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物流市場 2011年下半期
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サマリー
国内物流市場は、需給バランスの改善とともに再び内外の投資家の注目を集め始めている

日通総合研究所発行の「荷動き

指数」は2011年第3・四半期にＶ字

回復を果たした。これは3月の震災

に関連する復興需要が高まったこと

が主な要因である

しかしながら第4・四半期には

記録的な円高などが主に輸出への

足かせとなったことから再び減少と

なった

千葉と埼玉でそれぞれ3万㎡ク

ラスの倉庫賃貸事例がみられたも

のの、そのほかは大きな動きはな

かった

オリックス不動産の「横浜町田

ＩＣロジスティクスセンター」で4

件の成約事例が確認され、この結果

稼働率は60%近くまで改善された

グローバル・ロジスティクス・

プロパティーズと中国投資有限責任

公司は、双方折半で設立した特定目

的会社を通じてラサール・インベス

トメント・マネジメント所有の物流

施設15物件を1,226億円で取得。ま

たそのラサールとグッドマン・ジャ

パンは首都圏を中心に大規模開発用

地の取得を行った。

“震災後のサプライチェーン復
旧への努力の甲斐もあって2011
年下半期は荷動きが活発となっ
た。史上 高レベルの稼働率は
多くの物流施設の取引を生み、
さらなる開発への足がかりとな
っている。”サヴィルズ・リサーチ＆

コンサルティング

写真：横浜ロジスティクスパーク（横浜市鶴見区）
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表1

荷動き指数の推移 (2008年第1・四半期～2012年第1・
四半期）

出典: 日通総合研究所, サヴィルズ・リサーチ＆コンサルティング
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荷動き指数
日通総合研究所が発行する「荷動き

指数」によると2011年第3・四半期

に指数はＶ字回復を見せている。こ

れは東日本大震災に伴う一時的な復

興需要が後押しとなっていると考え

られる。しかしながら第4・四半期に

は輸出の伸び悩みや欧州金融危機に

ともなう経済不安の影響もあり、再

び指数は減少となった。

とりわけ史上 高値水準で推移する

円相場の影響は製造業ならびに輸出

業へ大きな打撃を与えている。荷動

き指数からもそれは見て取ることが

でき、化学製品ならびに機械関連の

指数は大幅に悪化している。半面、

内需が中心の消費財などの指数は逆

に上昇がみられている。

同研究所ではこの先2012年第1・四

半期までは引き続き指数の下落傾向

が続くものと予測している。下げ幅

は実に10％近くにもおよぶが、これ

は製造業の引き続いての低調傾向が

主な要因としている。

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。

国内物流市場
過去数年間、物流施設の新規供給が

十分でなかったこともあり、現在の

マルチテナント型物流施設の稼働率

は史上 高レベルにあるとされる。

これは東日本大震災に伴う一時的か

つ短期契約が多く発生したことのみ

ならず、非常にゆっくりではある

ものの施設の近代化を目的とした

移転ニーズが増加していることも

関連していると考えられる。しか

しながら2011年後半は賃貸面積３

万㎡を超える賃貸契約はほんのわ

ずかであり、多くは1万㎡前後の契

約にとどまっている。

2011年下半期で 大の賃貸契約は

DHLサプライチェーンによるGLP浦

安3（千葉県浦安市）内約35,000㎡

であった。ドイツの物流企業DHLの

日本子会社である同社は周辺のGLP

ならびにプロロジスの物件数か所

にすでに事業所を構えているが、

今回の賃貸契約で同社は首都圏に

おけるネットワークをさらに強化

するとしている。そのほか、プ

ロロジスパーク川島（埼玉県川島

町）では国内物流企業と30,400㎡

の賃貸借契約を締結している。プ

ロロジスパーク川島は2014年に全

線開通が予定されている圏央道の

川島インターチェンジ近くに位置

し、交通の利便性が大きな特徴で

ある。今回の賃貸契約で全体の稼

働率は70%へと上昇した。

そのほか目立った賃貸契約では日

本ロジスティクスファンド投資

法人所有の埼玉騎西物流センタ

ー  （埼玉県加須市）と3PL企業

のトランコムが約24,600㎡の施設

を一棟借りする契約に合意してい

る。同センターは東北道加須イン

ターチェンジから約8kmに位置して

表2

物流施設成約事例 (2011年下半期)

