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は入居者のみなさまがお互いから学び、
共に成長するための国際的な住環境を提供する サービスです。

南青山ロケーションには若手社会人とファミリーが住まい、
年齢、国籍や文化の垣根を超えた豊かな交流が生まれる環境を創出します。

米国デトロイト出身。ベルリッツにて 28年間プロ

フェッショナル英語を教え、常にトップインストラク

ターの称号を獲得。エグゼクティブ向け英語レッス

ンを行うなど、プロフェッショナルの専門性に寄り

添ったコーチング経験多数。 U Share 南青山で

は、実践的なビジネス英会話などを通じ真のグ

ローバルプロフェッショナル人材の育成をサポー

ト。

建築家であり不動産投資家。活気あふれる場をつくる

ため、鹿島建設設計本部勤務後にハーバード大学デ

ザイン大学院にフルブライト留学し不動産ファンド業界

を経験。家族とともにボストンで過ごした体験を U 
Share での場づくりに活かす。デザイン好き、アート好

き、まちづくり好きなメンバー求む。趣味は料理と茶道

で、特に江戸前鮨が得意。 U Share南青山1階にある

Masa’s Barにてカクテルを振る舞う。 DIYやお庭づくり

を通してU Share コミュニティの空間づくりを皆で楽し

みましょう。

日・仏・英・米国育ちで、第三子を夫の留学中に米

国ボストンにて出産。一橋大学 MBA取得後にゴー

ルドマン・サックス証券 Vice Presidentとして働きな

がらU Share Familyのコミュニティを母親ならでは

の視点でサポート。 U Share 南青山では、女性メン

バーの国際的なキャリア構築や、ワーキングマ

ザーのためのワークライフバランスの取り方を、自

身の経験をもとに支援します。ローフードを取り入

れれた健康食やヨガが趣味。心身ともに健康なコ

ミュニティを皆さんと共に作ります。



南青山
渋谷

六本木

表参道

広尾

東京都港区南青山

最寄り駅：

・表参道徒歩 分 広尾駅徒歩 分 六本木駅徒歩 分

バス停留所：
・利便性の高い南青山 丁目徒歩 分
（渋谷 六本木ヒルズ 新橋を繋ぐバス路線発着）
・自転車で表参道、渋谷、六本木まで 分
・閑静でありながら国際色豊かで、少し歩けば
　ビジネス街や繁華街を楽しめる希少性の高い立地
・青山学院大学・青南小学校学区
・インターナショナル・スクール多数
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東京都港区南青山

最寄り駅：表参道徒歩 分

　　　　　広尾駅徒歩 分

　　　　　六本木駅徒歩 分

根津美術館

岡本太郎美術館

ブルーノート東京

◁渋谷

六本木▷

△表参道

広尾▽

青山霊園

徒歩 分圏内

徒歩 分圏内

文化施設

スポーツ施設

コンビニ

スーパー

広尾ガーデン
ヒルズ

日赤病院

西麻布交差点

骨董通り

首都高速高樹町

スポーツ施設
● 南青山
●ゴールドジム南青山東京
●エニタイムフィットネス広尾高校
● 南青山
●
●プラットジム
●カッピングサロン 青山店
●フィットネスクラブ広尾
●
●クロスフィットハート ビューティ
● 広尾

コンビニ
●ファミリーマート南青山 丁目店
●ローソン渋谷 丁目店
●セブンイレブン西麻布 丁目店
●ファミリーマート南青山 丁目店
●ナチュラルローソン港日赤通り店

