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不動産賃貸事業について

■不動産賃貸事業の業績推移

■賃貸等不動産の時価・簿価推移

2010年度以降、渋谷周辺の再開発や沿線開発を進め、不動産賃貸事業の拡充を進めてきた。
安定的なインカムを実現するとともに、質の高い不動産ストックを保有
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沿線の主要物件一覧

東急東急新横浜線
2023年3月開業予定
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主要賃貸物件一覧

南町田グランベリーパーク

二子玉川ライズ

※1 区分所有物件または他社との共有物件 ※2 当社連結ＳＰＣ物件 ※3 延床面積は他用途も含む物件全体合計

2022年3月31日現在

渋谷スクランブルスクエア東棟

物件名称 所在地 竣工 主な用途 延床面積
（㎡）

渋谷ヒカリエ ※1,※3 渋谷 2012年 オフィス、商業 144,500

渋谷ストリーム ※1,※3 渋谷 2018年 オフィス、商業、ホテル 119,500

渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟）※1,※3 渋谷 2019年 オフィス、商業 181,800

南町田グランベリーパーク 南町田 2019年 商業 150,700

セルリアンタワー ※2,※3 渋谷 2001年 オフィス、ホテル 104,100

二子玉川ライズ ※1,※3 二子玉川 第1期：2010年
第2期：2015年 オフィス、商業、ホテル 293,100

東急キャピトルタワー ※3 永田町 2010年 オフィス、ホテル 87,400

クイーンズスクエア横浜 ※1,※3 みなとみらい 1997年 オフィス、商業、ホテル 496,300

青山オーバルビル ※1 渋谷 1988年 オフィス 28,600

たまプラーザテラス たまプラーザ 2010年 商業 180,900

渋谷キャスト ※1,※2,※3 渋谷 2017年 オフィス、商業 34,900

東急番町ビル ※1 市ヶ谷 2011年 オフィス 16,700

世田谷ビジネススクエア ※1,※2,※3 用賀 1993年 オフィス、商業 94,300

青葉台東急スクエア 青葉台 2000年 商業 53,900
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渋谷駅周辺の主な所有物件➀

地図：MarketAnalyzer（技研商事インターナショナル株式会社）、国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html ）

JR線

JR線

国道246号線

東京メトロ
副都心線

東京メトロ半蔵門線
東京メトロ銀座線

田園都市線

半径500m

東横線

2022年3月31日現在

●：東急(株)・連結子会社所有物件
●：東急REIT所有物件
●：計画物件

* 区分所有または他社との共有物件

明治通り

渋谷スクランブルスクエア

● ⑧東急渋谷駅前ビル
(MAGNET by SHIBUYA109)*

● ⑨渋谷住友信託ビル

● ④渋谷マークシティ*

● ⑤セルリアンタワー

● ③道玄坂共同ビル
(SHIBUYA109渋谷店)*

● ①Bunkamura
● ②東急百貨店本店 他*

● ㉞TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア
● ㉟QFRONT

● ㊱東急南平台町ビル
● ㊲東急桜丘町ビル

● ⑩渋谷キャスト*

● ㊸渋谷二丁目17地区*

● ⑪カレイド渋谷宮益坂
● ⑫TK渋谷東口ビル

● ⑬渋谷たくぎんビル*
● ⑭渋谷日永ビル
● ⑮渋谷協和ビル*
● ⑯藤和宮益坂ビル

● ⑱渋谷東口ビル*
● ⑲渋谷二丁目ビル*
● ⑳イースト渋谷ビル
● ㉑タキザワビル

● ㊴TOKYU REIT渋谷Rビル

● ㉒100BANCH
● ㉓渋谷桜丘町チェリーガーデン

● ⑰渋谷ヒカリエ*

● ㉔渋谷ブリッジ

● ㉕ログロード代官山● ⑥渋谷ストリーム*

● ㊳cocoti(ココチ)

