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J-REITの魅力

ホテル
星のや 京都
星野リゾート・リート投資法人
所在地 ： 京都府京都市

住宅
ベルファース金沢香林坊
オリックス不動産投資法人
所在地 ： 石川県金沢市

商 号 等：アセットマネジメントOne株式会社　
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第324号

加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

※2017年5月末時点
出所：各投資法人のデータをもとにアセットマネジメントOne作成
※上記はJリートの一例を示したものであり、特定のJリートを推奨するものではありません。

ホテル
ホテル日航アリビラ
ジャパン・ホテル・リート投資法人
所在地 ： 沖縄県中頭郡読谷村

ホテル
ホテルオークラ神戸
森トラスト総合リート投資法人
所在地 ： 兵庫県神戸市

物流施設
プロロジスパーク大阪2
日本プロロジスリート投資法人
所在地 ： 大阪府大阪市

商業施設
QFRONT
東急リアル・エステート投資法人
所在地 ： 東京都渋谷区

商業施設
mozo ワンダーシティ
日本リテールファンド投資法人
所在地 ： 愛知県名古屋市

商業施設
キャナルシティ博多
福岡リート投資法人
所在地 ： 福岡県福岡市

オフィス
NHK広島放送センタービル
ジャパンリアルエステイト投資法人
所在地 ： 広島県広島市

その他（ヘルスケア）
アクティバ琵琶
ジャパン・シニアリビング投資法人
所在地 ： 滋賀県大津市

その他（インフラ施設）
IIF羽田空港メインテナンスセンター
産業ファンド投資法人
所在地 ： 東京都大田区

オフィス
AER
ジャパンリアルエステイト投資法人
所在地 ： 宮城県仙台市

オフィス
六本木ヒルズ森タワー
森ヒルズリート投資法人
所在地 ： 東京都港区

商業施設
イオンモール札幌発寒
日本リテールファンド投資法人
所在地 ： 北海道札幌市

情報提供用資料
2017.07



14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

03/3 06/3 09/3 12/3 15/3

空室率：左軸
賃料：右軸

（年/月）

（円/坪）（％）

0

500

1,000

1,500

2010 2015 2020 2025 2030 2035

千代田区 中央区 港区
新宿区 渋谷区

（千人）

J-REITが保有している物件の特徴
・J-REITが保有する物件金額の50％以上が東京で、関東地方では70％以上に

も上ります。また、用途別ではオフィスが最も大きな割合を占めています。

魅力高まる都心のJ-REIT物件
・近年、都心5区のオフィスビル平均空室率は、一般的に貸し手が賃料交渉を

優位に進めやすいとされる5％を下回り、平均賃料は上昇を続けています。
・大規模な都市開発や利便性向上等を背景として、オフィスだけでなく街の総

合的な魅力の向上が図られ、中長期的な人口増加も見込まれています。

Ｊリート保有物件の所在地別保有額の割合 Ｊリート保有物件の用途別保有額の割合

※2017年5月31日時点（保有物件数は2017年4月30日時点）
※都心5区 ： 千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区（以下同様）
※東京23区 ： 都心5区以外
※関東 : 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（東京23区以外）、神奈川県
※中部・北陸 : 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
※近畿 : 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
※上記割合は、小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合があります。
出所：一般社団法人不動産証券化協会および一般社団法人投資信託協会のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

都心5区の人口推移

※期間：2010年～2035年（5年ごと）
※2020年以降は予測値
出所：東京都のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 1

都心5区オフィスビル平均空室率・賃料

※期間：2003年3月末～2017年6月末（月次）
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメント

One作成

（年）



都心5区の特徴

上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 2

渋谷区

新宿区

港区

中央区

千代田区
・推計人口：60,630人、面積：11.66㎢
・国政の中心地で行政機関、地方公共団体、財団法人、社

団法人の事務所や大企業の本社が多い。
・区全体の約15%を皇居の緑地が占める。
・ショッピングやレストラン、ホテルなどにも力を入れて

おり、更なるエリア価値の付加を図っている。

・推計人口：153,048人、面積：10.21㎢
・江戸時代からの町人の街で商業の中心地。
・日本橋や銀座などの大商業地域を複数抱える。
・近年では、三井不動産の日本橋再開発に代表されるよう

