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J-REITの魅力とリスク 4

J-REITの魅力：複数の不動産に少額で投資でき、相対的に安定した分配金とインフレ対策が期待できます

J-REITのリスク：元本や利回りは保証されていない金融商品です

✓ 比較的少額（投資口一口あたり数十万円が大半）で投資ができます

✓ 複数の不動産に分散して投資できます（一つの不動産に投資する場合に比べリスクが軽減）

✓ 東京証券取引所に上場しているため、取引時間内であればいつでも売買できます

✓ 不動産投資の専門家が物件の運用管理を行います

✓ 不動産投資はインフレ対策になるといわれています

✓ 株式等に比べると価格変動が小さく”ミドルリスク・ミドルリターン”の金融商品といわれています

✓ 投資口価格は、不動産価格や取引所における需給を要因とした価格変動リスクがあります

✓ 不動産市況や経済環境等の影響を受けることにより分配金が変動するリスクがあります

✓ 取引所における市場参加者が少ないことにより、投資口が売買できない流動性リスクがあります

✓ 自然災害等による損害を受けることにより賃料が入らないなど不動産特有のリスクがあります

※J-REITにおける一般的かつ代表的な特性を記載したものであり、情報の提供のみを目的として作成されたものです。特定の商品についての投資の募集・勧誘・営業等を目的としたものではありません。また、J-REITの購入にあたっては
商品の性質や取引の仕組み、リスクや費用などを十分にご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任に基づきご対応ください。

J-REITとは
日本版不動産投資信託であり、Japan Real Estate Investment Trustの略です。投資家から集めた資金などで
不動産を保有し、そこから生まれる賃料や売却益を投資家に分配する商品です



ケネディクス商業リート投資法人とは 5

「生活密着型商業施設」

人口集積の高い四大都市圏及び政令指定都市・中核市等に所在する、

に重点投資する日本初のJ-REITです

分配金利回り

上場日 2015/2/10

4.7％

決算期

投資口価格

3月 / 9月

271,100円

（2019年7月16日時点）
※分配金利回りは、2019年5月16日時点の1口当たり年間予想分配金（第9期・第10期）を2019年7月16日時点の投資口価格で除して算出しています。予想分配金及び分配金利回りは保証されるものではありません。



ケネディクス商業リート投資法人の概要 6

各金融機関
借入先12社

投資法人債投資家
出資（100%）

各種サポート

物件

供給

物件

供給

運用ケネディクス
不動産投資顧問
株式会社

ケネディクス
株式会社

サポート会社

ケネディクス商業リート
投資法人

物件数

53物件

取得価格
合計

2,132億円

借入金
投資法人債
総額

1,061億円

出資総額

1,133億円

投資主
国内外の投資家
約10,900名

出資

融資等

元利金

返済

分配金

（東京証券取引所に上場）

スポンサー

資産運用会社

500を超えるテナント（食品スーパー・ホームセンター・サービス等）

賃貸 賃料収入

※2019年3月31日時点における数値を記載しています。



ケネディクスグループの概要 7
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J-REIT

62.9%

私募ファンド・私募

REIT・海外REIT

33.7%

連結対象不動産

3.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ケネディクス・グループによるJ-REITへの強いコミットメント ケネディクス・グループの受託資産残高の推移

J-REIT 1兆3,677億円

受託資産残高合計 2兆1,761億円（2019年3月末日現在）（注）

プレミア
投資法人

日本ロジスティクスファンド
投資法人

ケネディクス・オフィス
投資法人

ケネディクス・レジデンシャル・
ネクスト投資法人

ケネディクス商業リート
投資法人

注：ケネディクス・グループの連結対象不動産747億円を含みます。

各種私募ファンド

私募REIT・私募ファンド・海外REIT 7,336億円

ケネディクス・プライベート
投資法人

海外REIT

運用会社へKDX10％出資 運用会社へKDX30％出資

2019年3月末日現在の受託資産残高の内訳

(億円)
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2015年
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2014年
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12月末日

2019年
3月末日



ケネディクス商業リート投資法人の差別化ポイント 8

本投資法人が重点投資対象とする
生活密着型商業施設

先行する商業施設特化型J-REITにおいて、
過半を占める商業施設

施設タイプ 特徴 商圏

NSC
ネイバーフッド
ショッピング
センター

食品スーパー等を中心とした
各種専門店

3～5km

SM スーパー
マーケット

食品スーパー 3km

CSC
コミュニティ
ショッピング
センター

核テナントと
各種専門店

5～10km

都市駅前型 都市の駅前に立地する
商業施設

3～10km

SS
スペシャリティ
ストア

ドラッグストア、コンビニ、
スポーツクラブ、家電量販店等
の各種専門店

1～10km

郊外型大規模商業施設

RSC（リージョナルショッピングセンター）

GMS（総合スーパー）

アウトレットモール

都市型商業施設

ブランド専門店等

「日常型/生活密着型」 「目的型/週末時間消費型」

※本投資法人の投資対象外

商圏

高い

小さい

低い

大きい

来店頻度



生活密着型商業施設の代表例 9

NSC：ウニクス吉川

SM：ライフ亀戸店

都市駅前型：代官山アドレス・ディセ

SS：ホームセンターコーナン砂田橋店



生活密着型商業施設の主な特徴～ウニクス伊奈の事例～ 10

立地 日常生活圏に所在

テナント 生活必需品を中心に商品・サービスを提供

◼ 食品スーパーであるヤオコー（核テナント）と専門店群（小割区画）の
構成

► 消費者トレンドに対応しつつ、安定した消費者需要を喚起

設備 高い来店頻度に対応し、収益のアップサイドポテンシャルを有する

◼ 駐車場：平面駐車場約480台分

► 駐車しやすい広い平面駐車場をはじめと
した、高い来店頻度に対応した設備

◼ 未消化容積の活用

► 増築可能なスペース（未消化容積）を
活用し、飲食店棟を増築

増築棟 飲食店棟

追加取得日 2017年1月16日

延床面積 397.98ｍ2

建築費総額 91百万円増築棟

高い集客力を有する核テナントの食品スーパー（核テナント）

地域の幅広い消費者ニーズに対応した専門店群（小割区画）
（衣料店、ドラッグストア、飲食店、100円ショップ、歯科等）

◼ 商圏人口：1km圏10千人、3km圏62千人、5km圏247千人

► 徒歩・自転車でアクセス可能で、都市近郊の住宅地に所在



11GMSから専門店への流れ

業種 売上高

1 スーパーマーケット 129,610

2 総合スーパー（GMS） 86,021

3 百貨店 82,831

4 コンビニエンスストア 74,139

5 各種専門店 57,437

6 家電量販店 57,191

7 ドラッグストア 36,922

8 アパレル 31,777

9 ホームセンター 28,356

10 生活協同組合 24,870

出所：「日本の小売業1000社ランキング」（ダイヤモンド・チェーンストア 2016.9.15及びダイヤモンド・チェーンストア 2018.9.15） より本資産運用会社にて加工