● ㉖東急渋谷３丁目スタジオビル

● ㉘ヴェルドミール・S

● ㊶TOKYU REIT渋谷宮下公園ビル

● ㉚第一ヒラゼンビル

● ㉛あいおいニッセイ同和損保渋谷ビル

● ㉝道玄坂ＴＲビル

● ㊵渋谷道玄坂スカイビル

● ㉙ベターホーム

● ㉗青山オーバルビル*

渋谷スクランブルスクエア
● ⑦第Ⅰ期（東棟）
● ㊷第Ⅱ期（中央棟、西棟）*

● ㉜東急渋谷一丁目ビル
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渋谷駅周辺の主な所有物件②
2022年3月31日現在

●：東急(株)・連結子会社所有物件 ●：東急REIT所有物件

●：計画物件

渋谷スクランブルスクエア 渋谷ストリーム

№ 物件名 竣工時期 延床面積（概算）
㊷ 渋谷スクランブルスクエア第Ⅱ期（中央棟、西棟） 2027年度予定 276,000㎡
㊸ 渋谷二丁目17地区 2024年度予定 44,500㎡

№ 物件名 竣工時期 延床面積（概算）
① Bunkamura 1989年 9月 31,900㎡
② 東急百貨店本店 他 1967年11月 65,900㎡
③ 道玄坂共同ビル(SHIBUYA109渋谷店) 1979年 3月 16,600㎡
④ 渋谷マークシティ 2000年 1月 138,600㎡
⑤ セルリアンタワー 2001年 3月 104,100㎡
⑥ 渋谷ストリーム 2018年 8月 119,500㎡
⑦ 渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟） 2019年8月 181,800㎡
⑧ 東急渋谷駅前ビル(MAGNET by SHIBUYA109) 1988年4月 11,200㎡
⑨ 渋谷住友信託ビル 1962年 6月 3,200㎡
⑩ 渋谷キャスト 2017年 4月 34,900㎡
⑪ カレイド渋谷宮益坂 1992年 1月 4,400㎡
⑫ TK渋谷東口ビル 1966年 2月 1,400㎡
⑬ 渋谷たくぎんビル 1983年 1月 4,800㎡
⑭ 渋谷日永ビル 1985年 4月 2,000㎡
⑮ 渋谷協和ビル 1980年 9月 8,500㎡
⑯ 藤和宮益坂ビル 1988年 2月 1,100㎡
⑰ 渋谷ヒカリエ 2012年 4月 144,500㎡
⑱ 渋谷東口ビル 1980年 10月 17,000㎡
⑲ 渋谷二丁目ビル 1971年 2月 1,700㎡
⑳ イースト渋谷ビル 1985年 3月 1,600㎡
㉑ タキザワビル 1982年 1月 1,100㎡
㉒ 100BANCH 1976年 9月 1,000㎡
㉓ 渋谷桜丘町チェリーガーデン 1981年 8月 3,300㎡
㉔ 渋谷ブリッジ 2018年 8月 5,600㎡
㉕ ログロード代官山 2015年 5月 1,800㎡
㉖ 東急渋谷３丁目スタジオビル 2020年 3月 1,900㎡
㉗ 青山オーバルビル 1988年10月 28,600㎡
㉘ ヴェルドミール・S 2005年 1月 1,100㎡
㉙ ベターホーム 1977年12月 1,600㎡
㉚ 第一ヒラゼンビル 1972年 5月 1,300㎡
㉛ あいおいニッセイ同和損保 渋谷ビル 1979年 1月 4,000㎡
㉜ 東急渋谷一丁目ビル 1983年11月 2,100㎡
㉝ 道玄坂ＴＲビル 2006年 3月 1,000㎡

№ 物件名 竣工時期 延床面積（概算）
㉞ TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア 1998年 7月 1,500㎡
㉟ QFRONT 1999年10月 6,600㎡
㊱ 東急南平台町ビル 1992年 7月 7,000㎡
㊲ 東急桜丘町ビル 1987年 6月 6,500㎡
㊳ cocoti（ココチ） 2004年 9月 11,800㎡
㊴ TOKYU REIT渋谷Rビル 1990年 3月 7,200㎡
㊵ 渋谷道玄坂スカイビル 1988年 3月 5,600㎡
㊶ TOKYU REIT渋谷宮下公園ビル 2008年 4月 2,500㎡
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東京都心5区 空室率