なタウンマネジメントを推進しており、地域の地位向上
を図っている。

・推計人口：251,485人、面積：20.37㎢
・虎ノ門・新橋などのオフィス街、青山・赤坂などの商業

街、六本木などの歓楽街、麻布・白金台などの住宅街、
汐留・台場などの大規模開発地区と多様な表情をもつ。

・駐日大使館や外資系企業も数多く立地しており、外国人
居住者も多い。

・推計人口：342,738人、面積：18.22㎢
・東京都庁の所在地で新宿駅の1日平均乗降客数は約340万

人（2015年現在）にものぼり世界1位。
・中国人、韓国人を中心に外国人人口が都内で最も多い。
・多様な業態によってオフィスエリアを形成しているため

テナントのバリエーションが広く、賃料設定も幅広い。

・推計人口：229,030人、面積：15.11㎢
・商業施設やファッション関連の産業が集積しており、ア

パレル関連の店舗や事務所、美容室が多く集まる。
・新興のIT系企業に人気があり、常にオフィス需要がある

ため、オフィス空室率が特に低い。
・明治神宮や代々木公園など、広大な緑地も有している。

※人口：2017年6月1日時点、面積：2016年10月1日時点
出所：東京都および国土交通省のデータをもとにアセットマネジメントOne作成



東京主要エリア 丸の内、大手町（オフィス）

～ 大手町ファーストスクエア ～

歴史
 西側に江戸城（現皇居）を擁し、武家屋敷が建ち並

ぶ街並みであったが、1914年の東京駅開業に伴い、
交通の要衝、商業地としても発展。

 1894年に日本初のオフィスビル（三菱一号館）、
1923年に商業施設も入居する戦前期の国内最大の
ビル（丸の内ビル）などが竣工。世界有数のビジネ
ス街へ。

エリアの特徴
 オフィスが密集する国際ビジネス街で、国内ではオ

フィス賃料の最も高いエリア。
 東京駅西側の丸の内、大手町エリアでは連鎖型都市

再生（大型ビルの玉突き建替え）が進行中。大手町
温泉を有する「星のや東京」も所在。

 駅北側には三菱地所が日本一の高層ビル（390m）
を、東側には三井不動産と東京建物がそれぞれ250
メートル級の超高層ビルを建設予定。

 大手町（金融機関の集積地）から兜町（東京証券取
引所）までの永代通り沿いを国際金融センター構想
を支える金融の軸としてとらえ、様々な金融機能を
整備。

J-REIT主要物件
①大手町フィナンシャルシティノースタワー（ジャパンリアルエステイト投資法人）②大手町ファーストスクエア
（グローバル・ワン不動産投資法人） ③大手町タワー（底地）（日本プライムリアルティ投資法人）④三菱UFJ信
託銀行本店ビル（ジャパンリアルエステイト投資法人）⑤東京スクエアガーデン（日本プライムリアルティ投資法
人）

星のや東京

日銀本店

新丸の内ビル

丸の内ビル

JPタワー
（旧東京中央郵便局）

東京国際フォーラム
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※2017年6月末時点
※取得価格は各投資法人が物件の一部または全部を取得した価格であり、必ずしも物件全部の取得価格を示すものではありません。
出所：各投資法人のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

物件概要（グローバル・ワン不動産投資法人）

竣工 1992年2月

階数 地上23階、地下5階

延床面積 141,228.06m2

取得日 2003年12月25日

取得価格 23,495百万円

街区のランドマーク性を象徴するツインタワーオフィス。
アトリウムエントランスとサンクンガーデンによるゆとり
ある空間構成と、多種多様なビル機能を備えている。

本物件の所在する「丸の内・大手町ゾーン」は業務地区
としての歴史や特性を活かした都市景観が形成されている
とともに、世界都市東京の中心にふさわしい国際業務セン
ターとして我が国の代表的なビジネス拠点を形成。JR東京
駅に加えて、地下鉄5線（丸ノ内線、東西線、千代田線、半
蔵門線および三田線）が乗り入れる大手町駅に直結してお
り、交通利便性に優れている。

