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千里ライフサイエンスセンター

所 在 地：大阪府豊中市新千里東町1-4-2
交 通：北大阪急行「千里中央」駅徒歩約1分

大阪モノレール「千里中央」駅徒歩約5分
敷地面積：5,911.08㎡（1,788坪）
延床面積：51,065.35㎡（15,447坪）
構造規模：地上21階地下3階搭屋1階建

鉄筋鉄鋼コンクリート造一部鉄骨造(高層部分)
施 工：大林･清水･錢高建設共同体
竣 工：1992年6月
用 途：事務所・教室等

建物概要

お問い合わせ
ジョーンズラングラサール株式会社
不動産運用サービス事業部
担当：伊藤
06-4706-1044 Yusuke.Ito@ap.jll.com

千里中央駅至近ビル
共用部リニューアル工事実施済み

mailto:Yusuke.Ito@ap.jll.com


募集区画

平面図

階数
契約面積 賃料 共益費 敷金

引渡し仕様 入居可能日
坪 ㎡ 坪単価／税抜 坪単価／税抜 坪単価

1 57.81 191.11 相談 賃料に含む 相談 スケルトン 2021/6/1

2 38.34 126.76 相談 賃料に含む 相談
居抜き

（料理教室）
即入居可

11 19.95 65.96 相談 賃料に含む 相談 事務所 2021/7/1
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※1階は定期借家契約（期間相談）
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アクセスマップ

北大阪急行
ご利用のお
客様

北改札口より
徒歩約1分
(せんちゅうパル
22番出入口すぐ)

モノレール
ご利用のお
客様

改札口より
徒歩約5分
(北大阪急行方面
直進)

平面図
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千里ライフサイエンスセンター スペック表
ビル名 千里ライフサイエンスセンタービル
貸主 ケネディクス・オフィス投資法人
管理会社(PM) ジョーンズラングラサール株式会社
現地管理会社(BM) 東宝ビル管理株式会社
アクセス 最寄駅 北大阪急行「千里中央」

駅からの時間 徒歩約1分
敷地 約1,810坪
ビル規模 地下3階、地上21階建て
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造
延床面積 約15,500坪
竣工年 1992年6月
耐震性 新耐震基準適合
設計管理 東畑建築事務所
施工 大林・清水・錢高共同
テナント構成 1～4階 商業店舗

5～6階 ライフホール・サイエンスホール
7～8階 オフィス・貸し会議室
9～21階 オフィス・来店型オフィス・店舗

エレベータ基数 人用・荷物用の各基数 人用6基、荷物用１基
空調 セントラル個別併用
空調コアタイム 平日（月～金） 8：00～18：00

土曜日 8：00～18：00
日曜日・祝日 止め(管理規則)

空調時間外 平日（月～金） 24時間可
土曜日・日曜日・祝日 24時間可

空調料金 コアタイム料金 共益費に含む
時間外延長料金 有り

天井高(ＯＡフロア除く高さ） ｍｍ 2,650ｍｍ
電気代 季節変動あり、基本料無し
光ケーブル MDFまで敷設の有・無 MDFまで敷設済

通信会社 ＮＴＴ、ケイオプティコム
セキュリティ 機械警備or有人 有人及び機械警備
入退館制限 平日時間・土・日祝 24時間可
ビルエントランス開放時間 平日（月～金） 6：30～24：00(アトリウム南北)

土曜日・日曜日・祝日 6：30～24：00(アトリウム南北)
カギ ｾｷｭﾘﾃｨｰ EVが不停止、共用部が消灯

入居時の貸与枚数(カード) 3枚(一律)
ビル付属駐車場（B1～B3) 空き台数 -

共用時間 7～23時（入庫は22時まで）
使用方法 一時貸しと併用

ビル付属駐車場(機械式立体) 空き台数 -
共用時間 終日(年中無休)
閉鎖時間 （常駐管理者に打診すれば開放可）

サイン工事①  オフィス 有り
サイン工事②  商業 応相談
ビル内貸会議室 有・無 有り（有料）
リニューアル 2008年実施済み

※本資料と現況が異なる場合は現況を優先致します。
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		ビル名				千里ライフサイエンスセンタービル

		貸主				ケネディクス・オフィス投資法人

		管理会社(PM)				ジョーンズラングラサール株式会社 カブシキガイシャ

		現地管理会社(BM)				東宝ビル管理株式会社

		アクセス		最寄駅		北大阪急行「千里中央」

				駅からの時間		徒歩約1分

		敷地				約1,810坪

		ビル規模				地下3階、地上21階建て

		構造				鉄骨鉄筋コンクリート造

		延床面積				約15,500坪

		竣工年				1992年6月

		耐震性				新耐震基準適合

		設計管理				東畑建築事務所

		施工				大林・清水・錢高共同

		テナント構成		1～4階		商業店舗

				5～6階		ライフホール・サイエンスホール

				7～8階		オフィス・貸し会議室

				9～21階		オフィス・来店型オフィス・店舗

		エレベータ基数		人用・荷物用の各基数		人用6基、荷物用１基

		空調				セントラル個別併用

		空調コアタイム		平日（月～金）		8：00～18：00

				土曜日		8：00～18：00

				日曜日・祝日		止め(管理規則)

		空調時間外		平日（月～金）		24時間可

				土曜日・日曜日・祝日		24時間可

		空調料金		コアタイム料金		共益費に含む

				時間外延長料金		有り

		天井高(ＯＡフロア除く高さ）		ｍｍ		2,650ｍｍ

		OAフロア		ｍｍ		現状なし		オーナー様とディー・ケイ様で決定願います。 サマ サマ ケッテイ ネガ

		電気容量（コンセント容量）		ＶＡ/㎡ｏｒＡ/回路×本数		約30ＶＡ/㎡（コンセント容量）		※現状契約無し ゲンジョウ ケイヤク ナ

		電気代				季節変動あり、基本料無し キセツ ヘンドウ キホンリョウ ナ

		光ケーブル		MDFまで敷設の有・無		MDFまで敷設済

				通信会社		ＮＴＴ、ケイオプティコム

		セキュリティ		機械警備or有人		有人及び機械警備

		入退館制限		平日時間・土・日祝		24時間可

		ビルエントランス開放時間		平日（月～金）		6：30～24：00(アトリウム南北)

				土曜日・日曜日・祝日		6：30～24：00(アトリウム南北)

		カギ		ｾｷｭﾘﾃｨｰ		EVが不停止、共用部が消灯

				入居時の貸与枚数(カード)		3枚(一律)

		ビル付属駐車場（B1～B3)		空き台数		-

				共用時間		7～23時（入庫は22時まで） ニュウコ ジ

				使用方法		一時貸しと併用

		ビル付属駐車場(機械式立体)		空き台数		-

				共用時間		終日(年中無休)

				閉鎖時間		（常駐管理者に打診すれば開放可）

		サイン工事①  オフィス				有り

		サイン工事②  商業				応相談

		ビル内貸会議室		有・無		有り（有料） ユウリョウ

		リニューアル				2008年実施済み
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