渋谷地区のオフィス賃貸の状況

※渋谷区空室率出典：三幸エステート「オフィスマーケット 空室率レポート」

（％）

渋谷地区のオフィス需要背景
■オフィス空室率推移 ■高い拠点性

・渋谷はクリエイティブ、エンターテイメント等のイメージを背景に、
IT企業、アパレル業界、エンタメ業界等の交流拠点、
人材採用拠点として高いブランド力を有する

■拡張移転のニーズ、新たなオフィス需要の取り込み
・コロナ禍を背景に業績好調なIT企業のオフィス拡張移転や、

新規移転ニーズを受け入れられるだけの駅近大型物件が開業

■ビジネスチャンス
・クリエイティブ産業が集う渋谷地区だからこそ、多種多様な

企業同士の交流から大きなチャンスに結び付きやすい
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産業・エネルギー 1%
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6%

IT企業の集積地として発展する渋谷地区

■東京23区のスタートアップ企業数 ■渋谷区のスタートアップ企業の
業種別特性（％） （社）

22/03
1.5%

※ 東京都心5区：千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区

（出典）経済センサス（平成28年）より作成 （出典）「スタートアップ・データベース（2019年12月2日時点）」（株式会社INITIAL）、「VC、CVC会員一覧 （2019年12月13日時点）」（一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会）
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渋谷駅周辺における再開発の取り組み

渋谷区道玄坂二丁目 24番土地における開発計画

・L Catterton Real Estate(※)、
東急百貨店と共に推進

・2023年1月31日に
東急百貨店本店を営業終了(予定)

・2023年春以降に
建物解体工事に着手(予定)

渋谷二丁目17地区
第一種市街地再開発事業

敷地面積：約3,460㎡
延床面積：約44,560㎡

用途：事務所、店舗、
駐車場等

開業：2024年度上期(予定)

渋谷スクランブルスクエア

敷地面積：約15,300㎡
延床面積：約276,000㎡

用途：事務所、店舗、展望施設等
開業：第Ⅰ期 2019年11月

第Ⅱ期 2027年度(予定)

渋谷二丁目17地区 外観イメージ 渋谷スクランブルスクエア

渋谷二丁目17地区

現在の東急百貨店本店
※LVMHグループにより設立された不動産開発投資会社

渋谷駅周辺における再開発の取り組み状況
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今後の開発計画
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027～

新綱島駅前地区
第一種市街地再開発事業

渋谷二丁目17地区
第一種市街地再開発事業

渋谷スクランブルスクエア
第Ⅱ期（中央棟・西棟）

年
度

敷地面積：約4,600㎡
延床面積：約87,400㎡

階数：地上48階、
塔屋1階、地下5階

高さ：約225ｍ
用途：ホテル、劇場、映画館、

店舗、駐車場等
竣工：2023年1月

（予定）

敷地面積：約3,890㎡
延床面積：約37,560㎡

用途：共同住宅、
商業、業務施設、
公益施設、
駐車場等

開業：2023年10月
（予定）

敷地面積：約3,460㎡
延床面積：約44,560㎡

用途：事務所、店舗、
駐車場等

開業：2024年度上期
（予定）

東急歌舞伎町タワー

敷地面積：約15,300㎡
（第Ⅰ期含む）

延床面積：約276,000 ㎡
（第Ⅰ期含む）

用途：事務所、店舗、
展望施設等

開業：2027年度
(予定)

横浜駅きた西口鶴屋地区
第一種市街地再開発事業

敷地面積：約6,690㎡
延床面積：約79,330㎡

用途：共同住宅、
商業、ホテル、
サービスアパート
メント、駐車場等

開業：2024年度上期
（予定）

渋谷区道玄坂二丁目 24番
土地における開発計画

現在の東急百貨店本店

・L Catterton Real Estate(※)、
東急百貨店と共に推進

・2023年1月31日に東急
百貨店本店を営業終了
(予定)

・2023年春以降に
建物解体工事に着手
(予定)

※LVMHグループにより設立された不動産開発投資会社
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映画館

