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Television Centreはウエストロンドンのラン
ドマークを大規模に再開発した物件です。ロン
ドンの中でも大変地の利の良い立地にて、現
在、数十億ポンド規模の再開発プロジェクトが
進行中です。



A completed illustration of the development

賃貸物件説明 
 
ベッドルーム数 面積（平方フィート） 想定賃料（￡／週*） 

スタジオ（ワンルーム） 369 – 495 415 – 450
1 530 – 673 460 – 570 
2 801–1,830 550 – 1,500 
3 + 1,366 – 4,050 870 – 3,300 *ストラット＆パーカー社およびサヴィルズ社による見積もり額（2017年8月現在）

再開発施設の完成図



アメニティ
 
– 24時間制のレジデント向けコンシェルジュ
–  専用ランドスケープ・ガーデンを見渡すレジデン

ト用ラウンジ
– プライベート・スクリーニング・ルーム
– ソーホーハウス管理のジム、プール、ハマム
– デリカテッセン、カフェ、レストラン
– 地下駐車場および地下駐輪場

新しい中心拠点の誕生 
 
2018年末、Television Centreに432戸の新しい
アパートメントが完成します。24時間ご利用可能な
コンシェルジュ、専用ランドスケープガーデン、レジ
デント用ラウンジ、スクリーニング・ルーム、専用駐
車場、さらにはソーホーハウスが管理するジム、プー
ル、ハマムなど、レジデントの皆様にご活用いただく
ための豊富な設備が勢揃いする予定です。

当開発物件は、Television Centreの新オフィスビ
ルを拠点とするBBCワールドワイドとザ・ホワイト
カンパニーの3,500名に上るスタッフが働き、昼夜
を問わず活気に満ちた場所となる予定です。

ソーホーハウスは３スクリーンを備えたエレクトリッ
ク・シネマ、客室数47室のホテル、屋上に作られた
新しい会員制クラブを運営します。

ブルーバード、クリケット、ホームスライス、パティ＆
バン 、ザ・アリスといったカフェやレストランが続々
と入居しています。

イギリスの大人気番組「The Jonathan Ross 
Show(ジョナサン・ロス・ショー）」、「The Graham 
Norton Show（グラハム・ノートン・ショー）」など
を制作する3つのライブ・テレビスタジオを抱える
Television Centreでの生活は、これまでよりもさ
らに充実することでしょう。

ホワイトシティで進行中のさらなる計画：

—  2018／2019年に完成予定のインペリアル・カ
レッジ・ロンドン（世界の大学第10位にランクイ
ン）の新キャンパス

—  230,000平方フィート（約21,368㎡）もあるジ
ョンルイス（老舗百貨店）の新店舗を含む、ウェ
ストフィールド・ロンドン（英国で1位を誇るショ
ッピングセンター）の拡張

—  ユークス・ネッタポルテ、ワンウェブ、ロイヤル・カ
レッジ・オブ・アート、BBCなどが入居するエリ
アで今一番ホットなビジネス拠点、White City 
Place（ホワイト・シティ・プレイス）





Television Centreなら、ロンドンにあるさまざま
な交通機関へのアクセスも簡単です。ホワイトシテ
ィ駅とウッドレーン駅に加え、当地域にはウエストエ
ンド、シティ、カナリーワーフ、その他の地域に乗り
入れる極めて便利な地上鉄道線、バスおよび路上
ルートが揃います。 
 
所要時間
– パディントン駅：7分
– ボンドストリート駅：12分
– バンク駅：22分
– ヒースロー空港：30分（車）
– カナリーワーフ：32分 
 
出典：ロンドン交通局 

投資家オーナー様から高い関心を集める主なポ
イント：

—  極めて交通の便が良い地域に、隅々まで配慮を
尽くしたデザインを有する居住空間を提供する
ことで、Television Centreはロンドンの賃貸
市場に強くアピールできます。

 
—  サヴィルズ社とストラット＆パーカー社は、上質

な賃貸物件が不足するロンドンの現状におい
て、当開発物件が居住者、企業テナントの双方を
魅了する大変有利な立場にあると考えています。

—  企業テナントには、開発物件およびライフスタイ
ルと娯楽用アメニティのある立地が好まれます。

—  現在、日々のライフスタイルを豊かにするアメニ
ティの整ったアパートメントの需要が高まってお
り、今後5年間需要が伸びると考えられます。

抜群の立地



投資家様の一例 

1ベッドルーム・アパートメント  610平方フィート （約56.7㎡） 
投資家支払額 £750,000 （£1,230／平方フィート） 
印紙税 £50,000 （3%の土地印紙税サーチャージを含む*）
市場家賃 £500／週
年間収入 £26,000 （£500×52週） 
粗利回り 3.53% 

*自用の購入でない場合を想定。 
 

主要情報 

賃貸借物件  975年間 
（当物件における最初のアパートメント賃 
借手続きの完了に先立つ四半期初日に発効） 

年間地代 スタジオ：£350.00 
 1ベッドルーム：£450.00 
 2ベッドルーム：£600.00
 3ベッドルーム：£750.00 
  プレミアムアパートメントまたはペントハウス： 