近くの専門店で欲しいものを買う時代

2007年 2018年

GMSで何でも揃う時代

業種 売上高 増減率

1 スーパーマーケット 163,008 +25.8%

2 コンビニエンスストア 106,615 +43.8%

3 ドラッグストア 81,060 +119.5%

4 各種専門店 74,127 +29.1%

5 総合スーパー（GMS） 71,475 -16.9%

6 百貨店 60,036 -27.5%

7 アパレル 55,311 +74.1%

8 家電量販店 53,926 -5.7%

9 ホームセンター 34,468 +21.6%

10 生活協同組合 24,535 -1.3%

（金額単位：億円） （金額単位：億円）



生活密着型商業施設の優位性 12

代表的なGMS単独店代表的な生活密着型商業施設

生活密着型商業施設の施設形態 GMS単独店の施設形態

小～中 中～大

高（低層構造） 低（立体構造）

平面駐車場 立体駐車場

食品スーパー＋各種専門店等 GMSによる一棟借り

生活密着型商業施設の不動産価値 GMS単独店の不動産価値

テナント入替えや定期借家契約満期による賃料増額改定
低

（低い賃料増額改定頻度）
未消化容積を活用した増築

易 難

商業施設セクターにおけるボリュームゾーンを形成 不動産ファンドの保有物件において退店事例が存在

商圏

アップサイド

テナント

駐車場

回遊性

テナント入替え

投資余地

VS

VS



ゆめまち習志野台モール
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取得価格合計（左軸） テナント数（右軸）

ポートフォリオの概要（1） 14

注1：鑑定評価額、NOI利回り、稼働率及びポートフォリオに関する各種指標は、2019年4月30日時点で保有している55物件の2019年3月31日時点における数値を記載しています。
注2：NOIとはNet Operating Incomeの略で、不動産の賃料収入などから得られる運営収益から不動産の運営費用を差し引いた運営純収益を言います。
注3：鑑定NOI利回りは、最新の不動産鑑定評価書における直接還元法上の運営純収益（年額）を取得価格で除して記載しています。また、償却後NOI利回りは第8期収益予想に基づく値を記載しています。
注4：IPO時点のテナント数は、2014年9月30日現在の数値を記載しています。

資産規模・テナント数・物件数の推移

ポートフォリオに関する主な指標

2,309億円

鑑定評価額の合計

5.3%

鑑定NOI利回り

4.4%

償却後NOI利回り

99.2%

稼働率

（億円） （件）

18物件 19物件 33物件 40物件 42物件 51物件 52物件 53物件

PO

PO

PO

57.4%

マルチテナント物件比率

9.0年

平均残存賃貸借期間

53物件 55物件

75.4％

食品関連テナントが入居



首都圏

45.3%

大阪圏

20.7%

名古屋圏

9.8%

福岡圏

3.8%

政令指定都市・

中核市等

20.5%

4.6%
4.4%

3.7%

3.5%

3.3%

3.3%

2.8%

2.8%

2.3%
1.9%

67.3%

八千代 6.9%

HAT神戸 5.1%

浜北 5.0%

水戸 4.7%

舞多聞 3.9%

74.3%

ポートフォリオの概要（2） 15

上位5物件の投資比率（取得価格ベース）（注1） テナント上位10社の構成比率（賃料ベース）（注2）

投資対象地域別の比率（取得価格ベース）（注1） 商業施設タイプ別の比率（取得価格ベース）（注1）

テナント
上位10社

32.7%

上位5物件

25.7%

四大都市圏

79.5%

注1：2019年4月30日時点で保有している55物件の2019年3月31日時点における数値を記載しています。
注2：「賃料ベース」とは、テナントとの賃貸借契約に定める固定賃料（共益費を含みます。）の額の割合をいいます。

NSC

50.9%

SM

5.6%

CSC

6.9%

都市駅前型

15.1%

SS

18.0%

物流施設

3.4%

生活密着型
商業施設

96.6%



消費者から支持されるテナントはEコマースの影響を受けにくい 16

その他 10.6%
その他物販 14.3%
ホームセンター 8.5%
衣料 6.5%
家電 5.0%
総合スーパー（GMS） 4.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015/9
第1期

2016/3
第2期

2016/9
第3期

2017/3
第4期

2017/9
第5期

2018/3
第6期

2018/9
第7期

2019/3
第8期

テナントの属性比率の推移（賃料ベース）

テナントの属性別の売上推移（前年同期増減比）（注3）

注1： 2019年3月31日現在保有する53物件のうち、商業施設52物件に関する数値を記載しています。
注2：上記「コストコ」はコストコホールセールをいいます。
注3：テナントの売上高は、把握できている売上高に基づき記載しています。また、ポートフォリオの売上高は各期間における曜日の影響を考慮しない数値を記載し、属性別の売上高は曜日の影響を考慮した数値を記載しています。

サービス 10.3%

スポーツクラブ 6.0%

アミューズメント 4.6%

飲食 4.1%

食品+コストコ 25.5%

Eコマースの影響を受けにくい業種

50.5%

4.6%

1.6%
0.2%

1.4% 0.7% 0.2% 0.0%

-0.4%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

2015/9
第1期
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第2期

2016/9
第3期

2017/3
第4期

2017/9
第5期

2018/3
第6期

2018/9
第7期

2019/3
第8期

食品 ドラッグストア 100円ショップ 飲食 ポートフォリオ全体



6,044 
6,115 

6,255 
6,299 

6,477 6,480 
6,364 

6,416 6,390 

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

2017/3
第4期

2017/9
第5期

2018/3
第6期

2018/9
第7期

2019/3
第8期

2019/9
第9期

2020/3
第10期

1口当たり分配金の推移と予想 17

1口当たり分配金の推移（円）

（予想） （予想）

61円増 90円増

0

注1：第9期及び第10期の予想値は2019年5月16日に発表したものです。
注2：破線枠内は第7期決算発表時（2018年11月14日に発表したものです。



借入金及び投資法人債の状況 18

財務ハイライト

格付の状況

株式会社日本格付研究所
長期発行体格付

A+（安定的）

第7期末 第8期末

長期負債比率（注） 96.7% 96.7%

固定金利比率 92.7% 92.7%

LTV 44.5% 44.6%

平均残存期間、平均調達年数、平均調達コストの推移

5.7 6.0 6.3 6.4 
7.0 7.3 

4.6 4.5 4.8 4.6 4.9 4.9 

1.00% 0.99% 0.96% 0.96%
1.01% 1.02%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

0

2

4

6

8

10

12

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

平均調達期間（左軸） 平均残存年数（左軸） 平均金利（右軸）
（年）

借入金及び投資法人債の返済期限分散状況（注）

700 
2,750 

5,650 

7,000 

7,000 

2,050 
4,000 

11,200 

2,500 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

2,000 

6,350 

9,750 

7,000 
6,300 

8,000 

3,050 

7,000 

500 

7,000 

1,340 

5,200 

6,500 

3,390 

7,170 

5,000 

13,200 

4,850 4,500 

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

19/9 20/3 20/9 21/3 21/9 22/3 22/9 23/3 23/9 24/3 24/9 25/3 25/9 26/3 26/9 27/3 27/9 28/3 28/9 29/3