3上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、特定のJリートを推奨するものではありません。

地図データ ⓒ2017 Google、ZENRIN

日本一の高層ビル
建設予定

アセット
マネジメント

One



J-REIT主要物件
①Gビル銀座中央通り01（日本リテールファンド投資法人）②ギンザ・グラッセ（フロンティア不動産投資法人）
③有楽町駅前ビルディング（有楽町イトシア）（日本プライムリアルティ投資法人）④ aune有楽町（オリックス
不動産投資法人）⑤ Gビル銀座01（日本リテールファンド投資法人）⑥チアーズ銀座（日本リテールファンド投資
法人）

東京主要エリア 銀座、有楽町（商業）
歴史
 「銀座」の地名は、徳川家康が銀貨鋳造所（銀座）

を駿府から当地に移したことに由来。
 1872年の大火後、大規模な区画整理とロンドンの

リージェント・ストリートを模したとされるガス灯
を備えた煉瓦街が建設され、現在の街並みのベース
ができる。

 1930年頃には不動産賃貸額が日本一となり、“○○
銀座”が全国に広がる。

 1990年代以降、高級ブランドが進出。
エリアの特徴
 高級ブランドが集積する国内を代表する商業地。
 地価最高値（5,050万円/1m2：山野楽器本店前）。

※公示地価（2017年1月1日時点）
 2016年3月に東急プラザ銀座が開業、プランタン銀

座がマロニエゲート銀座2&3として新装開業。
2017年4月には、松坂屋跡地に当エリアで最大規模
の面積を有する「GINZA SIX」が開業するなど、
注目施設が続々開業。

 2018年1月には、日比谷公園隣に超高層ビル「（仮
称）新日比谷プロジェクト」（地上35階、高さ
191.46m）が竣工予定。

ティファニー

三越

松屋

歌舞伎座

銀座四丁目
交差点

マロニエゲート
銀座2&3

和光

東急プラザ銀座

数寄屋橋
交差点
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～ 有楽町駅前ビルディング（有楽町イトシア） ～
物件概要（日本プライムリアルティ投資法人）

竣工 2007年10月

階数 地上20階、地下4階

延床面積 71,957.65m2

取得日 2008年8月27日

取得価格 3,400百万円

イトシアの名称で親しまれており、有楽町駅前エリアの
中心に位置するランドマーク的な複合商業施設。メインテ
ナントは百貨店「丸井」が入居し、同店の旗艦店としては
都心部最大規模を誇る。

半径500m以内の乗り換え可能な徒歩圏内に、東京メト
ロ有楽町駅・銀座駅・日比谷駅等5線7駅があり、西側に面
するJR有楽町駅前からは、マロニエ通りに向かう新たな人
の流れが確立され、有楽町駅前地区の商業ポテンシャルを
高める要因となっている。

4

山野楽器
ルイ・ヴィトン

シャネル
カルティエ

ハリー・
ウィンストン

プラダ

上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、特定のJリートを推奨するものではありません。

地図データ ⓒ2017 Google、ZENRIN

※2017年6月末時点
※取得価格は各投資法人が物件の一部または全部を取得した価格であり、必ずしも物件全部の取得価格を示すものではありません。
出所：各投資法人のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

GINZA SIX



J-REIT主要物件
①オリックス品川ビル（オリックス不動産投資法人）②三菱重工ビル（日本ビルファンド投資法人）③ガーデンシ
ティ品川御殿山（積水ハウス・リート投資法人）④ONビル（森トラスト総合リート投資法人）⑤ゲートシティ大
崎（日本ビルファンド投資法人）⑥NBF大崎ビル（日本ビルファンド投資法人）⑦大崎ウィズタワー（アクティビ
ア・プロパティーズ投資法人）

東京主要エリア 品川、大崎（オフィス、ホテル）
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歴史
 考古学発祥の地とされる大森貝塚など、歴史に名を

残す史跡が多く所在。
 古くから交通、交易の拠点として重要な役割を担う。

江戸時代には東海道第一の宿として、明治時代以降
は京浜工業地帯発祥の地として発展。

 品川駅は1872年の新橋-横浜間の鉄道開通と同時に
開業した駅の一つ。東海道新幹線の駅開業は2003
年。

エリアの特徴
 広域交通のアクセス拠点、海外からの訪問者の玄関

口。
 MICE （ Meeting 、 Incentive 、 Convention 、

Exhibition）拠点として、ホテル、国際会議場、エ
ンターテインメント施設等の整備促進。

 2020年、品川-田町間に山手線新駅（約半世紀ぶ
り）が開業予定。

 2027年開業予定のリニア中央新幹線の発着駅とし
て新駅が開業予定。

 大崎駅周辺では、北側のゲートシティ大崎、南側の
Think Park、NBF大崎ビル（旧称ソニーシティ大
崎）など再開発が進む。様々な業種が入居し、最近
では渋谷からにじみ出るIT企業の需要も取り込む。

