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資産の取得完了に関するお知らせ 

 

 

 

野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、新投資口発行及び

投資口売出届出目論見書(平成 25 年 5 月)に記載した 54 物件の取得予定資産うち、下記 26 物件の取得を完

了いたしましたのでお知らせいたします。なお、平成 25 年 6 月 13 日と本日取得を完了いたしました 51 物

件以外の 3物件については、平成 25年 7月 19日及び平成 25年 7 月 31日に取得を完了する予定です。 

 

 

 

記 

 

1． 取得の概要 

物件名称 所在地 取得価格 

（百万円) 

取得先 

Landport浦安 千葉県浦安市 17,400 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

Landport板橋 東京都板橋区 15,710 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

Landport厚木 神奈川県厚木市 11,410 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

相模原大野台ロジスティクスセンター 神奈川県相模原市 8,700 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

Landport八王子 東京都八王子市 8,250 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

Landport春日部 埼玉県春日部市 7,340 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

船橋ロジスティクスセンター 千葉県船橋市 4,660 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

厚木南ロジスティクスセンターB棟 神奈川県厚木市 4,590 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

羽生ロジスティクスセンター 埼玉県羽生市 3,810 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

川口ロジスティクスセンターB棟 埼玉県川口市 3,750 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

川口ロジスティクスセンターA棟 埼玉県川口市 2,830 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

厚木南ロジスティクスセンターA棟 神奈川県厚木市 2,690 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

太田新田ロジスティクスセンター 群馬県太田市 3,430 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

太田東新町ロジスティクスセンター 群馬県太田市 2,170 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

太田清原ロジスティクスセンター 群馬県太田市 650 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

千代田町ロジスティクスセンター 群馬県邑楽郡 330 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 
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物件名称 所在地 取得価格 

（百万円) 

取得先 

Morisia 津田沼 千葉県習志野市 16,600 合同会社スマイル・リテール・テン 

横須賀モアーズシティ 神奈川県横須賀市 13,640 合同会社スマイル・リテール・ツー 

EQUINIA新宿 東京都新宿区 4,260 有限会社スマイル・リテール・ワン 

川崎モアーズ 神奈川県川崎市 4,000 合同会社スマイル・リテール・ツー 

EQUINIA池袋 東京都豊島区 3,990 有限会社スマイル・リテール・ワン 

covirna machida 東京都町田市 3,440 合同会社スマイル・リテール・シックス 

駿台あざみ野校 神奈川県横浜市 1,700 合同会社スマイル・リテール・セブン 

EQUINIA青葉台 神奈川県横浜市 1,560 有限会社スマイル・リテール・ワン 

一番町stear 宮城県仙台市 4,700 有限会社スマイル・リテール・ワン 

EQUINIA青葉通り 宮城県仙台市 1,640 合同会社スマイル・リテール・ファイブ 

合計 - 153,250  

 

(1) 売買契約締結日 ：平成 25年 4月 3 日 

(2) 取得日  ：平成 25 年 6月 14 日 

(3) 取得先  ：後記「2（2）取得先の概要」をご参照ください。 

(4) 取得資金   ：平成 25 年 5 月 9 日開催の本投資法人役員会にて決議された新投資口の発行による手 

         取金及び借入金(注) 

(5) 決済方法   ：引渡時に全額支払 

 
（注）当該借入の詳細につきましては、本投資法人が平成 25 年 6 月 12 日付で公表しております「資金の借入れに関す

るお知らせ」及び「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。
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2． 取得資産の内容 

 

（1）取得資産の概要 

 取得資産の個別資産毎の概要は以下に記載の表にまとめたとおりです。 

 かかる表中における記載については、特段の記載のない限り平成25年１月末日現在までに判明した事

項につき下記の説明に従って概要を記載したものであり、これらの表については下記の用語をご参照く

ださい。なお、各資産の概要を示した表中の各数値は、特段の記載のない限り平成25年１月末日現在の

ものです。また、以下の表中の各記載において、取得資産である不動産又は不動産信託受益権の信託財

産である不動産を、「本物件」と記載することがあります。 

 

(a）所在地・用途等の記載について 

・「地番」、「敷地面積」、「竣工年月」、「延床面積」及び「構造/階数」については、登記簿上の表

示をもとに記載しています。但し、「竣工年月」及び「構造/階数」については主な建物についてのみ記

載しています。 

・「最寄駅」における徒歩による所要時間については、「不動産の表示に関する公正競争規約」（平成

17年公正取引委員会告示第23号）及び「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」（平成17年公正