短期借入金 長期借入金 投資法人債

注：2018年9月28日に実施した借入れシリーズ24-A（700百万円）については、短期借入金として集計しています。

（百万円）

（期）



DCMカーマ・MEGAドン・キホーテUNY近江八幡店



スポンサー及びサポート会社からの幅広いサポート 20

ウェアハウジング機能

運営状況評価業務
運営に関する助言業務

人的支援

サポート会社スポンサー/物件サポートライン提供会社

三井住友ファイナンス&リース株式会社
SMFLみらいパートナーズ株式会社

日本商業開発株式会社
株式会社ピーアンドディ
コンサルティング

伊藤忠商事株式会社（注）

パイプライン・サポート

ウェアハウジング機能

リーシング業務

人的支援

商標の無償使用許諾

環境配慮技術・ノウハウ

注：ケネディクス株式会社及び伊藤忠商事株式会社が共同で開発する商業施設開発型ファンドが保有する一定の不動産等について、同開発型ファンドから優先的に情報が提供されます。

ケネディクス商業リート投資法人 ケネディクス不動産投資顧問株式会社

アセットマネジメント

プロパティマネジメント

パイプライン・サポート

リーシング業務

プロパティマネジメント業務
プロパティマネジメント

業務

ケネディクス株式会社
ケネディクス・インベストメント・
パートナーズ株式会社



スポンサー及びサポート会社からのパイプラインの一例 21

アピタテラス横浜綱島
所在地：神奈川県横浜市（2018年3月オープン）

福岡市開発プロジェクト
所在地：福岡県福岡市（2021年春オープン予定）

バロー中志段味店（底地）
所在地：愛知県名古屋市（2019年4月オープン）

開発 開発

注1：オープン前の物件について、設計図面等に基づく完成予想図であり、実際の完成した建物とは異なる場合があります。
注2：本書の日付現在、スポンサーが開発又はサポート会社が本投資法人に対して優先交渉権を付与した物件及びサポート会社が保有し、かつ、本投資法人の投資方針に合致している物件であることをサポート会社と本投資法人との間で確認している物件を記載しています。

本書の日付現在、本投資法人が当該物件を取得する具体的な予定はなく、今後取得できる保証もありません。
注3：敷地面積及び延床面積は現時点で入手しうる情報を元に記載しており、実際の数値とは異なる可能性があります。

敷地
面積

18,300.01ｍ2 延床
面積

44,562.53ｍ2

敷地
面積

13,480.42m2 延床
面積

---

調布センタービル（商業棟）
所在地：東京都調布市

敷地
面積

3,471.00m2 延床
面積

未定

敷地
面積

13,265.06m2 延床
面積

18,961.61m2

ケネディクスケネディクス・伊藤忠商事 開発ファンド

行田配送センター
所在地：埼玉県行田市

敷地
面積

24,382.98m2 延床
面積

21,961.16m2

アクロスプラザ浦安東野（底地）
所在地：千葉県浦安市（2017年12月オープン）

サポート会社（NCD/SMFL）開発

敷地
面積

6,229.00m2 延床
面積

---

サポート会社（伊藤忠商事）開発 ケネディクスケネディクス（仲介）



能動的な商業施設マネジメントの具体例 22

MONA新浦安
パサージオ
西新井

ウニクス伊奈
ブルメール
舞多聞

ブルメール
HAT神戸

ロゼオ水戸
アシコタウン
あしかが

横浜上郷
配送センター

建物増築

✔ ✔ ✔

改装/リニューアル

✔ ✔ ✔ ✔

大型テナント入替

✔ ✔

BMコストカット

✔ ✔ ✔

光熱費カット

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

内部成長への取組事例

（注）

注：横浜上郷配送センターにおいて今後、想定される飲食店棟の増築について記載しています。



内部成長のハイライト ～ウニクス伊奈における飲食店棟の増築等～ 23

+340百万円+15百万円

年間賃料増額

2015年2月のウニクス伊奈全体の月額賃料から2017年2月の
月額賃料の増加額を年換算した額

増築前後の鑑定評価額の増額分

一般財団法人日本不動産研究所による、ウニクス伊奈の鑑定評価額
（2014年10月1日時点）と増築後の鑑定評価額

（2017年3月31日時点）の差分

収益性の向上 資産価値の向上

飲食店棟外観写真

地図

建設地



ウニクス吉川



環境変化に適応した進化 25

J-REIT市場の商業施設に対する
リスク認識の乖離の解消

1口当たり分配金の成長を
より強く意識した運用

償却後NOI利回りが
低い物件の入替

資産運用報酬
体系の変更

自己投資口の
取得体制の整備

物流施設の組み入れ

物件の売却
（ポートフォリオのクオリティ改善）

Eコマースの浸透に対する
過度な懸念の解消

物件のリスク認識に関する
大きな乖離の解消

注：配当割引モデルに基づくバリュエーション手法の一例を記載しています。必ずしも上記モデルに基づき投資口価格又は投資主価値が算出されるものではありません。

投資家の認識するリスクの縮小 1口当たり分配金の更なる成長

投資口価格の向上



変化する商業施設と物流施設 26

配送

配送

来店

宅配便

生産

輸入

大型物流施設

消費地配送型物流施設

店舗

貨物の集約による効率化 多頻度・小口配送に対応する分散化 宅配便の増加

KRRが投資対象とする物流施設・商業施設

店舗で宅配物を受け取る 店舗から商品を宅配する 物流施設と商業施設の併設

PUDOステーション（フルルガーデン八千代） 杏林堂のネットスーパー用配送車（ピーワンプラザ天王店） 増築を想定中の飲食店棟（横浜上郷配送センター）

環境変化に対応する商業施設

サプライチェーンにおける商業施設と物流施設



第8期以降の物件の取得 27

取得価格 1,400百万円

所在地 神奈川県座間市

鑑定評価額 1,640百万円

鑑定NOI利回り 6.0%

取得価格 1,300百万円

所在地 神奈川県横須賀市

鑑定評価額 1,570百万円

鑑定NOI利回り 6.5%

取得価格 3,879百万円

所在地 埼玉県比企郡嵐山町

鑑定評価額 4,000百万円

鑑定NOI利回り 5.7%

座間配送センター
大手コンビニエンスストア店舗への配送を担う、物流施設集積地の配送センター

追浜配送センター
大手コンビニエンスストア店舗への配送やプロセスセンターの併設等、基幹配送センター

武蔵嵐山配送センター
関越自動車ICから至近の距離の物流施設集積地に所在する保管型配送センター

取得価格 790百万円

所在地 神奈川県横浜市栄区

鑑定評価額 840百万円（注）

鑑定NOI利回り 5.0%（注）

横浜上郷配送センター
人口集積エリア内の希少な土地における宅配便の集配拠点

注：2019年2月1日時点の数値を記載しています。



220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000 投資口価格 東証リート指数（注1） NAV

