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数年間滞ってきた新規開発にようやく再開の兆しがみら
れ、それと同時に投資も活発化。物流施設だけでなく研
究施設への投資も確認される。

 日通総合研究所の「荷動き指数」は2010年第3・

四半期も引き続き堅調な動きを維持している。

二桁の伸びは期待できないものの、第4・四半期

もプラス圏内で推移するとみられる。

 プロロジスは東京と大阪地区で、数年間停止し

てきた新規開発プロジェクトを久しぶりに始動

させると発表。これらはすべてマルチテナント

型の施設となる模様。

 アマゾン・ジャパン・ロジスティクスはすでに

全国5か所に設置している物流センターのさらな

る拡張を狙い、愛知県と宮城県にそれぞれ新し

い物流拠点を設置した。
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 ここ最近の大規模投資の影響で大阪湾岸エリア

は一大物流拠点としての性格を持つようになっ

た。供給過多の状態が続いてはいるが、その一

方で安定した需要も期待できるエリアである。

 シンガポールのS-REIT、メープルツリー・ロジ

スティクス・トラストは今期、岐阜県土岐市に

ある物流施設を取得、ポートフォリオのさらな

る拡充を行っている。
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荷動き指数

日通総合研究所がまとめた「荷動き指数」調査による

と、2010年第3・四半期も引き続き貨物の動きは堅調に

推移している。経済不安の影響から一時は大きく落ち

込んだ指数も、2009年前半から徐々に回復傾向にあり、

今期もその流れにそった結果となっている。2010年第3・

四半期の実数は予測値と一致しており、需要の底堅さを印

象付けている。2010年第4・四半期には引き続きプラスエリ

アで推移するものの伸び率は鈍化するとみられている。こ

れは特に紙製品ならびに鉄鋼などの動きが弱くなるとい

う予測があるためである。一方で消費財の荷動きについ

ては引き続き堅調であることから、来期もプラス成長を

続けていくとみられる。

この「荷動き指数」は将来の物流市場の流れを示唆す

る指標の一つとされている。この指数が上昇すれば、物

流賃貸市場においても需要が増加すると考えられる。

企業物流短期動向調査・荷動き指数（2006年第3・四
半期～2010年第4・四半期）

国内物流市場

2010年後半の国内物流市場は、主だった動きはみられ

なかった。都心周辺地区で顕著にみられる供給過多状

況が引き続き足を引っ張る状況にあり、大阪湾岸エリア

でプロロジスが約64,000㎡の新規供給を行ったにすぎ

ない。しかしながら2011年以降はこうした動きに変化が

みられそうである。プロロジスは先ごろ大阪と福岡に、

それぞれ28,800㎡と20,900㎡のビルト・トゥ・スーツ型

の物流施設を建設することを明らかにしている。関係者

の間では大阪の物流施設は、すでにプロロジスが手掛

けた多くの物流施設1が稼働中の舞洲エリアで建設が進

むとみられる。一方福岡地区の物件は数年前にマルチテ

ナント型施設の開発をすべく糟屋町に土地を取得してい

るが、そこに建設されると考えられる。

1 一部はグローバル・ロジスティクス・プロパティーズに売却されている。

プロロジスの一連の開発はすべて単一テナント型のビル

ト・トゥ・スーツタイプの物流施設であるが、引き続いての

供給過多状況においてマルチテナント型施設の投資・開

発はまだリスクが大きいという判断が背後にあるものと

思われる。ビルト・トゥ・スーツ型では開発時点でテナン

トが決定していることが多く、長期間の賃貸契約に基づ

く安定した賃料収入が見込めるため、今後も単一テナン

ト型の開発がメインとなっていくとみられる。

プロロジスは開発のみならず賃貸市場でも話題を提供

している。最新マルチテナント型施設のひとつであり

現在建設中のプロロジスパーク川島（埼玉県比企郡川

島町）へ日立物流コラボネクストの誘致に成功。同社は

30,426㎡を賃借することでプロロジスと合意している。

また同社のグローバルクライアントのひとつであるCEVA

ロジスティクスが、プロロジスパーク市川１（千葉県市川

市）の約6,000㎡を賃借することも合わせて発表されて

いる。これはCEVAにとって国内初のプロロジスパークへ

の進出となる。

一方テナント側では拠点拡大の動きがみられている。ア

マゾン・ジャパン・ロジスティクスはすでに国内5か所に

物流拠点を構えているが、さらなる拡充を狙い愛知県

常滑市と宮城県岩沼市にそれぞれ物流拠点を新設する

と発表した。市場関係者によるとこれらはそれぞれプロ