£1,000（地代の見直しは値上げのみとし、イ 
ンフレ率を参考に10年毎に行う） 

年間サービス料の見積もり £6.75／平方フィート

竣工予定  2017年第4四半期～2018年第4四半期（段階的竣工）

賃貸借および管理 16.2％付加価値税込み（通常20.4％付加価値税込み）
 
購入後、賃借前サービス 無料（通常£600.00）

すべての数値は、偏りのないよう誠実に見積っておりますが、サヴィルズ社、ストラット＆パーカー社ともに、ご購入物件が一般の賃貸市場に出さ
れた際の市場状 況に関する一切の責任を負いません。本情報は、物件が市場に出る前の、その情報が出された時点でのアドバイスとして提供さ
れます。本情報は正式な査定を 経て構成されたものではないため、婚姻、ローン、または安全上の目的のために本情報に頼ることはおやめくださ
い。変動する市場では、私たちのアドバイスが その時の状況に即していな場合があるため、時間の経過とともに意見を見直すことがあります。



家具パッケージ 
 
皆様のご負担を減らすべく、ご購入のアパートメントその他に家
具調度を整えるお手伝いとしてスージー・フッドレスとボックスナ
イン7というインテリアデザイナー2組とチームを組むことになり
ました。

Suzy Hoodless（スージー・フッドレス）

スージー・フッドレスは、『Wallpaper』誌の編集者として5年間
活躍の後、自身のインテリアデザイン・コンサルタント会社を立
ち上げた、評価の高いインテリアデザイナーです。『House & 
Garden』誌の「トップ100インテリアデザイナー」の常連である
スージーは、17,500英ポンドからご利用いただけるTelevision 
Centre専用の4つのコレクションを展開しています。

すべてのコレクションには、コンサルテーションが含まれています。
『Suzy Hoodless for Television Centre（スージー・フォー・
テレビジョンセンター）』パンフレットのご要請を含め、詳細情報
は営業チームまでお尋ねいただくか、下記までご連絡ください： 
 
info@suzyhoodless.com 
+44 (0)20 7221 8844



家具パッケージ 
 
BoxNine7（ボックス・ナイン・セブン）

ボックスナイン7は、家主および投資家のお客様宛にご要望に合
う家具調度品ソリューションをご提供しています。製品の質と市
場の知識のご提供に加え、同社が得意とするのは、短い準備期間
で安心してお任せいただけるサービス、5年間保証、お値打ち価
格のご提供です。

スタジオ（ワンルーム）のパッケージが4,635英ポンドから。
『BoxNine7 Television Centre（ボックスナイン7・テレビジョ
ンセンター）』パンフレットのご要請を含め、詳しい情報は営業チ
ームまでお尋ねいただくか、下記までご連絡ください： 
 
hello@boxnine7.com
+44 (0)20 3239 7970



Joint Letting Agents 
 
Savills （サヴィルズ） 
+44 (0)20 7016 3819 
www.savills.co.uk 
newhomes@savills.com 
 
Strutt & Parker （ストラット＆パーカー）
+44 (0)20 7318 5138
www.struttandparker. com 
development.lettings@struttandparker.com

Sales & Marketing Pavilion
 
The Pavilion Building 
Television Centre 
89 Wood Lane 
London W12 7FA 
 
+44 (0)20 8811 8720

televisioncentre.com

重要なお知らせ 

すべてのコンピューター生成画像（CGI）および
写真画像は、ご参考用です。サヴィルズ社とスト
ラット＆パーカー社は、両社自身とその顧客、お
よびあらゆる合同代理店を代表して、以下を通
知します：

1. 彼らには、ここまたは他の場所において、彼ら
自身またはその顧客、その他の者の代わりに該当
物件に関する表明または保証を行う権限はあり
ません。彼らは、当該の詳細で示される可能性の
ある声明について、一切の責任を負いません。当
該の詳細は、然るべき注意を払って誠実に用意さ
れたものであり、公表時点において正しいと考え
られるものです。しかしながら、両社は契約、契
約の一部を構成せず、表明または保証を提供しな
いため、声明または事実を示すものとしてこれら
の詳細に頼ることはおやめください。

2. 面積、寸法、測定結果または距離は、概算で
す。テキスト、画像、写真および設計図は、ご参考
用であり、必ずしも完全なものではありません。
必要となるすべての設計図、建築基準またはその
他の承諾を得てはおらず、サヴィルズ社もストラ
ット＆パーカー社も、またはその他の顧客または
合同代理店も誰一人として一切のサービス、器機
または施設の検査を行ってはおりません。ご購入
者様は、視察その他の方法にて自らご納得いただ
くものとします。

3. 当該の詳細は、物件の完成前に仮の設計図と
仕様書から作成されたものであり、Television 
Centreのマーケティングの参考とすることのみ
を意図しています。建設中に物件の要素が変更に
なること、また最終的な仕上がりが変わることが
あります。ご購入者様は、本情報には頼らず、必ず
ご購入者様側の事務弁護士が契約書に添付した
設計図および仕様を確認してください。

デザイン：dn&co
dnco.com
2018年1月