取引委員会承認第107号）に基づき、道路距離80メートルにつき１分間を要するものとして算出した数値

を記載しています。 

・「建蔽率」及び「容積率」については、建築基準法、都市計画法（昭和43年法律第100号、その後の改

正を含みます。以下「都市計画法」といいます。）等の関連法令に従って定められた数値を記載してい

ます。 

・「用途地域」については、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる用途地域の種類を記載しています。 

・「主たる用途」については、登記簿上に表示されている建物の種類のうち、主要なものを記載してい

ます。 

・「ＰＭ会社」については、取得資産の不動産管理業務を委託しているＰＭ会社を記載しています。 

・「マスターリース会社」については、取得資産についてマスターリース契約を締結しているマスター

リース会社を記載しています。 

・「マスターリース種別」については、エンドテナントとの間の賃貸借契約に基づく賃料と同額をマス

ターリース会社が支払ういわゆるパス・スルー型のマスターリース契約が締結されているものについて

「パス・スルー型」と、マスターリース会社が固定賃料を支払うこととされているマスターリース契約

が締結されているものについて「賃料保証型」と記載しています。 

・「賃貸借の状況」については、マスターリース種別がパス・スルー型の場合、エンドテナントとの間

の賃貸借について記載しています。 

・「賃貸可能面積」については、個々の資産において賃貸が可能な物流施設又は商業施設等の合計面積

（共用部分等を賃貸している場合には当該面積を含みます。）を記載しています。賃貸可能面積は、登

記簿上の表示ではなく、賃貸借契約書に記載されている面積、建物竣工図等をもとに算出した面積に

よっていますので、登記簿上の表示に基づく延床面積とは必ずしも一致せず、場合により延床面積を上

回ることがあります。底地については、登記簿上の土地面積を契約面積として記載しています。 

・「稼働率」については、個々の資産の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合を記載しています（小数
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点第２位を四捨五入しています。）。 

 

(b）特記事項について 

 「特記事項」は、個々の資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、当該資産の評価額、

収益性、処分性への影響度を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。 
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物件名称 Landport浦安 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成30年６月30日 

最寄駅 JR京葉線「舞浜」駅2.3km 

所在地(住居表示) 千葉県浦安市千鳥11-４ 

土地 

 

 

地番 千葉県浦安市千鳥11番１他 建物 竣工年月 平成20年５月 

建蔽率 70％（注） 構造/階数 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄

骨造合金鋼板葺５階建 容積率 200％ 

用途地域 準工業地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 35,873.00㎡ 延床面積 71,570.64㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 70,045.85㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 ２ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が準工業地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることから割

増を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 
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物件名称 Landport板橋 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成30年１月31日 

最寄駅 都営三田線「西台」駅1.0km 

所在地(住居表示) 東京都板橋区舟渡四丁目８ 

土地 

 

 

地番 東京都板橋区船戸四丁目2843番

29他 

建物 竣工年月 平成20年１月 

建蔽率 60％ 構造/階数 

 

鉄骨鉄筋コンクリート・鉄

骨造陸屋根６階建 容積率 200％ 

用途地域 工業専用地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 27,305.12㎡ 延床面積 53,561.44㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 52,794.55㎡ 稼働率 100.0％ 

テナント数 ２ 

特記事項： 

該当事項はありません。 
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物件名称 Landport厚木 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成33年２月21日 

最寄駅 小田急線「本厚木」駅2.7km 

所在地(住居表示) 神奈川県厚木市緑ヶ丘五丁目１-１ 

土地 

 

 

地番 神奈川県厚木市緑ヶ丘五丁目

2050番１他 

建物 竣工年月 平成19年３月 

建蔽率 70％（注） 構造/階数 鉄骨鉄筋コンクリート造合

金メッキ鋼板葺５階建 容積率 200％ 

用途地域 工業地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 24,808.98㎡ 延床面積 49,504.38㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 47,995.23㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 ２ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が工業地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることから割増

を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 
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はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 8 － 

 

 

物件名称 相模原大野台ロジスティクスセンター 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成30年３月31日 

最寄駅 JR横浜線「古淵」駅1.2 km 

所在地(住居表示) 神奈川県相模原市南区大野台二丁目32-１ 

土地 

 

 

地番 神奈川県相模原市南区大野台二丁目2471

番１ 

建物 竣工年月 平成12年８月 

建蔽率 70％（注） 構造/階数 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄

骨造陸屋根５階建 容積率 200％ 

用途地域 準工業地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 26,978.95㎡ 延床面積 49,927.89㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 57,448.03㎡ 稼働率 100.0％ 

テナント数 １ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が準工業地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることから割

増を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 

 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 9 － 

 

 

物件名称 Landport八王子 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成30年12月４日 

最寄駅 JR八高線「北八王子」駅1.0km 

所在地(住居表示) 東京都八王子市石川町2969-16 

土地 

 