～ ゲートシティ大崎 ～

品川プリンスホテル

物件概要（日本ビルファンド投資法人）

竣工 1999年1月

階数 地上24階、地下4階

延床面積 287,349.75m2

取得日 2006年2月24日、2011年1月11
2013年1月7日

取得価格 57,281百万円

ゲートシティ大崎は、地上24階建の業務商業棟（オフィ
スタワー2棟と低層部の店舗・文化施設）と地上20階建の
住宅棟「サウスパークタワー」を中心に多彩な都市機能が
集積した複合再開発施設。

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン・りんかい線が利用
可能な大崎駅の新東口からペデストリアンデッキで直結し、
大崎エリアのなかでも特に交通利便性に優れている。施設
内の恵まれた空間は、ビジネスの拠点として、憩いの地と
してイベント、レストラン、ショップなど幅広くビジネス
マンからファミリー層までをターゲットとしている。

品川インターシティ

大崎ニューシティ

5上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、特定のJリートを推奨するものではありません。

地図データ ⓒ2017 Google、ZENRIN

※2017年6月末時点
※取得価格は各投資法人が物件の一部または全部を取得した価格であり、必ずしも物件全部の取得価格を示すものではありません。
出所：各投資法人のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

リニア中央新幹線
発着駅予定

SHINAGAWA 
GOOS

山手線新駅
建設中

山手線新駅
建設中



J-REIT主要物件
①ラフォーレ原宿（底地）（森ヒルズリート投資法人）②東急プラザ表参道原宿（アクティビア・プロパティーズ
投資法人）③ジャイル（日本リテールファンド投資法人） ④ SO-CAL LINK OMOTESANDO（オリックス不動産
投資法人） ⑤ TOKYU REIT表参道スクエア（東急リアル・エステート投資法人）⑥ラ・ポルト青山（日本リテー
ルファンド投資法人）

東京主要エリア 表参道、原宿（商業）
歴史
 表参道は1920年の明治神宮創建に合わせ参道とし

て整備されたのが起源。
 ランドマークとして長く親しまれてきた旧同潤会青

山アパートの建替事業として、2006年2月に表参道
ヒルズが誕生。

エリアの特徴
 ファッションやトレンドの最先端をゆく街。ファッ

ションブランドや美容室、レストランなどがひしめ
く商業エリア。

 銀座に次いで日本で2番目にテナント賃料が高いエ
リア（表参道）。グッチ、シャネル、ディオールな
どスーパーブランドが並ぶ。銀座と並び出店による
宣伝効果が高いエリアといわれ、他のエリアとは賃
料水準が大きく異なる。

 明治通りやキャットストリートなどでは、中価格帯
のブランドの出店も豊富。

 神宮球場や秩父宮ラグビー場、国立競技場などの最
寄駅の一つである外苑前駅と、表参道駅は東京メト
ロ銀座線で一駅。

～ 東急プラザ表参道原宿 ～

明治神宮

表参道ヒルズ

竹下通り

青山通り

明治通り

キャットストリート
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物件概要（アクティビア・プロパティーズ投資法人）

竣工 2012年3月

階数 地上7階、地下2階

延床面積 11,368.11m2

取得日 2012年6月13日

取得価格 45,000百万円

東急プラザ 表参道原宿が位置する神宮前交差点は、表参
道と明治通りが交差する日本のファッション・カルチャー
の中心地であり、マスメディアの露出などにおいて群を抜
く立地。
明治神宮前駅より徒歩1分、原宿駅より徒歩4分、表参道駅
より徒歩7分とアクセスも良い。

表参道と明治通りの交差点に位置することから、両スト
リートのポテンシャルを重ね合わせることができ、ファッ
ションショップにとってはブランディング効果が高いロ
ケーションといえる。