飲食店、その他利便施設
●老舗、ミシュラン星つき飲食店多数

よろにく 五行
●カーシェア、シェアサイクルスポット

バス停
南青山 丁目
徒歩 分

六本木ヒルズへ

六本木ヒルズエリア 日本最古のイタリアン プレミアムスーパー 根津美術館

文化施設
●根津美術館
●岡本太郎美術館
●ブルーノート東京

スーパーマーケット
●成城石井 西麻布店
●アキバストア
●ライフ渋谷東店

南青山

成城石井

セブンイレブン

八百屋

ゴールドジム

よろにく

五行



共用ラウンジ／リビング
（約70㎡）

共用茶室
ゲストルーム
（約6㎡）

Unit 2
シングル

Unit 1
ダブル

エントランスホール

ライブラリー
ミーティングエリア

外部日本庭園

トランクルーム

Unit 3
シングル

Unit 4
シングル

Unit 5
シングル

Unit 6
ダブル

Unit 7
シングル

共用
UB

共用
シャワー

WC

WC

情報 占有面積 収納量 アメニティ

プライベード空間はシンプル＆スマートに、共用部空間は豊かに広々と使え
る新しい生活スタイルのご提案。

： ㎡ ダブルベッド（下収納） ワードローブ デスク 棚
： ㎡ シングルベッド（下収納） ハンガーラック 棚
： ㎡ シングルベッド（下収納） ハンガーラック 棚
： ㎡ シングルベッド（下収納） ハンガーラック 棚
： ㎡ シングルベッド（下収納） ワードローブ デスク 棚
： ㎡ シングルベッド（下収納） ワードローブ デスク 棚

共通：基本照明 カーテン 空調完備 施錠セキュリティ 完備

共用部情報（ ㎡ 日本庭園 ㎡ 屋上 ㎡

●アイランドキッチン：ガス 口式 台 大型食洗機 ビルトイン・オーブンレンジ
浄水 収納 各種カトラリー・キッチン機器類完備

●大型冷蔵庫、電気ケトル、コーヒードリップ、トースター付
●バーカウンター：ダイニング兼ワークスペース（ 名）
●ミーティグルーム： ～ 名
●ワークステーション：ミーィングテーブル、ハイスツール
●スタディカウンター：日本庭園を眺めがらの作業スペース（ 名）
●日本庭園：景色を彩る紅葉と露地は随一（ ㎡）
●屋上 デッキ：閑静な青山の緑と空を見渡す ㎡の屋上テラス
●屋上コミュニティガーデン：一人一区画あり
●ラウンジ＆縁側ライブラリー：プロジェクター完備
●茶室 和室ゲストルーム： 畳台目（炉） ロフトベッド
●トレイ 台：洋式ウォシュレット機能
●バスルーム：追焚き機能付きホテルグレード 前室ロック付脱衣所
●シャワールーム：前室ロック付脱衣所
●洗面台 台：鏡内、洗面台下収納付
●靴収納：
●ランドリールーム：自動洗濯乾燥機 台
●ゴミ捨て場：内部から雨に濡れずにアプローチ可能
●自転車置場： 台（応相談）
●シェアカー：テスラ シート（清掃充電料： 円 日）
●トランクルーム： 区画
●郵便受： 毎の個別の郵便受有り
●スマートロック管理式（交通系カードなどと連携可能）
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スタディルー
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ロッカー

情報 占有面積 収納量 アメニティ

家族のプライベート空間は豊かで広々、ファシリティも充実。バスルームや
トイレなど使用頻度が限られる空間はスマートに共有。 共用部や屋上テ
ラスも、もちろん使用可能。

は 利用にも便利。住まいながら働く法人利用も可能。

： ㎡
主寝室（ダブルベッド、クローゼット）、子供部屋（ 段ベッド）、ロフトベッド
（畳） アイランドキッチン（ガス式 式、大型食洗機、冷蔵庫、オーブンレ
ンジ、バーカウンター） ワークステーション・勉強机 プロジェクター 機器
完備 大型本棚 ディスプレイ棚 床暖房完備 空調 完備