 

地番 東京都八王子市石川町2969番16 建物 竣工年月 平成20年11月 

建蔽率 60％ 構造/階数 鉄骨・鉄筋コンクリート造 

合金メッキ鋼板葺５階建 容積率 200％ 

用途地域 工業専用地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 18,172.05㎡ 延床面積 35,948.63㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 34,896.32㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

テナント数 １ 

特記事項： 

該当事項はありません。 

 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 10 － 

 

 

物件名称 Landport春日部 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成31年７月31日 

最寄駅 東武野田線「八木崎」駅0.8km 

所在地(住居表示) 埼玉県春日部市南栄町３ 

土地 

 

 

地番 埼玉県春日部市南栄町３番 建物 竣工年月 平成21年６月 

建蔽率 70％（注） 構造/階数 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨 

造合金メッキ鋼板葺４階建 容積率 200％ 

用途地域 工業専用地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 14,857.27㎡ 延床面積 29,553.64㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 29,630.48㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 １ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が工業専用地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることから

割増を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 

 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 11 － 

 

 

物件名称 船橋ロジスティクスセンター 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成33年２月21日 

最寄駅 JR京葉線「二俣新町」駅2.6km 

所在地(住居表示) 千葉県船橋市潮見町14番 

土地 

 

 

地番 千葉県船橋市潮見町13番２他 建物 竣工年月 平成３年９月 

建蔽率 70％（注） 構造/階数 鉄骨鉄筋コンクリート造 

陸屋根６階建 容積率 300％ 

用途地域 準工業地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 10,335.00㎡ 延床面積 30,421.70㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 30,641.98㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 ２ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が準工業地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることから割

増を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 

 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 12 － 

 

 

物件名称 厚木南ロジスティクスセンターB棟 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成33年２月21日 

最寄駅 小田急線「愛甲石田」駅1.2km 

所在地(住居表示) 神奈川県厚木市上落合字平川271 

土地 

 

 

地番 神奈川県厚木市上落合字平川276番11 建物 竣工年月 平成17年５月 

建蔽率 70％（注１） 構造/階数 鉄骨造合金メッキ鋼板葺4階

建 容積率 200％ 

用途地域 準工業地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 17,561.51㎡ 延床面積 24,929.27㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 24,909.96㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 １ 

（注１）建蔽率について、本物件の所在地が準工業地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることから

割増を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

（注２）本物件に係る信託の信託財産は、本物件及び厚木南ロジスティクスセンターA棟で構成されています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 13 － 

 

 

物件名称 羽生ロジスティクスセンター 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成28年12月31日 

最寄駅 東武伊勢崎線「南羽生」駅1.2km 

所在地(住居表示) 埼玉県羽生市川崎一丁目216-10 

土地 

 

 

地番 埼玉県羽生市一丁目216番９他 建物 竣工年月 平成18年２月 

建蔽率 70％（注） 構造/階数 

 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺  

３階建 容積率 200％ 

用途地域 市街化調整地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 27,608.94㎡ 延床面積 24,888.67㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 24,850.80㎡ 稼働率 100.0％ 

テナント数 １ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が市街化調整地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることか

ら割増を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 

 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 14 － 

 

物件名称 川口ロジスティクスセンターB棟 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成29年９月30日 

最寄駅 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅1.9km 

所在地(住居表示) 埼玉県川口市領家五丁目３-１ 

土地 

 

 

地番 埼玉県川口市領家五丁目3875番２

他 

建物 竣工年月 平成８年４月 

建蔽率 70％（注） 構造/階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺３

階建 容積率 200％ 

用途地域 工業地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 9,732.87㎡ 延床面積 13,186.31㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 13,648.70㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

テナント数 １ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が工業地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることから割増

を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 15 － 

 

物件名称 川口ロジスティクスセンターA棟 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成29年９月30日 

最寄駅 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅1.9km 

所在地(住居表示) 埼玉県川口市領家五丁目３-１ 

土地 

 

 

地番 埼玉県川口市領家五丁目3875番１

他 

建物 竣工年月 平成３年９月 

建蔽率 70％（注） 構造/階数 鉄骨造陸屋根３階建 

容積率 200％ 

用途地域 工業地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 12,376.31㎡ 延床面積 11,580.06㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 12,003.57㎡ 稼働率 100.0％ 

テナント数 １ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が工業地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることから割増

を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 16 － 

 

物件名称 厚木南ロジスティクスセンターA棟 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成33年２月21日 

最寄駅 小田急線「愛甲石田」駅1.2km 

所在地(住居表示) 神奈川県厚木市上落合字平川276-１ 

土地 

 