6上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、特定のJリートを推奨するものではありません。

地図データ ⓒ2017 Google、ZENRIN

※2017年6月末時点
※取得価格は各投資法人が物件の一部または全部を取得した価格であり、必ずしも物件全部の取得価格を示すものではありません。
出所：各投資法人のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

表参道



地図データ ⓒ2017 Google、ZENRINJ-REIT主要物件
①EQUINIA新宿（野村不動産マスターファンド投資法人）②新宿野村ビル（野村不動産マスターファンド投資法
人）③新宿センタービル（日本プライムリアルティ投資法人） ④新宿三丁目イーストビル（日本プライムリアル
ティ投資法人）⑤ Gビル新宿01（日本リテールファンド投資法人） ⑥ホテルサンルートプラザ新宿（森トラス
ト・ホテルリート投資法人）⑦新宿マインズタワー（大和証券オフィス投資法人）

東京主要エリア 新宿（オフィス、商業）
歴史
 昭和初期、新宿駅周辺は百貨店、映画館、劇場、喫

茶店などがひしめく大繁華街として発展。
 戦後、旧四谷・牛込・淀橋の3区が統合し、新宿区

として発足。その経緯から、個性に富んだ地域が区
内に点在。

 1970年辺りまでは、「若者の街」、「若者文化の
流行の発信地」として栄えた。

エリアの特徴
 東口には繁華街の歌舞伎町、西口には東京都庁をは

じめとした高層ビルが立ち並ぶオフィス街、駅周辺
に数多くの大型家電量販店や百貨店、徒歩圏内に新
宿御苑という広大な庭園、とさまざまな顔を持つ。

 小売年間販売額は23区内トップクラス。
 新宿駅は世界一利用者の多い駅としてギネスブック

に認定。
 新宿駅の東口と西口をつなぐ新宿駅東西自由通路は

2020年の供用開始を目指して整備中。現在は改札
があり、通り抜けできないが、一部を自由通路化す
ることで回遊性が向上。

～ 新宿センタービル ～

歌舞伎町
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物件概要（日本プライムリアルティ投資法人）

竣工 1979年10月

階数 地上54階、地下5階

延床面積 176,607.89m2

取得日 2008年3月27日

取得価格 21,000百万円

西新宿の超高層ビル群の中でも新宿駅に近く、レンガ調
の落ち着いた外観のランドマーク的なオフィスビル。新宿
駅の西口とは地下道でつながっていることに加え、低層階
の商業エリアには金融機関や飲食店が多数入居しており、
高い利便性を備えている。

また、他の既存超高層ビルに先駆け、2008年に国内初の
長周期地震動対策を実施しており、東日本大震災時には揺
れを22%低減することができ、安全度の高いビルとして評
価されている。

多数の大手企業本社が入居しているほか、ITやメーカー、
サービス等の多様なテナントニーズから安定稼働している。

7

伊勢丹
紀伊國屋書店

タカシマヤ
東急ハンズ

新宿区役所

ビックカメラ

小田急

京王
ルミネ

ヤマダ電機

ヨドバシカメラ

上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、特定のJリートを推奨するものではありません。

※2017年6月末時点
※取得価格は各投資法人が物件の一部または全部を取得した価格であり、必ずしも物件全部の取得価格を示すものではありません。
出所：各投資法人のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

新宿御苑

東京都庁



J-REIT主要物件
① cocoti（東急リアル・エステート投資法人）② JPR渋谷タワーレコードビル（日本プライムリアルティ投資法
人） ③カレイド渋谷宮益坂（東急リアル・エステート投資法人） ④渋谷フラッグ（森トラスト総合リート投資法
人）⑤ QFRONT（東急リアル・エステート投資法人）⑥渋谷クロスタワー（ジャパンリアルエステイト投資法
人） ⑦NBF渋谷ガーデンフロント（日本ビルファンド投資法人）

東京主要エリア 渋谷（商業）

4

2

6

1
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歴史
 1932年10月1日、渋谷町、千駄ヶ谷町、代々幡町