： ㎡
主寝室（ダブルベッド、クローゼット） キッチン（ 式、冷蔵庫、オーブンレン
ジ、収納） 書斎 本棚 ディスプレイ棚 床暖房完備 テラス 空調 完備

共用設備（ ㎡

●トイレ 台：洋式ウォシュレット機能
●バスルーム：追焚き機能付きホテルグレード 前室ロック付脱衣所
●洗面台 台：鏡内、洗面台下収納付
●洗濯乾燥機：全自動（ も使用可能）
●階段ライブラリー 靴収納： 共用
●スタディルーム＆ロッカー：セキュリティロッカー 個 防音室
●日本庭園： ㎡
●屋上 デッキ： ㎡
●屋上コミュニティガーデン：一人一区画あり
●ゴミ捨て場： を使用
●自転車置場： 台（応相談）
●シェアカー：テスラ シート（清掃充電料： 円 日）
●トランクルーム：応相談
●郵便受： 毎の個別の郵便受有り

屋上へ
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屋上テラス 庭園に囲まれた茶室 階段の共用本棚 共用のバー空間 カーシェア

屋上テラス

Photo by Francesca Tosolinion Unsplash

・住人みんなで作り、育てる屋上テラス
・ 可能な広々としたデッキテラス
・コミュニティ・ガーデンで育てたハーブ
　や野菜を使って日々の食卓に彩りを
・ や創作活動に活用できる屋上アトリエ

・茶道教室 で文化交流
・ゲストルームとして泊まれる茶室
・日本庭園の路地から躙口を入れば別世界
・早朝の瞑想やヨガでマインドフルネス
・夜は茶室で抹茶カクテルを仲間と楽しむ

・知的好奇心を刺激するブック・セレクション
・入居者同士でお気に入りの書籍を交換
・留学に向けた勉強教材
・ 南青山担当者の趣味で建築とアート多め

・一度に 名程度利用できる カウンター
・ポップアップ料理イベントでも大活躍
・ ウェア、コーヒーマシーン等完備
・ソファラウンジで楽しむ映画上映会
・コーポレートイベントでも活用可能

・完全 の未来志向エコドライブ
・ シート世界最速 を皆でワイワイ楽しむ
・ 日利用でも清掃費用と充電代のみ
・コーポレート利用可能
・大きな荷物の買い物や輸送にも大活躍



メンバーの方は年間を通して多様なイベントやプ
ログラムに参加して頂けます。住む場所の「シェア」のみ
らず、住まう人々が各々の夢や取り組みを「シェア」する
場作り、コミュニティづくりを で目指します。

・
・月替りでのホームパーティ（鮨、 、カクテル
　パーティ、 、茶道教室など）
・ビジネスマッチングや異業種交流
・エクスカーション（遠足や大人の修学旅行）
・家族と子供向けイベント

グローバルキャリアや海外トップスクールへの留学などに
関心のある入居者様に各種教育サービスを提供していま
す。切磋琢磨できる多様な仲間と一緒に、国際人材として
の成長を最大化して頂けるようお手伝いします。

・ビジネス英語レッスン（２週間に１回）
・ やエッセイ等の留学対策コーチング
・外資系企業や海外就職・転職を対象としたカウンセリング
（レジュメ指導やインタビュー対策など）

では多様なイベントやプログラムに参加し
て頂けます。住む場所の「シェア」のみらず、住まう
人々が各々の夢や取り組みを「シェア」する場作
り、コミュニティづくりを目指します。

グローバルキャリアや海外トップスクールへの留学
などに関心のある入居者様に各種教育サービスを
提供しています。（例：ビジネス英語レッスン、
やエッセイ等の留学対策コーチング）

では多様なイベントやプログラ
ムに参加して頂けます。住む場所の
「シェア」のみらず、住まう人々が各々
の夢や取り組みを「シェア」する場作り、
コミュニティづくりを目指します。

では多様なイベントやプログラ
ムに参加して頂けます。住む場所の
「シェア」のみらず、住まう人々が各々
の夢や取り組みを「シェア」する場作り、
コミュニティづくりを目指します。