 

地番 神奈川県厚木市上落合字平川276番１ 建物 竣工年月 平成15年10月 

建蔽率 70％（注１） 構造/階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階

建 容積率 200％ 

用途地域 準工業地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 16,081.79㎡ 延床面積 9,788.62㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 9,825.52㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 １ 

（注１）建蔽率について、本物件の所在地が準工業地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることから

割増を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

（注２）本物件に係る信託の信託財産は、本物件及び厚木南ロジスティクスセンターB棟で構成されています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 17 － 

 

物件名称 太田新田ロジスティクスセンター 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成28年12月31日 

最寄駅 東武桐生線「藪塚」駅4.5km 

所在地(住居表示) 群馬県太田市新田嘉弥町150-２ 

土地 

 

 

地番 群馬県太田市新田嘉弥町150番２他 建物 竣工年月 平成15年３月 

建蔽率 70％（注） 構造/階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺  

３階建 容積率 200％ 

用途地域 工業専用地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 39,604.26㎡ 延床面積 42,324.75㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 42,328.00㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 １ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が工業専用地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることから

割増を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 18 － 

 

物件名称 太田東新町ロジスティクスセン

ター 

分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成30年12月31日 

最寄駅 東武伊勢崎線「野州山辺」駅2.5km 

所在地(住居表示) 群馬県太田市東新町837-１ 

土地 

 

 

地番 群馬県太田市東新町837番１ 建物 竣工年月 平成20年８月 

建蔽率 70％（注） 構造/階数 鉄骨造合金メッキ鋼板葺３

階建 容積率 200％ 

用途地域 工業専用地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 22,428.97㎡ 延床面積 23,584.72㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 23,584.72㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 １ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が工業専用地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることから

割増を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 19 － 

 

 

物件名称 太田清原ロジスティクスセンター 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成28年12月31日 

最寄駅 JR両毛線「山前駅」3.2km 

所在地(住居表示) 群馬県太田市清原町10-１ 

土地 

 

 

地番 群馬県太田市清原町10番１ 建物 竣工年月 平成16年５月 

建蔽率 70％（注） 構造/階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺３

階建 容積率 200％ 

用途地域 準工業地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 4,950.01㎡ 延床面積 9,048.39㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 9,397.38㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 １ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が準工業地域内に属するため本来60％であるところ、角地であることから割

増を受け、適用建蔽率は70％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 20 － 

 

物件名称 千代田町ロジスティクスセンター 分類 物流施設 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成28年９月30日 

最寄駅 東武小泉線「本中野」駅4.0km 

所在地(住居表示) 群馬県邑楽郡千代田町大字舞木横根原3040 

土地 

 

 

地番 群馬県邑楽郡千代田町大字舞木字

横根原3012番２他 

建物 竣工年月 平成11年１月 

建蔽率 60％（注） 構造/階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺３

階建 容積率 200％ 

用途地域 工業専用地域 主たる用途 倉庫 

敷地面積 6,236.13㎡ 延床面積 4,584.54㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村不動産株式会社、野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 4,592.00㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 1 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が工業専用地域内に属するため本来50％であるところ、角地であることから

割増を受け、適用建蔽率は60％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 21 － 

 

 

物件名称 Morisia 津田沼 分類 商業施設（駅前立地型） 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成28年８月31日 

最寄駅 JR「津田沼」駅徒歩２分 

所在地(住居表示) 千葉県習志野市谷津一丁目16-1 

①低層商業棟、レストラン棟、事務所棟 

土地 地番 千葉県習志野市谷津一丁目1340

番10 

建物 竣工年月 昭和53年10月 

建蔽率 100％（注１） 構造/階数 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄

筋コンクリート造陸屋根 

地下３階付12階建 

容積率 630％（注２） 

用途地域 商業地域 主たる用途 店舗、事務所、駐車場 

敷地面積 16,707.61㎡ 延床面積 94,067.53㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 区分所有権（注３） 

②駐車場棟 

土地 

 

 

地番 千葉県習志野市谷津一丁目1340

番18他 

建物 竣工年月 昭和62年11月 

建蔽率 100％（注１） 構造/階数 鉄骨造陸屋根８階建 

容積率 600％ 

用途地域 商業地域 主たる用途 駐車場 

敷地面積 2,487.03㎡ 延床面積 11,423.50㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 株式会社ジオ・アカマツ 

マスターリース会社 株式会社ジオ・アカマツ マスターリース種別 パス・スルー型 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 39,369.43㎡ 稼働率 

 