駐車場

店舗等

ホテル

劇場

東急歌舞伎町タワーの概要

施設名称：東急歌舞伎町タワー
敷地面積：約4,600㎡
延床面積：約87,400㎡

階数：地上48階、地下5階、
塔屋1階

高さ ：約225ｍ
用途：ホテル、劇場、映画館、

店舗、駐車場等
竣工：2023年1月（予定）
開業：2023年4月（予定）

■施設用途概要■計画概要

東急歌舞伎町タワー外観
（2022年3月時点）

ライブホール

■18～47F ホテル
【運営：㈱東急ホテルズ】

・39～47F 「BELLUSTAR TOKYO」
天空のラグジュアリーホテル 97室

・18～38F 「HOTEL GROOVE SHINJUKU」
エンターテインメント施設・

まちと繋がるホテル 538室

■9～10F 映画館
【運営：㈱東急レクリエーション】
「１０９シネマズプレミアム新宿」

・ 8スクリーン、総席数752席のプレミアムシアター

■6～8F 劇場 【運営：㈱TSTエンタテイメント】
「THEATER MILANO-Za」
・総席数約900席

■B1～B4 ライブホール
【運営： ㈱TSTエンタテイメント】
「Zepp Shinjuku (TOKYO)」
・キャパシティ：スタンディング約1,500名、

シーティング約500名

■グループ一体となったエンタメビジネスの強化

Zepp ブランドロゴ

ブランドロゴ

・ “好きを極める場”の創出
ホテル×エンターテインメントの複合施設という特性を
活かし、「見出す～育てる～羽ばたかせる」といった
新たな「好き」を生み出す商品企画に取り組む
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住宅関連事業
2022年3月31日現在

賃貸住宅事業不動産販売事業

スタイリオ妙蓮寺Ⅲ

住まいと暮らしに関するお悩みを
トータルサポートする無料相談窓口
『住まいと暮らしのコンシェルジュ』

・目黒店
・二子玉川ライズS.C.店
・鷺沼駅前店
・東急百貨店たまプラーザ店
・武蔵小杉東急スクエア店
・蒲田店
・エトモ大井町店
・南町田グランベリーパーク店

住まいと暮らしの相談窓口

住まいと暮らしのコンシェルジュ 目黒店

多様な暮らしのニーズに合わせて
4ブランドを展開

「スタイリオ」：駅近・高品質賃貸
「スタイリオフィット」：スタンダード賃貸
「スタイリオウィズ」：コミュニティ賃貸
「スタイリオⅩ」：コンセプト賃貸

主な物件
・スタイリオ妙蓮寺Ⅲ
・スタイリオウィズ上池台
計38施設 1,299室 計８店舗

「創造性」「居住性」「安全性」の
3軸から練磨を重ね、街づくりの
重要な一環として住まいをデザイン

「ドレッセ」シリーズ：分譲マンション
「ノイエ」シリーズ：分譲一戸建

主な販売中物件（2022年度）
・ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
・ドレッセタワー新綱島
・ドレッセタワー武蔵小杉
・ドレッセ横浜十日市場レジデンス
・ドレッセ青葉荏田北フロント
・ドレッセ港北ニュータウン中川

ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
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不動産販売事業の取り組み
資産回転型ビル事業の取り組み住宅販売における今後の主な事業計画

■リノベーション・バリューアップ
・ワークスタイル等の変容に対応した用途変更を行い売却

■賃貸マンション開発・一棟売却
・投資家需要に即した物件を開発・売却

■中規模オフィス等開発・売却
・オフィス需要を見極め、市場に適した用途での開発・売却

2022
引渡予定戸数 :

約290戸

2023
引渡予定戸数 :

約755戸

2024
引渡予定戸数 :

約540戸

年
度

ドレッセ青葉荏田北フロント
総戸数：50戸

ドレッセ横浜十日市場レジデンス
総戸数：61戸

ドレッセ港北ニュータウン中川
総戸数：62戸

全て2022年度竣工(予定)

ドレッセタワー新綱島

・総戸数：252戸
・竣工：2023年10月(予定)

ドレッセタワー武蔵小杉

・総戸数：160戸
・竣工：2024年5月(予定)

The YOKOHAMA 
FRONT TOWER

・総戸数：459戸
・竣工：2024年春(予定)

・オフィスビルリノベーション事業「the Folks BY IOQ」が
2022年2月開業

・オフィス全26区画と、1名から気軽に使える会員制コワーキング
スペースやオフィス契約者専用のラウンジなどで構成

ドレッセタワー南町田グランベリーパーク

・総戸数：375戸
・実質再生可能

エネルギー100％利用の
分譲タワーマンション

・竣工：2024年3月(予定)