投資口価格推移（2016/12/30～2019/7/16） 28

（円）

注1：2016年12月30日の東証リート指数の終値をKRRの同日終値（266,400円）として指数化
注2：1口当たりNAV＝（期末の純資産額+ポートフォリオ全体含み損益）÷（期末時点の発行投資口数）

1口当たりNAV（注2） 257,915円

2018/5/17
物流施設組入れ方針発表

2018/11/14
ソララプラザ売却発表

2019/1/16
初の物流施設取得発表

東証リート指数（注1）



Appendix

サニー野間店



30ポートフォリオ一覧
通番 物件名 所在地

取得価格
（百万円）

鑑定評価額
（百万円）

鑑定NOI
利回り
（%）

稼働率
（%）

テナント数
（件）

T-1 フルルガーデン八千代 千葉県八千代市 14,848 15,000 5.1 96.6 38

T-2 MONA新浦安 千葉県浦安市 8,063 9,760 6.4 98.8 57

T-3 パサージオ西新井 東京都足立区 5,850 6,810 5.2 98.6 41

T-4 代官山アドレス・ディセ 東京都渋谷区 5,390 6,440 4.2 97.2 25

T-5 ウニクス伊奈 埼玉県北足立郡伊奈町 4,470 5,230 5.7 100.0 1

T-6 ヨークタウン北金目 神奈川県平塚市 4,000 4,350 5.4 100.0 1

T-7 ウニクス吉川 埼玉県吉川市 3,600 3,840 5.2 99.6 10

T-8 スポーツクラブルネサンス富士見台 東京都練馬区 2,586 2,750 5.0 100.0 1

T-9 スーパービバホーム岩槻店（底地） 埼玉県さいたま市 4,815 5,540 4.3 100.0 1

T-10 ケーズデンキ湘南藤沢店（底地） 神奈川県藤沢市 3,169 3,500 5.0 100.0 1

T-11 ウニクス上里（底地） 埼玉県児玉郡上里町 3,000 3,050 4.6 100.0 1

T-12 ウニクス鴻巣（底地） 埼玉県鴻巣市 1,700 1,780 4.6 100.0 1

T-13 いなげや横浜南本宿店（底地） 神奈川県横浜市 1,442 1,410 4.5 100.0 1

T-15 仲町台東急ストア 神奈川県横浜市 3,360 3,810 5.4 100.0 1

T-16 セントラルウェルネスクラブ長津田みなみ台 神奈川県横浜市 1,724 1,890 5.6 81.0 1

T-17 ライフ亀戸店 東京都江東区 1,450 1,520 4.5 100.0 1

T-18 戸塚深谷ショッピングセンター（底地） 神奈川県横浜市 4,170 4,320 4.6 100.0 2

T-19 ゆめまち習志野台モール 千葉県船橋市 3,416 3,510 5.1 100.0 14

T-20 かわまち矢作モール 千葉県千葉市 3,097 3,210 5.1 100.0 12

T-21 プライムスクエア自由が丘 東京都目黒区 2,820 2,830 4.1 100.0 2

T-22 ラウンドワン市川鬼高店 千葉県市川市 1,880 1,970 5.2 100.0 1

T-23 オオゼキときわ台店 東京都板橋区 1,263 1,350 4.6 100.0 1

T-24 コナミスポーツクラブ渋谷 東京都渋谷区 3,400 3,410 4.0 100.0 1

O-1 ブルメール舞多聞 兵庫県神戸市 8,389 9,380 6.0 99.7 50

O-2 ライフ高殿店（底地） 大阪府大阪市 2,685 3,150 4.8 100.0 1

O-3 DCMカーマ・MEGAドン・キホーテUNY近江八幡店 滋賀県近江八幡市 2,140 2,510 7.1 100.0 2

O-4 ブルメールHAT神戸 兵庫県神戸市 11,000 11,500 5.1 99.3 41

O-5 カリーノ江坂 大阪府吹田市 6,555 7,180 5.1 100.0 30

注:2019年4月末日現在保有している物件について、2019年3月末日現在の数値を記載しています。鑑定評価額及び鑑定NOI利回りについて、横浜上郷配送センターについては2019年2月1日を価格時点とする鑑定評価書の数値に基づいています。



31ポートフォリオ一覧
通番 物件名 所在地

取得価格
（百万円）

鑑定評価額
（百万円）

鑑定NOI
利回り
（%）

稼働率
（%）

テナント数
（件）

O-6 COMBOX光明池 大阪府和泉市 6,450 6,630 6.0 100.0 1

O-7 阪急オアシス枚方出口店 大阪府枚方市 1,280 1,330 5.9 100.0 1

O-8 ウエルシア岸和田加守店（底地） 大阪府岸和田市 487 488 4.5 100.0 1

O-9 ライフ西天下茶屋店 大阪府大阪市 1,505 1,690 5.2 100.0 1

O-10 ミリオンタウン塚口（底地） 兵庫県尼崎市 3,723 3,950 4.2 100.0 1

N-1 DCMカーマ中川富田店（底地） 愛知県名古屋市 2,311 2,700 5.0 100.0 1

N-2 バロー一宮西店 愛知県一宮市 2,174 2,360 6.0 100.0 1

N-4 ホームセンターコーナン砂田橋店 愛知県名古屋市 7,140 7,290 5.1 100.0 1

N-5 ケーズデンキ新守山店（底地） 愛知県名古屋市 1,370 1,440 4.4 100.0 1

N-6 リソラ大府ショッピングテラス 愛知県大府市 7,911 7,440 4.9 86.3 38

F-1 サニー野間店 福岡県福岡市 1,497 1,660 5.4 100.0 1

F-2 ラウンドワンスタジアム博多・半道橋店 福岡県福岡市 5,020 5,610 5.7 100.0 1

F-3 久留米西ショッピングセンター 福岡県久留米市 1,515 1,760 6.1 100.0 4

R-1 ロゼオ水戸 茨城県水戸市 10,046 11,600 5.9 99.5 21

R-2 ケーズデンキ青森本店 青森県青森市 1,469 1,580 6.4 100.0 1

R-3 スーパースポーツゼビオ青森中央店 青森県青森市 898 939 6.4 100.0 1

R-4 アシコタウンあしかが 栃木県足利市 4,180 5,030 6.4 100.0 29

R-5 ヨークタウン新田東 宮城県仙台市 3,252 3,340 6.0 100.0 2

R-6 カスミテクノパーク桜店 茨城県つくば市 830 877 5.6 100.0 1

R-8 ピーワンプラザ天王 静岡県浜松市 4,010 4,350 5.8 100.0 7

R-9 西友楽市守谷店（底地） 茨城県守谷市 4,111 4,240 4.1 100.0 1

R-10 サンストリート浜北 静岡県浜松市 10,746 11,160 5.9 99.3 53

R-11 コストコホールセール札幌倉庫店 北海道札幌市 4,210 4,410 4.8 100.0 1

L-1 座間配送センター 神奈川県座間市 1,400 1,640 6.0 100.0 1

L-2 追浜配送センター 神奈川県横須賀市 1,300 1,570 6.5 100.0 1

L-3 武蔵嵐山配送センター 埼玉県比企郡嵐山町 3,879 4,000 5.7 100.0 1

L-4 横浜上郷配送センター 神奈川県横浜市 790 840 5.0 100.0 1

合計/平均 213,786 230,924 5.3 99.2 513

注:2019年4月末日現在保有している物件について、2019年3月末日現在の数値を記載しています。鑑定評価額及び鑑定NOI利回りについて、横浜上郷配送センターについては2019年2月1日を価格時点とする鑑定評価書の数値に基づいています。