99.6％ 

 テナント数 124 

（注１）建蔽率について、本物件の所在地が商業地域内に属するため本来80％であるところ、防火地域内における耐

火建築物であることから割増を受け、適用建蔽率は100％となっています。 

（注２）容積率について、本物件の容積率の限度は、指定容積率600％に指定されていますが、昭和49年３月５日付

「習志野市告示第11号」に基づき、「習志野市谷津町特定街区」に指定され、容積率630％となっています。 

（注３）共用部分の持分割合は、信託受託者が92.57％を保有し、他の区分所有者である財団法人習志野文化ホール

が残りの7.43％を保有しています。 

特記事項： 

１．本物件土地及び習志野市管理の隣接土地上には、習志野市が所有する歩道橋があり、また、本物件土地上には習

志野市が管理する歩道があります。当該歩道橋及び歩道は習志野市の責任と負担において維持管理がなされるこ

ととなっており、かかる維持管理に関し、本物件土地に係る信託受託者は習志野市に対して一定の協力義務を

負っています。また、本物件土地及び習志野市管理の隣接土地の境界線をまたがるペデストリアンデッキにつき

大規模修繕等を行う場合、並びに信託が終了し、本物件土地が信託の受益者に交付される場合、事前に習志野市

との協議が必要とされています。 

２．本物件土地の一部は、習志野市文化ホールの所有を目的として習志野市に対して賃貸されており（地代は全額前

払い済み）、本物件建物の一部は当該土地上にあることから、当該土地部分については、習志野市から無償で転

借している状態にあります。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 22 － 

 

 

物件名称 横須賀モアーズシティ 分類 商業施設（駅前立地型） 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成28年５月31日 

最寄駅 京浜急行「横須賀中央」駅徒歩１分 

所在地(住居表示) 神奈川県横須賀市若松町二丁目30 

土地 

 

 

地番 神奈川県横須賀市若松町二丁目28

番１他 

建物 竣工年月 平成９年７月 

建蔽率 80％・60％（注１） 構造/階数 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄

筋コンクリート、鉄骨造陸

屋根、地下１階付12階建 

容積率 400％・200％（注２） 

用途地域 商業地域・第１種中高層住居専用

地域 

主たる用途 店舗、駐車場 

敷地面積 10,085.83㎡ 延床面積 43,890.82㎡ 

所有形態 所有権（一部共有）（注３） 

地上権(一部準共有)（注４） 

所有形態 区分所有権(店舗) 

区分所有権の共有持分(駐車

場) 

PM会社 野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 株式会社横浜岡田屋 マスターリース種別 賃料保証型（注５） 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 29,383.65㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 １ 

（注１）建蔽率について、本物件の土地のうち敷地南東側の一部以外の部分は商業地域80％、敷地南東側の一部は第

１種中高層住居専用地域60％となっており、面積割合に応じて加重平均された数値が適用されます。 

（注２）容積率について、本物件の土地は、商業地域400％、第１種中高層住居専用地域200％となっており、面積割

合に応じて加重平均された数値が適用されます。 

（注３）本物件土地の所有権の対象面積は5,729.54㎡ですが、その一部（計2,862.49㎡）は４名による共有であり、

本物件に係る信託受託者の持分比率は4,312,423/4,389,082です。 

（注４）本物件土地の地上権の対象面積は4,001.01㎡ですが、その一部（計3,828.44㎡）は４名による準共有であ

り、本物件に係る信託受託者の持分比率は4,312,423/4,389,082です。 

（注５）マスターリース契約上、マスターリース会社は固定賃料を支払うこととされ、また、マスターリース会社が

エンドテナントから受け取る一定時期までの年間賃料が一定の金額を超えた場合には、当該超過部分につき

一定の割合で算出される金額を12で除した月額賃料を当該期間の３ヶ月後以後１年間の変動賃料として、固

定賃料に加えて支払うこととされています。 

特記事項： 

１．本物件建物を含む建物全体の敷地は、区分所有者がそれぞれその一部を所有しており、区分所有者間で当該土地

を相互に借地するいわゆる相互借地となっています。本投資法人が他の区分所有者から借地することとなる土地

の面積は355.28㎡です。 

２．本物件に係る区分所有者間の管理規約において、区分所有者のいずれかがその区分所有権の全部又は一部を譲渡

しようとする場合には、他の区分所有者に書面によりその旨を申し出るものとし、他の区分所有者に一定期間優

先交渉権を与えることとされています。 

３．本物件のマスターリース会社は、隣接する他の区分所有者から賃借している専有部分と一体的に利用するため、

本物件建物の一部につき隣接する他の区分所有の専有部分との間の物理的な仕切りを撤去しています。これに関

連するリスクについては、後記「３ 投資リスク （１）本投資口への投資に関するリスク要因 ③ 不動産に

係るリスク J.区分所有建物に係るリスク」をご参照ください。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 23 － 