出典: プレスリリース、サヴィルズ・リサーチ＆コンサルティング

テナント名 賃借先物流施設名 所在地 賃借面積
(㎡) 施設所有者

7月

DHL サプライチェーン GLP 浦安 3 千葉県浦安市 34,813 GL プロパティーズ

TL ロジコム プロロジスパーク舞洲 3 大阪府大阪市 6,450 プロロジス

8月

ストリーム IIF 厚木ロジスティクスセンター 神奈川県厚木市 10,959
産業ファンド

投資法人

トランコム 埼玉騎西ロジスティクスセンター 埼玉県加須市 24,574
日本ロジスティクス

ファンド

9月

日立物流コラボネクスト プロロジスパーク川島 埼玉県比企郡川島町 7,700 プロロジス

(テナント名非開示) プロロジスパーク川島 埼玉県比企郡川島町 30,400 プロロジス

(テナント名非開示)
オリックス横浜町田ＩＣ
ロジスティクスセンター

東京都町田市 16,530 オリックス不動産

(テナント名非開示)
オリックス横浜町田ＩＣ
ロジスティクスセンター

東京都町田市 5,290 オリックス不動産

11月

(テナント名非開示)
オリックス横浜町田ＩＣ
ロジスティクスセンター

東京都町田市 6,612 オリックス不動産

12月

(テナント名非開示)
オリックス横浜町田ＩＣ
ロジスティクスセンター

東京都町田市 8,265 オリックス不動産
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表3

物流施設投資事例 2011年下半期

出典: リアル・キャピタル・アナリティクス, サヴィルズ・リサーチ＆コンサルティング

物件名 タイプ 都道府県 延べ床面積/
用地エリア* (㎡)