が合併し、東京市渋谷区が成立、他の79町村とと
もに大東京35区の一環として誕生。

 1955年ごろを境にして高層ビルが続々建設され、
商業地区に加えて業務地区といわれるオフィス街が
生まれ副都心化が進んだ。

 1970年代には若者向けファッションビルのパルコ
開業などを背景に若者の街、若者文化などの、流行
の発信地が新宿から渋谷へと移動した。

エリアの特徴
 若者が集まりトレンドが生まれる日本のファッショ

ンの中心地であり、数多くの若者向けカジュアル
ファッションビルが立ち並ぶ。

 歓楽街のほか劇場や美術館、映画館も数多くある一
方、少し駅から離れたところには閑静な高級住宅街
もある。

 渋谷駅前広場の「忠犬ハチ公像」や「スクランブル
交差点」は世界的にも有名なスポット。

 渋谷駅はJR線のみならず、東急東横線・田園都市線、
地下鉄銀座線・副都心線・半蔵門線、京王井の頭線
といった複数の路線が乗り入れており、特に東急渋
谷駅は私鉄駅の乗降客数で日本一を誇る。

～ QFRONT～

渋谷マークシティ

3
5

物件概要（東急リアル・エステート投資法人）

竣工 1999年10月

階数 地上8階、地下3階

延床面積 6,675.52m2

取得日 2003年9月10日

取得価格 15,100百万円

渋谷ハチ公広場からスクランブル交差点を渡ったすぐ目
の前に位置し、CD・DVDレンタルおよび販売、書籍・ゲー
ムソフトなどの販売店であるTSUTAYAを中心とした専門店
ビルで、カフェおよび飲食店も複合されている。

ビル壁面の大部分がガラス貼りでその内側に大型の街頭
ビジョン「キューズ・アイ（Q's EYE）」が設置されており
各企業が出稿したコマーシャルを流している。

東京を代表する商業施設の一つとして、各種メディアに
も取り上げられており、渋谷のランドマークの一つといえ
る。

8

NHK放送
センター

パルコ
(一時休業中)

東急百貨店

渋谷区役所

セルリアン
タワー

渋谷109

西武百貨店

上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、特定のJリートを推奨するものではありません。

ヒカリエ

※2017年6月末時点
※取得価格は各投資法人が物件の一部または全部を取得した価格であり、必ずしも物件全部の取得価格を示すものではありません。
出所：各投資法人のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

地図データ ⓒ2017 Google、ZENRIN

スクランブル
交差点



都市の特徴
 推計人口：2,709,688人、面積：225.21㎢
 西日本の行政・経済・文化・交通の中心都市で、市内の総生産、

従業者数、事業所数、上場企業本社数は政令指定都市中最大。
 阪神工業地帯の中核であり、卸売業を中心に商業活動も活発。
物件例：ツイン21

(MCUBS MidCity投資法人)
京橋駅に直結する「大阪ビジネスパーク」のシンボル的存在の高層オ
フィスタワー。パナソニックが入居するOBPパナソニックタワーと有
力企業や領事館が複数入居するMIDタワーの2棟で構成される。

都市の特徴
 推計人口：2,311,553人、面積：326.45㎢
 中部地方の政治・経済・文化・交通の中枢。
 豊田市や四日市市などとともに、中京工業地帯の中核である一方、

栄、名駅、大須、金山が広域集客可能な繁華街となっている。
物件例：mozo ワンダーシティ

(日本リテールファンド投資法人)
メインテナントであるイオンを核に、フラクサス、複合型書店、ス
ポーツクラブなどから構成され、イオンが展開するモールの中でも最
上位の売上規模を誇る。

全国の主要都市①

横浜市

札幌市

名古屋市

大阪市

9

都市の特徴
 推計人口：1,962,064人、面積：1,121.26㎢
 北海道の政治、経済、産業、教育、文化など多くの分野の中心地。
 毎年1,300万人前後の観光客が訪れる観光都市であり、市町村の魅

力度ランキング調査でも毎年上位にランクインしている。
物件例：nORBESA（ノルベサ）

(野村不動産マスターファンド投資法人)
札幌市営地下鉄南北線、札幌市電のすすきの駅から徒歩2分に位置し、
繁華性の高いエリアに所在。屋上の観覧車「ノリア」からは、札幌市
内を一望でき、札幌市有数の観光スポットの一つ。