 

４．本物件土地上に所在する守衛棟（鉄骨造陸屋根4階建、延床面積109.86㎡）には、第三者に対する賃借権が設定

されています。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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物件名称 EQUINIA新宿 分類 商業施設（駅前立地型） 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  信託期間満了日 平成28年３月31日 

最寄駅 JR「新宿」駅徒歩３分、東京メトロ「新宿三丁目」駅徒歩３分 

所在地(住居表示) 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１-17 

土地 

 

地番 新宿区歌舞伎町一丁目52番6他 建物 竣工年月 昭和63年３月 

建蔽率 100％（注１） 構造/階数 鉄骨鉄筋コンクリート造 

陸屋根地下２階付９階建 容積率 900％・800％（注２） 

用途地域 商業地域 主たる用途 事務所、店舗 

敷地面積 568.98㎡ 延床面積 5,221.88㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 株式会社ザイマックスアクシス  

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 3,611.57㎡ 稼働率 

 

74.1％ 

 テナント数 ８ 

（注１）建蔽率について、本物件の所在地が商業地域内に属するため本来80％であるところ、防火地域内における耐

火建築物であることから割増を受け、適用建蔽率は100％となっています。 

（注２）容積率について、本物件の土地は、南側接面道路端から北へ20ｍ以内の部分は商業地域900％、南側接面道

路端から北へ20ｍを超える部分は商業地域800％となっており、面積割合に応じて加重平均された数値が適

用されます。 

特記事項： 

賃料不払いを理由に、テナントとの間の賃貸借契約（賃貸面積421.65㎡）を平成25年１月31日付で解除しています。 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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物件名称 川崎モアーズ 分類 商業施設（駅前立地型） 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成28年５月31日 

最寄駅 JR「川崎」駅徒歩１分、京浜急行「京急川崎」駅徒歩２分 

所在地(住居表示) 神奈川県川崎市川崎区駅前本町７-１ 

土地 

 

 

地番 神奈川県川崎市川崎区駅前本町

６番１他 

建物 竣工年月 昭和55年８月 

建蔽率 100％（注１） 構造/階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸

屋根地下２階付11階建 容積率 800％ 

用途地域 商業地域 主たる用途 店舗 

敷地面積 2,719.72㎡ 延床面積 22,235.96㎡ 

所有形態 所有権、区分地上権 所有形態 区分所有権 

PM会社 野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 株式会社横浜岡田屋 マスターリース種別 賃料保証型（注２） 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 14,446.48㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 １ 

（注１）建蔽率について、本物件の所在地が商業地域内に属するため本来80％であるところ、防火地域内における耐
火建築物であることから割増を受け、適用建蔽率は100％となっています。 

（注２）マスターリース契約上、マスターリース会社は固定賃料を支払うこととされ、また、マスターリース会社が
エンドテナントから受け取る一定時期までの年間賃料が一定の金額を超えた場合には、当該超過部分につき
一定の割合で算出される金額を12で除した月額賃料を当該期間の３ヶ月後以後１年間の変動賃料として、固
定賃料に加えて支払うこととされています。 

特記事項： 
１．本物件建物を含む建物全体の敷地は、区分所有者がそれぞれその一部を所有しており、区分所有者間で当該土地

を相互に借地するいわゆる相互借地となっています。本投資法人が他の区分所有者から借地することとなる土地
の面積は1,035.44㎡です。 

２．本物件に係る区分所有者間の管理規約において、区分所有者のいずれかがその区分所有権の全部又は一部を譲渡
しようとする場合には、他の区分所有者に書面によりその旨を申し出るものとし、他の区分所有者に一定期間優
先交渉権を与えることとされています。 

３．本物件のマスターリース会社は、隣接する他の区分所有者から賃借している専有部分と一体的に利用するため、
本物件建物の一部につき隣接する他の区分所有の専有部分との間の物理的な仕切りを撤去しています。これに関
連するリスクについては、後記「３ 投資リスク （１）本投資口への投資に関するリスク要因 ③ 不動産に
係るリスク J.区分所有建物に係るリスク」をご参照ください。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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物件名称 EQUINIA池袋 分類 商業施設（駅前立地型） 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  信託期間満了日 平成32年３月31日 

最寄駅 JR「池袋」駅徒歩１分 

所在地(住居表示) 東京都豊島区西池袋一丁目17番10 

土地 

 

 

地番 東京都豊島区西池袋一丁目17番

３他 

建物 竣工年月 昭和48年10月 

建蔽率 100％（注１） 構造/階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸

屋根地下１階付８階建 容積率 900％・800％（注２） 

用途地域 商業地域 主たる用途 事務所 

敷地面積 428.97㎡ 延床面積 3,476.36㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 株式会社ザイマックスアクシス  