※ 引渡予定戸数は、マンション・戸建・土地を含む数値

賃貸マンション「スタイリオ蒲田Ⅱ」
2022年2月開業
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沿線開発の取り組み
自律分散型都市構造の考え方に基づいた、職・住・遊の機能的配置や、地域住民・行政・大学・民間事業者
との連携・協働等により、沿線の活性化を積極的に推進

・職住遊の機能的配置
・中間拠点駅の充実
・特色あるまちづくりの推進

多様な価値観やライフスタイルの実現

・鷺沼

連携先：横浜市・昭和大学
「駅前施設・病院・公園」が
一体となったまちづくりに取り組む

再整備イメージ

再開発イメージ

職住近接やテレワークなどの新たなライフスタイルの急速な浸透を
踏まえ、「自律分散型沿線都市」の実現を目指す

■コンセプト

職
住
遊

職
住
遊

■まちづくり推進に向けた中間拠点駅の開発

・藤が丘

連携先：川崎市
当社は事業協力者として、
多様な都市機能の複合的整備等を図る

■コンセプト
多摩田園都市エリアで、郊外における生活者起点での自由で豊かな
暮らしを実現するために、住む、学ぶ、働く、遊ぶといった生活が自然や
農と融合した「歩きたくなるまち」を目指す

2022年4月虹ヶ丘団地、
すすき野団地エリアに
「nexusチャレンジパーク早野」開業

■「nexus構想」の特徴
“住まう＝郊外中心”、“オフィス・商業＝都心中心”という従来の考え方
から離れ、生活における地域の共助を増やし、新しい価値を創り出す

自律分散型都市構造の推進 新たな郊外まちづくり「nexus構想」

「nexus構想」イメージ図
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世界的な環境認証評価である「LEED ND(まちづくり部門)」
において、2015年に日本初のゴールド認証を取得