上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、特定のJリートを推奨するものではありません。

都市の特徴
 推計人口：3,733,975人、面積：437.56㎢
 全市区町村で人口が最も多い、日本を代表的する国際港湾都市。
 市域沿岸部は工業地域として、市の中心地は繁華街として発展し

ながらも、生活の身近な場所に豊かな自然があることも特徴。
物件例：クイーンズスクエア横浜

(インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人)
横浜高速鉄道みなとみらい線のみなとみらい駅直結のオフィス、商業
施設、ホテルから成る大規模複合施設。 「横浜ランドマークタ
ワー」、「パシフィコ横浜」とは歩行者用の動線でつながっている。

※人口：2017年6月1日時点、面積：2016年10月1日時点、各投資法人の物件：2017年6月末時点
出所：各都市、国土交通省および各投資法人のデータをもとにアセットマネジメントOne作成



都市の特徴
 推計人口：1,564,219人、面積：343.39㎢
 九州地方の行政・経済・交通の中心地。
 百貨店やファッションビルが集積する繁華街の天神やターミナル

駅があり大企業の支社が集積するビジネス街の博多を有する。
物件例：キャナルシティ博多

(福岡リート投資法人)
日本初の米国型テーマパークモール。運河を軸としたストリートを中
心に、噴水、光、緑を配し、都市の中の都市を形成。毎年多数のパ
フォーマンスやシーズンイベントがあり、観光名所にもなっている。

都市の特徴
 推計人口：1,198,146人、面積：906.53㎢
 世界的にも知名度の高い「国際平和文化都市」。
 京阪神と福岡都市圏のほぼ中間に位置し、中国・四国地方を統括

する政府機関や、全国規模の企業の地方拠点も多くある。
物件例：NHK広島放送センタービル

(ジャパンリアルエステイト投資法人)
広島電鉄の袋町駅から徒歩1分と利便性が高く、主要道路に面した立
地・アーティスティックな外観・NHK広島放送センターとしての知名
度等から高いシンボル性を有している。

都市の特徴
 推計人口：1,533,923人、面積：557.02㎢
 神戸港を有する日本を代表する港町。
 背後に多くの動物や植物が生息する六甲山があり、南にある神戸

港と合わせて、大規模な都市でありながら豊かな自然を持つ。
物件例：ホテルオークラ神戸

(森トラスト総合リート投資法人)
神戸のウォーターフロントにそびえる35階建ての白亜の建物。本物件
の位置するメリケンパークは、JR神戸線・阪神本線の元町駅徒歩10
分で神戸を代表する観光地として全国的にも知名度の高いエリア。

都市の特徴
 推計人口：1,472,746人、面積：827.83㎢
 平安時代から江戸時代前期まで日本最大の都市であり、「千年の

都」とも称される。
 伝統工芸が盛んな一方、先端技術を持つ企業の本社も多く集まる。
物件例：星のや京都

(星野リゾート・リート投資法人)
京都嵐山から10分、川を上り分け入った場所に位置する。景観保護指
定区のため古くからの景観をとどめており、建物も伝統的な日本建築
となっている。

全国の主要都市②

10上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、特定のJリートを推奨するものではありません。

神戸市

京都市

広島市

福岡市

※人口：2017年6月1日時点、面積：2016年10月1日時点、各投資法人の物件：2017年6月末時点
出所：各都市、国土交通省および各投資法人のデータをもとにアセットマネジメントOne作成



未来の東京をのぞいてみよう①
◆ JR山手線、「品川新駅（仮称）」2020年に暫定開業へ

◆ 2018年「渋谷ストリーム（SHIBUYA STREAM）」誕生予定

上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 11

「品川新駅（仮称）」は「田町」駅から約1.3km、「品川」駅から約0.9ｋｍの付近
に設置され、山手線、京浜東北線とあわせて2面4線のホームが作られる計画。国際交
流拠点となる街の中核施設としての役割を期待されている。2020年春に暫定開業を予
定しており、本開業は2024年頃の街びらき時を予定する。

旧東横線渋谷駅および線路跡地となる南街区に大規模複合施設が誕生予定。クリエイ
ティブワーカーをはじめとした、次の流れの芽を作り出そうとする多くの人々を引き寄
せ、ここでの体験・交流・挑戦から生まれる新しいモノ・コトを世界に発信し、ここか
ら新たな次代の流れを生み出すことを目指す。