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 2,701.66㎡ 稼働率 

 

99.7％ 

 テナント数 14 

（注１）建蔽率について、本物件の所在地が商業地域内に属するため本来80％であるところ、防火地域内における耐

火建築物であることから割増を受け、適用建蔽率は100％となっています。 

（注２）容積率について、本物件の土地は、北側区道の計画線から20ｍ以内の部分は900％、北側区道の計画線から

20ｍを超える部分は800％となっており、面積割合に応じて加重平均された数値が適用されます。 

特記事項： 

該当事項はありません。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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物件名称 covirna machida 分類 商業施設（駅前立地型） 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 

  信託期間満了日 平成29年８月31日 

最寄駅 小田急線、JR横浜線「町田」駅徒歩２分 

所在地(住居表示) 東京都町田市原町田六丁目９-19 

土地 

 

 

地番 東京都町田市原町田六丁目1111

番３他 

建物 竣工年月 昭和56年９月 

建蔽率 100％（注１） 構造/階数 

 

鉄筋コンクリート造陸屋根 

地下１階付５階建 容積率 528％（注２） 

用途地域 商業地域 主たる用途 店舗 

敷地面積 1,033.05㎡ 延床面積 4,209.06㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 株式会社ジオ・アカマツ   

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 2,891.32㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 ７ 

（注１）建蔽率について、本物件の所在地が商業地域内に属するため本来80％であるところ、防火地域内における耐

火建築物であることから割増を受け、適用建蔽率は100％となっています。 

（注２）容積率について、本物件の容積率の限度は、指定容積率600％に指定されていますが、前面道路の幅員によ

る規制（8.8ｍ×60％）が優先されています。 

特記事項： 

本物件の敷地面積には、建築基準法第42条第２項により道路とみなされる部分：約177㎡（私道部分）が含まれま

す。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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物件名称 駿台あざみ野校 分類 商業施設（駅前立地型） 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 平成30年11月30日 

最寄駅 東急田園都市線、横浜市営地下鉄「あざみ野」駅徒歩４分 

所在地(住居表示) 神奈川県横浜市青葉区あざみ野一丁目４番13号 

土地 

 

 

地番 神奈川県横浜市青葉区あざみ野

一丁目４番13 

建物 竣工年月 平成20年11月 

建蔽率 80％ 構造/階数 鉄骨造陸屋根５階建 

容積率 300％ 

用途地域 近隣商業地域 主たる用途 教習所 

敷地面積 742.63㎡ 延床面積 2,145.85㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 野村ビルマネジメント株式会社 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 2,286.47㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 １ 

特記事項： 

該当事項はありません。 

 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 29 － 

 

 

物件名称 EQUINIA青葉台 分類 商業施設（駅前立地型） 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  信託期間満了日 平成32年３月31日 

最寄駅 東急田園都市線「青葉台」駅徒歩１分 

所在地(住居表示) 神奈川県横浜市青葉区青葉台一丁目６-14 

土地 

 

 

地番 神奈川県横浜市青葉区青葉台一

丁目６番14 

建物 竣工年月 昭和57年11月 

建蔽率 100％（注） 構造/階数 鉄骨鉄筋コンクリート造 

陸屋根地下１階付５階建 容積率 400％ 

用途地域 商業地域 主たる用途 事務所 

敷地面積 846.78㎡ 延床面積 3,320.15㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 株式会社ザイマックスアクシス  

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 2,457.36㎡ 稼働率 

 

98.6％ 

 テナント数 ８ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が商業地域内に属するため本来80％であるところ、防火地域内における耐火

建築物であることから割増を受け、適用建蔽率は100％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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物件名称 一番町stear 分類 商業施設（駅前立地型） 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

  信託期間満了日 平成28年３月31日 

最寄駅 JR「仙台」駅徒歩７分、仙台市営地下鉄「広瀬通」駅徒歩３分 

所在地(住居表示) 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目８-８ 

土地 

 

 

地番 宮城県仙台市青葉区一番町三丁

目８番４他 

建物 竣工年月 平成18年２月 

建蔽率 100％（注） 構造/階数 鉄骨・鉄筋コンクリート造

陸屋根地下１階付４階建 容積率 600％ 

用途地域 商業地域 主たる用途 店舗 

敷地面積 2,098.18㎡ 延床面積 6,622.14㎡ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

PM会社 株式会社ジオ・アカマツ 

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 4,582.81㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 ７ 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が商業地域内に属するため本来80％であるところ、防火地域内における耐火