二子玉川再開発効果
二子玉川再開発の効果

■人口の増加

■地価の上昇

2011年4月 2022年4月 増減

二子玉川駅
半径1㎞内 39,517 44,957 +13.8%

世田谷区全体 837,185 917,145 +9.6%

2011年1月 2022年1月 増減

二子玉川駅
近隣商業地

2011年1月を
100とした場合 160.5 +60.5%

世田谷区全体 2011年1月を
100とした場合 139.3 +39.3%

■乗降人員の増加（二子玉川駅）

二子玉川再開発の取り組み
■再開発コンセプト

水と緑と光の豊かな自然環境と調和した街づくりを行い、
日本一働きたい街を目指す

■再開発の特徴

【大規模オフィスを誘致】

【二子玉川ライズ・ショッピングセンター】
・2011年の1期開業に加えて、

2015年に日本初上陸の店舗や、最新設備を
備えた世田谷区初のシネマコンプレックスの導入など、
話題性のあるコンテンツを加えグランドオープン

・竣工時期 ：１期2010年11月
２期2015年 6月

・総賃貸面積：約82,650㎡
・新たな就業者数：約10,000人

【二子玉川ライズ タワー＆レジデンス】

働
く

訪
れ
る

住
む ・東急不動産と共同で42階建ての「タワーイースト」棟を

中心に、5棟（1,033戸）を建設、2010年に竣工 2011年度 2019年度 増減

年間乗降人員 52,990 69,041 +30.3%

一日平均乗降人員 145 188 +29.7%

（人）

（千人）
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南町田再開発効果
南町田再開発の効果

■人口の増加

■地価の上昇
2017年1月 2022年1月 増減

南町田グラン
ベリーパーク駅
近隣住宅地

2017年1月を
100とした場合 108.9 +8.9%

町田市全体 2017年1月を
100とした場合 100.1 +0.1%

2017年4月 2022年4月 増減
南町田グラン
ベリーパーク駅
半径1㎞内

18,907 20,441 +8.1%

町田市全体 429,114 430,803 +0.4%

■乗降人員の増加（南町田グランベリーパーク駅）

南町田再開発の取り組み
■再開発コンセプト

「 まちのぜんぶが“パーク”となる 」

■再開発の特徴

【官民一体での街づくりを推進】
・町田市との連携により、駅から商業施

設、公園、周辺地域までがシームレスに
繋がる歩行者ネットワークを整備し、
自然と賑わいが融合したまちへ再編

【駅リニューアル】
・公園や商業施設と融合した開放的な駅空間に
するとともに、エスカレーターやホームドアを設置し、
安全性と利便性の向上を図る

【ドレッセタワー南町田グランベリーパーク】
・実質再生可能エネルギー100％利用の
分譲タワーマンションとして2024年3月竣工予定

「LEED NC(新築部門)」「LEED ND(まちづくり部門)」で
駅施設を含む開発では国内初のゴールド認証を取得

2016年度 2019年度 増減

年間乗降人員 12,522 14,670 +17.2%

一日平均乗降人員 34 40 +17.6%

（人）

（千人）

■国際的な環境認証制度「LEED」の取得
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駅直結の新たなコミュニティー型商業施設ブランド
”エトモ”として一体運営。駅の賑わいを創出し、
街中へと広げていくことを目指す

・エトモ中央林間
・エトモ池上 等

計13施設 168店舗

鉄道施設の有効活用
鉄道用地利用駅構内／駅近接（エトモ）

～鉄道高架下での保育園・学童保育事業～
「日本一住みたい沿線 東急沿線」を実現するため、駅近の
高架下を活用し、保育施設等の展開を積極的に推進

鉄道の地下化等により生じた空間を
積極的に活用し、沿線の魅力づくりに
取り組む

・LOG ROAD DAIKANYAMA 
・トレインチ自由が丘
・駐車場等

高架下活用
特色のある飲食店を誘致するとともに、
街に必要な保育園などのサービス
機能も展開

・中目黒高架下
・池上線五反田高架下
・GAKUDAI KOUKASHITA 等

2022年3月31日現在
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ベトナムにおける不動産事業

HikariエリアMIDORI PARKエリア

「東急多摩田園都市」のノウハウを活かし、ホーチミンから北に30kmに位置するビンズン新都市では都市開発事業、
ホーチミン市等においては分譲住宅事業や不動産管理事業を展開

SORA gardensエリア

バス事業（KAZE SHUTTLE）

・高層住宅「SORA gardensⅠ」（406戸・2015年竣工）
・高層住宅「SORA gardensⅡ」（557戸・2021年竣工）
・商業施設「SORA gardens SC（第1期）」
（店舗面積14,500㎡）2023年開業予定

・6路線11系統

・商業施設「Hikari」（店舗面積1,600㎡）
・拡張エリア（店舗面積3,000㎡）2022年開業予定

（左） SORA gardens Ⅱ（右） SORA gardens SC

Hikari拡張エリア

東急ガーデンシティ

・低層住宅「HARUKA Terrace/Residence」
（157戸竣工済み、63戸建設中）
・高層住宅「The VIEW」（604戸・2019年竣工）
・高層住宅「The GLORY」 (992戸・2024年竣工予定)

写真差し替え
The GLORY

KAZE SHUTTLE
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タイおよび西豪州における不動産事業
タイ・シラチャ賃貸住宅事業

タイ・バンコク分譲住宅事業 西豪州・ヤンチェップ事業

宅地造成・分譲合弁事業

バンコク中心部より南東約100kmに位置するシラチャにおいて、日本人駐在員向け賃貸住宅事業を推進

物件概要
・ハーモニックレジデンスシラチャ（212戸）

ファミリー向けサービスアパートメント
21年に拡張計画第1期住戸（32戸）および
共有施設が拡張オープン

・グリーンライフシラチャ（75戸）
単身者向けサービスアパートメント

現地大手デベロッパーとともにバンコクにて
分譲住宅事業を展開

物件概要
・taka HAUS（269戸・2019年竣工）
・XT Ekkamai（537戸・2020年竣工）
・The Base Sukhumvit 50
（415戸・2019年竣工）

人口増加が続くオーストラリア第４の都市
パースの近郊に位置するヤンチェップにおいて
宅地造成・分譲事業および都市開発事業を推進

XT Ekkamai 都市開発合弁事業（産・官・学連携施設）

ハーモニックレジデンスシラチャ グリーンライフシラチャ