※画像はイメージです。 画像出展：東京急行電鉄(株)



未来の東京をのぞいてみよう②

上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 12

◆ 大手町、常磐橋街区再開発プロジェクト本格始動

◆ 虎ノ門ヒルズにタワー3棟追加、新駅とも一体化した街づくり開始

本事業は街区内の下水ポンプ場や変電所など重要なインフラ機能を維持しつつ段階的
に4棟のビル開発を進め、2027年度に全体竣工を予定する。また、東京の新たなランド
マークとなる高さ390mの超高層タワーや東京駅前の新たな顔となる約7,000㎡の大規模
広場等を整備し、多彩なにぎわいと交流を創出するグローバルな拠点づくりを目指す。

※画像はイメージです。 画像出展：三菱地所株式会社 ニュースリリース

「虎ノ門ヒルズ 森タワー」の隣接地に3棟の超高層ビルが加わる開発計画が発表され
た。同エリアでは2020年供用開始予定の地下鉄日比谷線「（仮称）虎ノ門」新駅の建
設計画がスタートしており、「虎ノ門ヒルズ」はこの新駅とも一体化して国際新都心グ
ローバルビジネスセンターに進化する計画。

※画像はイメージです。 画像出展：森ビル株式会社 虎ノ門ヒルズエリアファクトシート



世界から見る東京＜人口＞

2015年 1位 2位 3位 10位 25位 28位

2030年 1位 2位 3位 14位 - -

※各都市圏は国連の定義にもとづきます。
※国連による推計値、2030年のパリおよびロンドンは30位圏外。
出所：国連のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 13

世界から見る東京＜経済規模＞

世界の主要都市圏の人口推移比較

・東京圏の人口は約3,800万人（2015年推計）と世界最大です。2030年時点
においても世界最大規模を維持すると予想されています。
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・アメリカのシンクタンクであるブルッキングス研究所より公表された統計に
よると、2014年世界の都市の域内総生産ランキングで東京は1位でした。

・大阪-神戸も7位にランクインしており、日本の都市の経済規模が世界的にも
大きいことがうかがえます。

世界の都市の域内総生産トップ10（2014年）
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※各都市区域はブルッキングス研究所の定義にもとづきます。
出所：ブルッキングス研究所のデータをもとにアセットマネジメントOne作成



世界から見る東京＜都市総合力＞

上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 14

東京五輪開催に伴う効果

世界の都市総合力ランキングトップ5（2016年）

出所：森記念財団都市戦略研究所のデータをもとにアセットマネジメントOne作成
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・森記念財団都市戦略研究所が発表した2016年版「世界の都市総合力ランキ
ング」では、東京が前年の4位から順位を上げ、初めて3位となりました。

・訪日外国人旅行者の増加や国際コンベンション開催件数の増加、交通・アク
セス面での改善などが評価されました。

・2016年の訪日外国人旅行者数は、2,404万人と過去最高を更新しました。
2017年も足元まで前年を上回るペースで推移しています。

・訪日外国人旅行者数の増加は、商業施設やホテルの売上増加につながり、
J-REITの収益拡大要因になるものと期待されます。

訪日外国人旅行者数の推移

※期間：2003年～2030年（年次）
※2017年は5月までの推計値、2020年と2030年は「未来投資戦略2017」による目標値
出所：日本政府観光局（JNTO）および首相官邸ホームページのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
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投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項
【投資信託に係るリスクと費用】
●投資信託に係るリスクについて
投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあ
ります。）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。この
ため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

●投資信託に係る費用について
[ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。]
■お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料：上限3.78％（税込）
換金時手数料：換金の価額の水準等により変動する場合があるため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。
信託財産留保額：上限0.5％

■お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）：上限 年率2.6824％ （税込）

※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によって
ご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あら
かじめ上限の額等を示すことができません。

その他費用・手数料：上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）等で
ご確認ください。その他費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるた
め、あらかじめ当該費用（上限額等を含む）を表示することはできません。

※手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、

アセットマネジメントOne株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載
しております。

※投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国が異なることから、リスクの内容
や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、ま
たは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関
してご判断ください。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

【ご注意事項】
●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全

性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証する
ものではありません。

●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
●投資信託は、

1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、
証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。

2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
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