リモートワークやコワーキングに活用できる多様な場をご
提供しています。広々としたラウンジやカウンター、オンライ
ン会議に適した個室や防音室で、多様な

に応えます。

・個室ミーティングルーム（予約制）
・来客対応のしやすい土間ミーティングラウンジ
・仕事の後の一杯を楽しめるバーカウンター
・住まい、仕事、自己研鑽の融合
・法人登記可能（別途応相談）
・ のみの利用も可能
（詳細は次ページをご参照ください）



U Share Family（Suite）: Unit 201 価格

家賃/月 月額 450,000

水光熱費、インターネット 月額 25,000

定期清掃費 月額 9,000

共益費 月額 15,000

損保（1年契約の場合） 年額 16,000

保証料 初回 60,000

入館費*（2年契約の場合） 初回 150,000

メンバーシップ料 年額 170,000

U Share Family（Delux）: Unit 202 価格

家賃/月 月額 240,000

水光熱費、インターネット 月額 20,000

定期清掃費 月額 9,000

共益費 月額 15,000

損保（1年契約の場合） 年額 16,000

保証料 初回 60,000

入館費*（2年契約の場合） 初回 120,000

メンバーシップ料 年額 150,000

U Share Pro（Standard）: Unit 102/103/104/105 価格

家賃/月 月額 128,000

水光熱費、インターネット 月額 9,000

定期清掃費 月額 6,000

共益費 月額 9,000

損保（1年契約の場合） 年額 8,000

保証料 初回 30,000

入館費* 初回 100,000

メンバーシップ料 年額 120,000

U Share Pro（Garden Room）: Unit 106 価格

家賃/月 月額 145,000

水光熱費、インターネット 月額 9,000

定期清掃費 月額 6,000

共益費 月額 9,000

損保（1年契約の場合） 年額 8,000

保証料 初回 30,000

入館費*（2年契約の場合） 初回 100,000

メンバーシップ料 年額 120,000

U Share Pro（Delux）: Unit 101 価格

家賃/月 月額 155,000

水光熱費、インターネット 月額 9,000

定期清掃費 月額 6,000

共益費 月額 9,000

損保（1年契約の場合） 年額 8,000

保証料 初回 30,000

入館費*（2年契約の場合） 初回 100,000

メンバーシップ料 年額 120,000

・ トランクひとつで生活スタートが可能
・初期コストが最小限：敷金礼金仲介手数料一切なし 家具家電つき
・共用部には毎週清掃が入り、常に清潔な空間
・住みながら学べる成長への自己投資
・民泊でサブリース可能：不在期間中のインカム創出（応相談）
・ のみのメンバーシップ登録も可能（ 万円 月）
・選抜による、多様で本気の仲間が集う
・一人一ポスト利用可能、宅配ボックス利用可能

付属家具家電リスト：
専有品：ベッド 寝具１セット デスク 照明 棚収納 ハンガーラック ワードローブ
共用品：ヘアドライヤー バス用品 キッチン用品カトラリー類 冷蔵庫 各種家電 書籍

タイプに付属（専有部外に専用ロッカーあり）

U Share Work Station 価格

シェアオフィス・メンバーシップ /月 月額 30,000

入館費* 初回 50,000

*入館費には下記を含みます

入館契約手続き /鍵 ID発行費 /クリーニング済み家具寝具一式 /オリエンテーション等
*入館費には下記を含みます

入館契約手続き /鍵 ID発行費 /クリーニング済み家具寝具一式 /オリエンテーション等



賃貸申込 お問合せ

株式会社
事業部 南青山担当：上田真路

詳細

南青山 月グランドオープン

住まう人の成長や経験をデザインすることにこだわる 南青山。
多様なコミュニティでの暮らしを通じ、生涯に渡って研鑽し合える仲間を見つけてみませんか？