ポートフォリオマップ 32

F-3

F-1

F-2

N-4
N-1

N-2

N-5

R-10

R-8

N-6

O-3

O-10
O-4

O-1

O-7

O-5

O-2O-9

O-6

O-8

T-11

T-4

T-8

T-12

T-5

T-9

T-7

T-17

T-3

T-2

T-15

T-6

T-16

T-13
T-10

T-1

T-18

T-19

T-20

R-9

R-6

R-1
R-4

T-21

T-22T-23

T-24R-2

R-3

R-5

R-11

-0.8％

+1.9％

人口増加率（全国）（注）

KRR商圏人口増加率（注）

注：人口増加率は2010年及び2015年実施の国勢調査から算出しています。KRR商圏人口増加率はKRR保有商業施設における3km圏（一部の物件では3km圏未満の商圏データを代用）の商圏人口の合計値の増加率を示しています。

L-3

L-1

L-2

L-4



生活密着型商業施設の主な特徴～サンストリート浜北の事例～ 33

立地
工場の進出や近隣の住宅開発が進み、人口の成長性
の高いエリアに立地

◼ 浜松市中央部で人口増加が顕著な浜北区に位置し、国道152号及び
県道391号線の2つの主要幹線道路沿いに立地する、2007年7月に開
業した大型NSC

◼ ウォルマート傘下の食品スーパーである西友を核テナントに、複数の各種
専門店、大手シネマコンプレックス、天然温泉を有する温浴施設を併設

◼ 平面駐車場に928台、2階及び屋上に1,134台収容可能な駐車場が
配備

◼ 本物件西側の染地台には、「きらりタウン浜北」と呼ばれる分譲住宅地域
の開発が進んでおり、本物件の周辺地は人口増加が進んでおり、本物件
近隣にも浜松市内最大級規模の市立中学校が竣工

◼ 本物件の北西側にはスズキ株式会社の新工場、東側にはヤマハ発動機
株式会社の浜北工場等が所在しており、当該工場に勤務する利用客が
勤務後に立ち寄る等、立地特性を活かした集客が可能

物件

商圏

本物件の周辺エリア「GMSから専門店へ」のトレンドに適応したテナント構成への移行

リニューアルオープン前

◼ 2017年4月のリニューアルオープンに合わせ、GMS区画であった西友の賃貸面積の約6割をホームセン
ターバローへ転貸

◼ 西友のGMSから食品スーパーへの特化及び専門店であるホームセンターのホームセンターバローの誘致
により昨今の「GMSから専門店へ」のトレンドに適応したテナント構成を実現

リニューアルオープン時



週末型商業施設との共存～ピーワンプラザ天王の事例～ 34

立地 安定した商圏人口を有する商業施設密集地帯に所在

◼ 商圏人口：1km圏12千人、3km圏121千人、5km圏297千人

► 市内には多くの上場製造企業が本社及び工場を構えており、比較的
若いファミリー世帯が多く居住する地域

◼ 周囲は、イオンモール、ケーズデンキ、DCMカーマ21等の大型施設が集積
する一大商業エリア

◼ 本物件のテナントは、本エリアの他店舗との差別化が図られており、商業
集積による相乗効果が大きいと考えられる

◼ 東西方向に通り抜ける生活幹線道路に接道、道路アクセスも良好

商圏

周辺

本物件の周辺エリア

生活密着型商業施設と週末型商業施設の共存

生活密着型商業施設 週末型商業施設

小さい 商圏 大きい

高い 来店頻度 低い



生活密着型商業施設の主な特徴～ブルメール舞多聞の事例～ 35

立地 宅地造成が広がる地域の日常生活圏に所在

◼ 商圏人口：1km圏18千人、3km圏178千人、5km圏411千人

► 周辺は宅地造成が広がり、新たに小学校が開校される等、子育て
世代の多いエリア

テナント 生活必需品を中心に商品・サービスを提供

◼ 食品スーパーである関西スーパー（核テナント）と専門店群

（小割区画）の構成

► 消費者トレンドに対応しつつ、安定した消費者需要を喚起

設備 高い来店頻度に対応した設備

◼ 駐車場：平面駐車場約290台分

► 駐車しやすい広い平面駐車場をはじめとした、高い来店頻度に対応
した設備

Before

After

地域の幅広い消費者ニーズに対応した専門店群（小割区画）
（家電量販店、衣料店、飲食店、ベビー・キッズ、ドラッグストア等）

Before

After

共用部 コスト削減による収益性の向上

◼ コスト削減による収益性の向上

► ワックスの不要な床材への張り替えによる清掃コスト削減



生活密着型商業施設の主な特徴～ウニクス吉川の事例～ 36

立地 人口増加地域の日常生活圏に所在

◼ 商圏人口：1km圏21千人、3km圏84千人、5km圏236千人

► 新しい宅地開発により移り住んできた若いファミリー層の多い地域

テナント 生活必需品を中心に商品・サービスを提供

◼ 食品スーパーライフやホームセンターコーナン（核テナント）と専門店群
（小割区画）の構成

► 買物頻度、買回り性などにおいて相性がよい核テナントを中心とした
テナントミックス

設備 高い来店頻度に対応した設備

◼ 駐車場：平面駐車場約160台分

► 前面道路から見通しもよく、各店舗前に駐車可能な使い勝手のよい
平面駐車場

施設 地域との連携

◼ 洪水などの災害が発生した場合に、「ウニクス吉川」の建物部を一時的
な避難場所として提供する協定を吉川市と締結 協定調印式高い集客力を有する核テナントの食品スーパーとホームセンター