ロジスパーク・セントレア（常滑市）とプロロジスパーク

岩沼１（岩沼市）である模様。この2拠点を追加すること

でアマゾン・ジャパン・ロジスティクスは国内に合計7か

所の物流拠点を擁することになる。

エリアフォーカス‒大阪湾岸地区

大阪湾岸地区は関西地区における物流拠点としては比

較的最近に立ちあがったエリアである。大阪府の内陸

部が関西圏の物流を担ってきていたが、ここ最近は湾

岸地区に主役の座が移りつつある。2004年にプロロジ

スが大型かつ近代的なマルチテナント型施設を開設し

て以降、多くの最新鋭物流施設が集積するエリアへと

変貌している。

同エリアの主なデベロッパーはプロロジスと、2007年にプ

ロロジスの物件を取得したグローバルロジスティクスパー

トナーズである。2004年以降主に舞洲と呼ばれるエリア

で開発を進めてきた。舞洲をはじめとする大阪湾岸地区

は1990年代にオリンピックを誘致するため、その主会場と

して埋め立てがすすんだものである。
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出典: 日通総合研究所
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誘致失敗後、埋め立てされたほとんどの土地が有効活用

されず、大阪市の清掃工場などの建設が見られたのみで

あった。そこで大阪市は方針を転換、舞洲地区をはじめ

とする埋め立て地域に本格的な国際物流拠点を誘致す

ることにし、積極的に内外の投資家、デベロッパーへ門

戸を開いた。その結果プロロジスは多くの物流施設を開発

するに至った。最も新しい「プロロジスパーク舞洲4」は国

内3PL企業へ一括賃貸するビルト・トゥ・スーツ型の物流施

設であり、そのすぐ隣ではマルチテナント型の大型物流施

設「プロロジスパーク大阪3」の建設にも着手している。

関西地区随一の物流拠点となった湾岸地区にはある一

定の需要はあるものの若干の供給過多状態であること

は否めず、テナント誘致に苦戦しているとされる。現在の

平均賃料水準は月額坪単価3,000から3,500円程度で推

移しているものとみられる。テナント誘致に苦戦する中、

賃料はゆるやかな下落傾向が引き続き確認されている。

国内インダストリアル投資市場

2010年上半期にも精力的な物件取得に動いていたシン

ガポールのメープルツリー・ロジスティクス・トラストは下

半期も引き続き物件取得を行っている。アウトレットモ

ールや倉庫、研究施設が立ち並ぶ「土岐プラズマリサー

チパーク」（岐阜県土岐市）内に位置する「土岐物流セン

ター」を地元の物流企業、ハマキョウレックスから取得し

ている。取得金額は10億500万円、NOIベースの利回りは

8.6%である。そのほかでは住友不動産が川崎市新丸子

地区の旧東京機械製作所多摩川工場跡地を取得してい

る。住友不動産は同地に高層マンション建設を計画して

いるとされる。価格は平方メートル単価200万円と周辺相

場に比べると非常に高額であるが、これは同地区が住宅

地として大変人気のある場所であることが背景にあると

みられる。また産業ファンド投資法人が横浜市都筑区に

ある研究施設をNOIベース利回り7.3%で取得している。

メープルツリー・ロジスティクス・トラストの取得物件
取引時点 物件名 市区町村 / 

都道府県 
延べ床
面積
(㎡)

取得金額
（百万円) 
/ 1㎡あた
り取得金
額（円）

NOI
利回り 
(%)

買主 売主

2010年

10月

土岐ロジス

ティクスセン

ター

土岐市 / 

岐阜県

16,000 1,050 / 

65,625 

8.6 Mapletree Hamakyo 

REX

2010年

11月

東京機械玉

川工場

川崎市 / 

神奈川県

9,044 16,000 / 

2,029,383

N/A Sumitomo 

R&D

Rokyo 

Kikai 

Seisakusho

2010年

12月

イトーキ守

口製作所

守口市 /

大阪府

3,199 750 / 

234,448

N/A Fiji 

Corp.

Itoki

2010年

12月

サッポロビ

ール京葉物

流センター

習志野市 

/ 千葉県

31,023 4,400 / 

141,828

N/A Undisclosed Sapporo 

Holdings 

Ltd.

2010年

12月

IIF横浜都

筑テクノロ

ジ ー セ ン

ター

横浜市 / 

神奈川県

4,655 1,100 / 

236,281

7.3 IIF 

(REIT)

Nippon 

Tochi 

Tatemono

出典: Real Capital Analytics, サヴィルズ・リサーチ＆コンサルティング


