
デマンド  

2014 年第 2 四半期の需要トータルは約

77,000m2、前四半期比 14％増です。 

四半期の需要トータルは約 第 2 エリアのタン

ズアン区とドンダー区は大幅な増加傾向で二

つの新規オフィスビルは完成後 Gelex Tower 
と Coalimex Building 前四半期比 175％増とな

っており、タンズアン区とドンダー区は前四

半期比 25％から 35％まで増加しています。  

サヴィルズベトナム・ハノイへ頂いたお問い

合わせの約半数が CBD エリアにあるオフィス

案件でした。 

延べ床面積の大きな 500m2 以上のオフィス案

件の 42％が西部エリアのお問い合わせでし

た。  

今後の展望  

2014 年第 3 第 4 四半期の間に五つの新規オフ

ィスビル開発完成が予定されています。最も

大きい新規オフィスビルは Lotte Centre 
Hanoi、延床面積 45,000m2 になります。 

2016 年までに、27 の新規オフィスビル開発が

予想されておりトータル延床面積は 50 万 m2

になる予定で、トータル数の約 36％になりま

す。現在全ての 27 新規オフィスビルは建設中

または準備段階です。現在 5 つのプロジェク

ト、延べ床面積 60,000m2 は現在開発が遅れ

てる状況です。 

  

供給  

2014 年第 2 四半期にホアンキエム区とハイバ

ーチュン区で３つの新規オフィスビルがおよ

そ延床面積 34,300 ㎡の規模で完成しました。 

ハノイ市内でのオフィスビル供給数はトータ

ル 159 ビルに増え全延床面積は 140 万 m2、前

四半期比 3％増、前年同期比 19%増となってい

ます。 

パフォーマンス  

平均月額賃料は 2014 年第 2 四半期から現在ま

で減少傾向で、現在の VND374,500/m2/月は 

前四半期から 0.5 ポイント低下、前年同期か

ら 12 ポイント低下しています。A グレードと

B グレードと C グレードの平均月額賃料は全

て減少している状況です。 

  

グレード A とグレード C は前四半期から 3 

ポイント低下、グレード B は前四半期から

0.6 ポイント低下しています。  

オフィスビルの占有率は現在 76％、前四半期

比 4％増、前年同期比 2%増です。全てのグレ

ードの占有率は増加しグレード C は前四半期

比 5％増、グレード B は前四半期比 3％増、グ

レード A 前四半期比 2％増でいずれも増加し

ています。  
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