底地投資の意義～西友楽市守谷店（底地）の事例～ 37

立地 人口成長性が高い地域の幹線道路沿いに所在

◼ 商圏人口：1km圏11千人、3km圏58千人、5km圏111千人

► つくばエクスプレス開業後人口が増加基調で推移する地域

土地

建物
借地料

長期安定的な
キャッシュ・フロー

事業用定期借地権設定契約により、建物は土地のテナントが

所有することが多いことから退去リスクが低く抑えられ、長期安定
的なキャッシュ・フロー（借地料）の創出を期待

収益力の高さと
安定性

建物の期中管理コストはテナント負担であるため、収益が

安定し易い

ペイアウトレシオ
の向上

建物減価償却費が発生しないことによるペイアウトレシオの向上

資産価値の
安定性

火災等による資産価値の下落リスクが低い土地は本投資法人が保有

建物はテナントが保有

投資法人の底地投資の意義

商圏

周辺

◼ 後背地には常総ニュータウンの一角をなす住宅地が存し、近隣需要に対応

◼ 主要道沿いに立地し車によるアクセシビリティに富む

◼ 広い平面駐車場

後背地の住宅地広い平面駐車場

出所：国土地理院の空中写真を本資産運用会社にて加工

土地 公示地価に対して低い土地単価での取得を実現

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

公示地価

取得単価



物件名 T-1 フルルガーデン八千代 T-2 MONA新浦安 T-3 パサージオ西新井 T-4 代官山アドレス・ディセ T-5 ウニクス伊奈

物件写真

所在地 千葉県八千代市 千葉県浦安市 東京都足立区 東京都渋谷区 埼玉県北足立郡伊奈町

取得価格 14,848百万円 8,063百万円 5,850百万円 5,390百万円 4,470百万円

ハイライト

◼ 「大手町」駅へ電車で約40
分の人口増加エリアの駅前に
立地するCSC

◼ 専門店棟には大手カジュアル
衣料店等、約40店舗が出
店

◼ 本物件のイトーヨーカドーは店
舗出荷型ネットスーパー事業
も展開する戦略店舗

◼ 「東京」駅まで電車で20分弱
で、住宅地として人気の新浦
安エリアの駅前商業施設

◼ 食品スーパーをはじめ、衣料
店、飲食店等、約60テナント
が入居し、地域コミュニティの
一躍を担う

◼ 2017年及び2018年に大規
模リニューアルを実施

◼ 本物件を含む一帯は駅前の
大規模再開発により、人口
が大きく増加

◼ 駅と住宅地を結ぶ通路（パ
サージオ）が中央に配され、
衣料店、飲食店等が出店

◼ 都心部でも高い人口密度を
持つ代官山エリアの駅前複
合施設の商業施設部分

◼ 代官山を象徴する感度の高
い店舗が入居し、代官山の
街特性に沿う一方で、食品
スーパー、ドラッグストア等も
擁し、生活密着性も有する

◼ 本物件周辺は住宅分譲が
進行しており、人口増加が継
続

◼ 集客力を持つ食品スーパーと、
薬局、100円ショップ、衣料
店等、多様な商品サービスを
提供する店舗を複合すること
で、周辺地域で高い競争力
を有する

◼ 2017年に飲食店棟を増築

地図
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NSC SM CSC 都市駅前型 SS 物流施設
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物件名 T-6 ヨークタウン北金目 T-7 ウニクス吉川 T-8
スポーツクラブ
ルネサンス富士見台

T-9
スーパービバホーム
岩槻店(底地)

T-10
ケーズデンキ
湘南藤沢店(底地)

物件写真

所在地 神奈川県平塚市 埼玉県吉川市 東京都練馬区 埼玉県さいたま市岩槻区 神奈川県藤沢市

取得価格 4,000百万円 3,600百万円 2,586百万円 4,815百万円 3,169百万円

ハイライト

◼ 本物件を含む一帯では住宅
分譲が進んでおり、人口が増
加して推移

◼ 食品スーパーをはじめ、家電
量販店、レストラン等、相乗
性をもつ最寄型業態を複合
し、ニュータウンエリアの地域コ
ミュニティを担う

◼ 人口増加エリアの、認知度の
高い主要生活道路に接道す
るNSC

◼ 食品スーパーライフとホームセ
ンターコーナンを核テナントとし、
歯科クリニック、理美容院等
が入居し、テナントミックスによ
り競合店に対し優位性を持
つ

◼ 「池袋」駅まで電車で約15分
の住宅開発が進むエリアの駅
からアクセスのよいスポーツクラ
ブ

◼ 地下1階から2階にジムやスタ
ジオ、プール等を擁する等、
競合するスポーツクラブと比較
して充実した施設内容を有す
る

◼ 岩槻区に加え春日部市や越
谷市の北部を商圏として狙え
る、国道から至近で立地ポテ
ンシャルの高いNSCの底地

◼ 大型ホームセンターに食品
スーパーやフードコートが併設

◼ 車でのアクセシビリティが高い、
ロードサイド型店舗の底地

◼ ケーズデンキの既存店(全店
平均)と比較すると大型店に
属し、長期の事業用定期借
地期間が残る

地図
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物件名 T-11 ウニクス上里(底地) T-12 ウニクス鴻巣(底地) T-13
いなげや
横浜南本宿店(底地)

T-15 仲町台東急ストア T-16
セントラルウェルネス
クラブ長津田みなみ台

物件写真

所在地 埼玉県児玉郡上里町 埼玉県鴻巣市 神奈川県横浜市旭区 神奈川県横浜市都筑区 神奈川県横浜市緑区

取得価格 3,000百万円 1,700百万円 1,442百万円 3,360百万円 1,724百万円

ハイライト

◼ シネマコンプレックスも併設す
る上里エリア最大級のP＆D
開発商業施設の底地

◼ 近隣の競合施設にないシネコ
ンがある点や核となる食品
スーパーをはじめ知名度の高
いテナントが集積している点は
強み

◼ 鴻巣エリア最大級のP＆D開
発商業施設の底地

◼ 商圏内で最も重要な幹線道
路となる国道17号沿いに立
地し、視認性も高いため近隣
の競合施設に対し優位性を
持つ

◼ 2015年3月オープンの足元
商圏が豊富な食品スーパー
いなげやの底地

◼ 生活道路沿いに面し、至近
にはレストランやドラッグストア
等も出店し、最寄型業態に
適した立地

◼ 高い人口増加率を有し、都
心への高いアクセス性を有す
るエリアの「仲町台」駅前
NSC

◼ 食品スーパー、100円ショップ、
レストラン等が出店し、近隣
居住者の生活利便に応える
業種で構成

◼ 人口増加率の高いニュータウ
ンエリアのロードサイドに立地
する、スポーツクラブを核とする
商業施設

◼ 生活幹線道路に接道してお
り、視認性が高く、車での利
便性も高い

地図
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物件名 T-17 ライフ亀戸店 T-18
戸塚深谷ショッピング
センター（底地）

