人をメインの顧
客とするサービスアパートメントでは、英語で

の案内や相談が可能なフロントの有無が集客を
大きく左右する。もっとも赤坂の場合、フロン
トはなくても現在、日本人中心（7割）のサー
ビスアパートメントとして好調であるが、今後、
賃貸マンションにサービスアパートメントを入
れていく場合は、同社ではフロントを付帯する
ことで、顧客ターゲットによっては海外客をも
っと増やせるとみている。
　一方、サービスアパートメントを手がける他
社では、サービスアパートメント内に民泊を導
入して収益向上を図ろうとしている例もみられ
るが、同社では「コスト圧迫により運営途中で
断念する企業も見受けられます。当社では、民
泊を導入するからには、民泊利用者とサービス
アパートメント利用者の共存を実現して空室率
を最大限減らし、コストの合理化を図ったバラ
ンスのとれた運営を行いたい」として、現時点
では慎重に方向性を模索している。
　今後の施設展開については、2021年までに場
所は未定だが都内に数棟のサービスアパートメ
ントの受託依頼を受けている。これらはいずれ
も、単体のサービスアパートメントとして開発
されるもので、「これまでのノウハウを集約し、
質のよいサービスアパートメントを手がけ、オ
ーナーに期待以上のコストパフォーマンスを提
供できるものと自負しています。」（高田氏）と
している。

2018年2月にリニューアルした11～13階の回廊