取得金額
（百万円) 買主

9月

りんくう国際物流センター 物流 大阪 52,815 4,805 空港施設

藤倉ゴム大宮工場 工場 埼玉 24,900 N/A ポラスグループ

コーナン第一倉庫 物流 東京 2,584 N/A 住友不動産

10月

ロジポート相模原（仮）開発用地 開発用地 神奈川 94,197* N/A ラサールインベストメント・三菱地所

ロジポート厚木（仮）開発用地 開発用地 神奈川 25,000* N/A ラサールインベストメント

グッドマン堺開発用地 開発用地 大阪 60,000* N/A グッドマン・ジャパン

元池上通信機羽田事業所 工場 東京 2,534 630 高圧ガス工業

11月

鶴ヶ島ロジスティクスセンター 物流 埼玉 23,774 N/A オリックス不動産

12月

川越第二産業団地ロジスティクスセンター 物流 埼玉 50,263 N/A 三井物産

北海道コカ・コーラボトリング工場 工場 北海道 60,157 2,300 ホーマック

江戸崎工業団地（第二区画） 開発用地 茨城 103,463* 2,100 コメリ

取引時期未定

羽村ロジスティクスセンター

物流

東京 42,849

122,600
グローバル・ロジスティクス・プロパ

ティーズ・中国投資有限責任公司

ロジポート柏 千葉 148,451

ロジポート北海道 北海道 19,095

LUX 船橋 1 千葉 N/A

LUX 船橋 2 千葉 N/A

市川塩浜センター 千葉 62,338

住化ロジスティクス椎の森物流センター 千葉 50,963

ナカノ商会若洲倉庫 東京 25,051

ロジポート川崎 神奈川 132,615

座間倉庫 神奈川 N/A

ムロオ中部 三重 N/A

ロジポート大阪 大阪 140,526

ムロオ神戸 兵庫 N/A

ムロオ広島 広島 N/A

LUX 広島 広島 N/A

いるだけでなく、今後圏央道も付近

を通過することが予定されており、

将来的に利便性が向上すると考えら

れている。

一方で2011年5月に完成した横浜町

田ICロジスティクスセンター（東

京都町田市）を所有・運営するオリ

ックス不動産は、同センターで新た

に4件の新規賃貸借契約締結を果た

した。これらの契約により稼働率は

60%を少し切る程度の水準にまで高

まってきている。そのほか、eコマ

ース企業ストリームは神奈川県厚木

市のIIF厚木物流センター（神奈川

県厚木市）で11,000㎡の賃貸借契約

を締結。ストリームはすでに過去数年

間三菱倉庫の転貸先として同センター

を使用していたが、三菱倉庫と同物流

センターの定期借契約が終了すること

から、同テナントが直接契約に切り替

えている。

国内インダストリアル投資
市場
新の物流施設への投資需要は徐々に

高まりを見せており、現時点で十分

な供給がないことも相まって投資家

や物流施設デベロッパーなどは物流

施設運営から生じる安定したリター

ンに再度注目をしている。

2011年下半期には、シンガポール政

府の投資会社GIC傘下の上場企業、

グローバル・ロジスティクス・プロ

パティーズ（GLP）は、中国投資有

限責任公司（CIC）と50/50の投資

比率にて設立した特定目的会社ライ

トイヤーTMKを通じて、ラサールイ

ンベストメントマネジメントから国

内物流施設15物件を、取引金額と

しては2011年の国内不動産取引
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高額となる1,226億円で取得してい

る。GLPならびにCICからの初期投

資額は合計で212億2千万円と報じら

れている。同取引は2011年12月に合

意、2012年第1・四半期に物件引き

渡しが行われる予定である。GLPは

取得完了後、アセットマネージャー

として物件の管理に当たることが決

まっている。

GLPのプレスリリースによると 

、15物件の合計延床面積はおよそ

771,000㎡で主に首都圏、大阪圏に

所在している。また物件の平均稼働

率は98.3%で賃貸期間の加重平均は

5.6%、また物件の加重平均築年数

はおよそ7年と非常に新しい物件が

多いことも特徴である。ポートフォ

リオの中にはラサールの大型マルチ

テナント物件に冠されるブランド名

「ロジポート」を名乗る物件が3物

件（千葉県柏市、神奈川県川崎市、

大阪市住之江区）含まれている。い

ずれも質の高いテナントを数多く抱

え、現時点で100％稼働しているこ

とから、実質的にこの3物件がいわ

ゆる「トロフィー・アセット」であ

ると言える。物件引き渡しはまだ行

われていないものの、引き渡し後は

J-REITへの上場も視野にはいってい

るとされる。

これとは別に2011年下半期は、多く

の海外物流施設投資家兼デベロッパ

ーが主に首都圏での物流施設開発用

地の取得の動きを加速させている。

ラサールインベストメントマネジメ

ントは神奈川県内で2か所の物週施設

用地を取得した。そのうちの一つ、

相模原市では三菱地所との共同での

土地取得となり、同地には今後大型

マルチテナント施設「ロジポート相

模原（仮）」を建設する予定。また

オーストラリアのグッドマンは傘下

の日本法人、グッドマン・ジャパン

を通じて大阪府堺市に60,000㎡超の

物流施設用地を確保している。

マルチテナント型物流施設の稼働率

が史上 高水準を記録するなか、現

在の需給バランスを見越して多くの

投資家が新規開発計画の策定を急

いでいる。中長期的に物流用地の取

得合戦は今後熱を帯びていくと思わ

れ、特に首都圏や大阪圏の物流適地

では一層の取得競争が展開されてい

くであろう。