T-19 ゆめまち習志野台モール T-20 かわまち矢作モール T-21
プライムスクエア
自由が丘

物件写真

所在地 東京都江東区 神奈川県横浜市戸塚区 千葉県船橋市 千葉県千葉市中央区 東京都目黒区

取得価格 1,450百万円 4,170百万円 3,416百万円 3,097百万円 2,820百万円

ハイライト

◼ 1km圏7万人という都内屈
指の高い人口密度を有する
商圏の食品スーパー

◼ 至近には総戸数約700戸の
大規模マンションがあり、人口
増加も見られるエリアに立地

◼ 人口増加エリアに立地する築
浅NSCの底地

◼ 食品スーパーのヨークマートと
ロイヤルホームセンターを併設

◼ 住宅開発が進む成長エリアに
立地し、良好なアクセス及び
視認性を確保

◼ 人口増加エリアに立地し、競
争力の高い食品スーパーが
核テナントの築浅NSC

◼ 食品スーパーを核に、ドラッグ
ストアや家電量販店などの物
販店に加え、飲食店等の
サービス店舗から構成され多
様な消費者ニーズに対応

◼ ケネディクスが開発に関与した、
集客ポテンシャルの高いテナン
トを要する新築NSC

◼ 国道及び「千葉東」JCT至近
で、人口成長が続くエリアに
立地

◼ 施設前面に320台収容可
能な平面駐車場を配置

◼ 人気の高い東急東横線沿線
の自由が丘エリアに立地する
総合型スポーツクラブ

◼ スポーツクラブ大手のセントラ
ルフィットネスクラブが入居

地図



物件名 T-22 ラウンドワン市川鬼高店 T-23 オオゼキときわ台店 T-24 コナミスポーツクラブ渋谷

物件写真

所在地 千葉県市川市 東京都板橋区 東京都渋谷区

取得価格 1,880百万円 1,263百万円 3,400百万円

ハイライト

◼ 人口増加エリアにおいてアク
セシビリティに優れるロードサ
イド型のアミューズメント施設

◼ 自社の他店舗とは商圏の棲
み分けができており、賃料負
担率も余裕のある水準

◼ 東武東上線「ときわ台」駅北
口至近に2017年9月に新
規開店した食品スーパー

◼ テナントは東京近郊で人口
密集地かつ駅至近に立地を
絞って出店し、ドミナント戦略
を展開している株式会社オオ
ゼキ

◼ 京王井の頭線「神泉」駅から
徒歩約4分、JR「渋谷」駅か
ら徒歩約12分の高級住宅
エリアに位置する総合型ス
ポーツクラブ

◼ テナントのコナミスポーツクラブ
はスポーツクラブ最大手で、
渋谷区及び隣接する目黒
区に重点的に店舗を展開し
ている

地図
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物件名 O-1 ブルメール舞多聞 O-2 ライフ高殿店(底地) O-3
DCMカーマ・MEGA
ドン・キホーテUNY
近江八幡店

O-4 ブルメールHAT神戸 O-5 カリーノ江坂

物件写真

所在地 兵庫県神戸市垂水区 大阪府大阪市旭区 滋賀県近江八幡市 兵庫県神戸市中央区 大阪府吹田市

取得価格 8,389百万円 2,685百万円 2,140百万円 11,000百万円 6,555百万円

ハイライト

◼ 宅地造成が進む神戸市の
新興住宅地間に立地する
NSC

◼ 食品スーパー、家電量販店、
大手衣料店を核に約50店
舗が入居

◼ 鉄道網が充実する人口密集
エリアに2015年にオープンし
た食品スーパーであるライフ
高殿店の底地

◼ 都心部に近接した市街地立
地でありながら、自動車での
アクセスに優れる

◼ 本物件を含む一帯は駅周辺
を中心にマンション開発が進
み、1km圏は若いファミリー
世帯が多く居住

◼ MEGAドン・キホーテUNYと、
DCMカーマの2棟で構成され
るNSC

◼ 震災復興のシンボルタウン
「HAT神戸地区」の核となる
NSC

◼ 三宮エリアとの至近性から、周
辺部での住宅開発も活発

◼ シネマコンプレックス、食品スー
パー、衣料店等が集積

◼ 「梅田」駅まで5駅10分の「江
坂」駅至近の都市駅前型商
業施設

◼ 居住地として人気があり子育
て世代の居住も多い商圏

◼ 東急ハンズが核店舗として出
店

地図
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物件名 O-6 COMBOX光明池 O-7
阪急オアシス
枚方出口店

O-8
ウエルシア
岸和田加守店(底地)

O-9 ライフ西天下茶屋店 O-10 ミリオンタウン塚口(底地)

物件写真

所在地 大阪府和泉市 大阪府枚方市 大阪府岸和田市 大阪府大阪市西成区 兵庫県尼崎市

取得価格 6,450百万円 1,280百万円 487百万円 1,505百万円 3,723百万円

ハイライト

◼ 大型専門店を複数有する
「光明池」駅前エリア最大の
生活密着型商業施設

◼ 「難波」駅へ電車で約30分
の、近隣ではマンション建設が
進むエリアに立地

◼ 500m圏で1万人という高い
人口集積地に立地する食品
スーパー

◼ 徒歩圏を主体とする店舗であ
るが、駐車場約100台があり、
自動車客にも利便性の高い
店舗

◼ 2015年オープンの食品も扱
うドラッグストアの底地

◼ 本エリアは業界大手である同
社がドミナントしているエリア

◼ 周囲は戸建住宅を中心に住
宅地が広がるエリア

◼ 2019年10月に売却予定

◼ 500m圏で1.6万人という人
口集積地に立地する食品
スーパー

◼ テナントは大阪府で111店舗
と、周辺エリアでドミナント戦
略を進める食品スーパー最大
手のライフコーポレーション

◼ JR「塚口」駅前大規模再開
発計画の商業ゾーンとして
オープンした足元商圏が豊富
なNSCの底地

◼ 本再開発計画では計1,200
戸超のマンション及び戸建住
宅が建設中又は計画中であ
り、人口増加が見込まれる

地図
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物件名 N-1
DCMカーマ
中川富田店(底地)

N-2 バロー一宮西店 N-4
ホームセンター
コーナン砂田橋店

N-5
ケーズデンキ
新守山店（底地）

N-6
リソラ大府
ショッピングテラス

物件写真

所在地 愛知県名古屋市中川区 愛知県一宮市 愛知県名古屋市東区 愛知県名古屋市守山区 愛知県大府市

取得価格 2,311百万円 2,174百万円 7,140百万円 1,370百万円 7,911百万円

ハイライト

◼ 県道、国道に近接し、東西
南北に広域商圏を確保でき
る立地

◼ 隣地にケーズデンキ中川富田
店、食品スーパー、大手衣料
店及びスポーツ用品店が出
店しており、隣接店舗と共に
商業集積を形成

◼ JR「名古屋」駅まで最速10
分のJR「尾張一宮」駅を中
心に市街地が広がる名古屋
市のベッドタウンエリアに立地

◼ 中部地方を中心に展開する
食品スーパーであるバローを
核に、家電量販店、スポーツ
クラブ等を複合するNSC

◼ 名古屋市北部の市街地に立
地する大型ホームセンターと
大型スポーツ用品店の複合
施設

◼ 周辺エリアにおける人口増加
トレンドに加え、隣地では大
規模な住宅開発が行われ、
住宅開発に合わせて食品
スーパーも開店、相乗効果が
期待

◼ 人口増加エリアの交通量の
多い幹線道路沿いに立地し、
車によるアクセシビリティの高
い家電量販店の底地

◼ 幹線道路沿いにはロードサイ
ド型店舗が並立し、後背地
には戸建住宅も多い

◼ 医療施設・分譲マンションを
含む複合開発の一部として
2008年に開業した市内最
大規模のNSC

◼ 愛知県を中心に地域密着型
のドミナント出店を行う食品
スーパーであるヤマナカを核テ
ナントに、40を超える専門店
から構成

地図



物件名 F-1 サニー野間店 F-2
ラウンドワンスタジアム
博多・半道橋店

F-3
久留米西
ショッピングセンター

物件写真

所在地 福岡県福岡市南区 福岡県福岡市博多区 福岡県久留米市

取得価格 1,497百万円 5,020百万円 1,515百万円

ハイライト

◼ 1970年の開業から長年地
域住民に支持されてきた旧
店舗を2007年に建替えた
SM

◼ サニーは当該エリアにおいて重
点的に出店しており、その中
で本物件は一番店といえる
売上を計上

◼ 様々なスポーツを楽しめる九
州におけるラウンドワンの大型
旗艦店

◼ 人口及び世帯数が増加基
調で推移する福岡市博多区
に所在

◼ ラウンドワン全店舗における売
上高は上位クラスであり、安
定的な収益を期待

◼ 久留米市中心市街地周辺
部の住宅地における食品スー
パー及びドラッグストア等を複
合するNSC

◼ 国道沿いに立地しており、視
認性も高い

地図
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物件名 R-1 ロゼオ水戸 R-2 ケーズデンキ青森本店 R-3
スーパースポーツ
ゼビオ青森中央店

R-4 アシコタウンあしかが R-5 ヨークタウン新田東

物件写真

所在地 茨城県水戸市 青森県青森市 青森県青森市 栃木県足利市 宮城県仙台市宮城野区

取得価格 10,046百万円 1,469百万円 898百万円 4,180百万円 3,252百万円

ハイライト

◼ 新しい戸建分譲地が広がり、
若いファミリー世帯が多い人
口増加エリアに立地するNSC

◼ 食品スーパーとホームセンター
を核とし衣料店、100円ショッ
プ等で構成され、2015年に
リサイクルショップ棟を増築

◼ 本物件のある青森浜田地区
は、青森市内有数の商業集
積地区

◼ 店舗面積は3,811ｍ2と大
型で、広域商圏をカバー

◼ 北側に中心市街地、南側に
住宅地等が広がり、幹線道
路に囲まれ広域集客力を有
する商業集積地区に立地

◼ 店舗面積4,056ｍ2の地域
一番の規模をもつ大型スポー
ツ用品店

◼ 食品スーパーを核に、シネマコ
ンプレックス、衣料品店等から
構成される大型NSC

◼ 地域の主要幹線道路となる
県道40号沿いに立地し、自
動車客に利便性の高いSC

◼ 住宅開発が進む「仙台」駅通
勤圏に立地するNSC

◼ 足元エリアは戸建中心の住
宅街が広がり、住宅開発が
進む

◼ 食品スーパーとホームセンター
を核にドラッグストア等を複合
し、生活拠点性を有する

地図
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物件名 R-6
カスミテクノパーク
桜店

R-7 ソララプラザ R-8 ピーワンプラザ天王 R-9
西友楽市守谷店
（底地）

R-10 サンストリート浜北

物件写真

所在地 茨城県つくば市 宮城県仙台市青葉区 静岡県浜松市東区 茨城県守谷市 静岡県浜松市浜北区

取得価格 830百万円 5,720百万円 4,010百万円 4,111百万円 10,746百万円

ハイライト

◼ 食品スーパーカスミの24時間
営業店舗

◼ 近隣に筑波大学があり、学
園都市を商圏とする店舗で、
茨城県つくば市に本社を置き
地盤とするカスミがドミナントと
するエリア

◼ 2018年12月21日及び
2019年4月5日に売却済

◼ ロードサイド店舗等が集積す
る浜松市北東部の一大商業
エリアに立地するNSC

◼ 交通量の多い生活幹線道路
に接道し、地元住民に広く認
知されている生活密着性の
高いテナントにより高い競争
力を誇る

◼ 消費者支持の高い食品スー
パーを核とした国道沿いの
NSCの底地

◼ 2005年のつくばエクスプレス
の開業もあり、人口の成長性
の高いエリアに立地

◼ 公示地価に対して低い土地
単価での取得を実現

◼ 人口増加エリアに立地し、西
友を核に「コト消費」テナントと
の相乗効果を見込める大型
NSC

◼ 西友の食品特化とホームセン
ターの誘致によるテナント構
成の専門店化を実現

地図



ポートフォリオ概要(政令指定都市・中核市等3/3) 49

物件名 R-11
コストコホールセール
札幌倉庫店

物件写真

所在地 北海道札幌市清田区

取得価格 4,210百万円

ハイライト

◼ 「会員制倉庫型店」を世界で
740以上の店舗を展開し、
9,150万人の会員数を擁す
るコストコホールセールの札幌
倉庫店

◼ 北海道唯一のコストコ店舗で
あり、札幌都市圏をターゲット
とする店舗

地図



物件名 L-1 座間配送センター L-2 追浜配送センター L-3 武蔵嵐山配送センター L-4 横浜上郷配送センター

物件写真

所在地 神奈川県座間市 神奈川県横須賀市 埼玉県比企郡嵐山町 神奈川県横浜市栄区

取得価格 1,400百万円 1,300百万円 3,879百万円 790百万円

ハイライト

◼ 大手コンビニエンスストア店舗
への配送を担う、物流施設
集積地の配送センター

◼ 神奈川県内陸部で物流施
設が集積する座間地区に立
地、大手コンビニエンスストア
がテナントとして入居し、神奈
川県地域内配送を行う効率
性の高いセンター

◼ 大手コンビニエンスストア店舗
への配送やプロセスセンターの
併設等、当該コンビニエンス
ストアの基幹配送センター

◼ 首都圏湾岸エリアに立地し、
首都圏西部エリアを範囲とし
た広域配送、横須賀周辺へ
の地域配送に対応した立地
ポテンシャル

◼ 関越自動車道ICから至近の
距離の物流施設集積地に
所在する保管型配送セン
ター

◼ 首都圏向けの毎日配送や
週数回配送等を行うことがで
きるエリアで、24時間操業が
可能な工業団地内に立地

◼ 人口集積エリア内の希少な
土地における宅配便の集配
拠点

◼ 市街化が進み物流施設の
立地が限られたエリアにおい
て地域配送等の物流施設と
して希少なセンター

◼ 大手宅配事業者がテナント
として利用

地図
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注意事項 51

本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の商品についての投資の募集・勧誘・営業等を目的としたもので
はありません。

本資料には、ケネディクス商業リート投資法人（以下、「本投資法人」といいます）に関する記載の他、第三者が公表するデータ・指
標等をもとにケネディクス不動産投資顧問株式会社（以下、「本資産運用会社」といいます）が作成した図表・データ等が含まれて
います。また、これらに対する本資産運用会社の現時点での分析・判断・その他見解に関する記載が含まれています。

本資産運用会社は、金融商品取引法に基づく金融商品取引業者です。

本資料の内容に関しては未監査であり、その内容の正確性及び確実性を保証するものではありません。また、本資産運用会社の分
析・判断等については、本資産運用会社の現在の見解を示したものであり、予告なしにその内容が変更又は廃止される場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。

第三者が公表するデータ・指標等（不動産鑑定評価書に基づくデータを含みます）の正確性について、本投資法人及び本資産運
用会社は一切の責任を負いかねます。

本資料の内容には、将来の予想や業績に関する記述が含まれていますが、これらの記述は本投資法人の将来の業績、財務内容等
を保証するものではありません。