建築物であることから割増を受け、適用建蔽率は100％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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物件名称 EQUINIA青葉通り 分類 商業施設（駅前立地型） 

特定資産の種類 信託受益権 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 

  信託期間満了日 平成30年６月30日 

最寄駅 JR「仙台」駅徒歩１分、JR「あおば通」駅徒歩１分 

所在地(住居表示) 宮城県仙台市青葉区中央三丁目１-22 

土地 

 

 

地番 宮城県仙台市青葉区中央三丁目

１番６他 

建物 竣工年月 平成20年６月 

建蔽率 100％（注） 構造/階数 鉄骨造陸屋根 地下１階付

10階建 容積率 700％ 

用途地域 商業地域 主たる用途 店舗、事務所 

敷地面積 787.31㎡ 延床面積 5,692.03㎡ 

所有形態 借地権 所有形態 所有権 

PM会社 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社  

マスターリース会社 - マスターリース種別 - 

賃貸借の状況 

賃貸可能面積 4,030.37㎡ 稼働率 

 

100.0％ 

 テナント数 19 

（注）建蔽率について、本物件の所在地が商業地域内に属するため本来80％であるところ、防火地域内における耐火

建築物であることから割増を受け、適用建蔽率は100％となっています。 

特記事項： 

該当事項はありません。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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（2）取得先の概要 

・Landport浦安、Landport板橋、Landport厚木、相模原大野台ロジスティクスセンター、Landport八王子、

Landport春日部、船橋ロジスティクスセンター、厚木南ロジスティクスセンターB棟、羽生ロジスティク

スセンター、川口ロジスティクスセンターB棟、川口ロジスティクスセンターA棟、厚木南ロジスティク

スセンターA棟、太田新田ロジスティクスセンター、太田東新町ロジスティクスセンター、太田清原ロジ

スティクスセンター、千代田町ロジスティクスセンター 

名称 合同会社スマイル・ロジスティクス・ツー 

所在地 東京都新宿区西新宿八丁目5番1号 

代表者 中澤真二 

事業内容 1.信託受益権の取得、保有及び処分 

2.不動産の購入、売却、賃貸及び管理 

3.前各号に付帯する一切の業務 

資本金 300万円 

本投資法人・資産運用会社との関係 資産運用会社がアセット・マネジメント業務を受託する

私募ファンド 

 

・Morisia津田沼 

名称 合同会社スマイル・リテール・テン 

所在地 東京都新宿区西新宿八丁目5番1号 

代表者 中澤真二 

事業内容 1.信託受益権の取得、保有及び処分 

2.不動産の購入、売却、賃貸及び管理 

3.前各号に付帯する一切の業務 

資本金 300万円 

本投資法人・資産運用会社との関係 資産運用会社がアセット・マネジメント業務を受託する

私募ファンド 

 

 ・横須賀モアーズシティ、川崎モアーズ 

名称 合同会社スマイル・リテール・ツー 

所在地 東京都新宿区西新宿八丁目5番1号 

代表者 中澤真二 

事業内容 1.信託受益権の取得、保有及び処分 

2.不動産の購入、売却、賃貸及び管理 

3.前各号に付帯する一切の業務 

資本金 300万円 

本投資法人・資産運用会社との関係 資産運用会社がアセット・マネジメント業務を受託する

私募ファンド 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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 ・EQUINIA 新宿、EQUINIA 池袋、EQUINIA 青葉台、一番街 stear 

名称 有限会社スマイル・リテール・ワン 

所在地 東京都新宿区西新宿八丁目5番1号 

代表者 中澤真二 

事業内容 1.信託受益権の取得、保有ならびに売却 

2.不動産の売買、賃貸、ならびに管理 

3.上記各号に付帯関連する一切の業務 

資本金 300万円 

本投資法人・資産運用会社との関係 資産運用会社がアセット・マネジメント業務を受託する

私募ファンド 

 

 ・covirna machida 

名称 合同会社スマイル・リテール・シックス 

所在地 東京都新宿区西新宿八丁目5番1号 

代表者 中澤真二 

事業内容 1.信託受益権の取得、保有及び処分 

2.不動産の購入、売却、賃貸及び管理 

3.前各号に付帯する一切の業務 

資本金 300万円 

本投資法人・資産運用会社との関係 資産運用会社がアセット・マネジメント業務を受託する

私募ファンド 

 

 ・駿台あざみ野校 

名称 合同会社スマイル・リテール・セブン 

所在地 東京都新宿区西新宿八丁目5番1号 

代表者 中澤真二 

事業内容 1.信託受益権の取得、保有及び処分 

2.不動産の購入、売却、賃貸及び管理 

3.前各号に付帯する一切の業務 

資本金 300万円 

本投資法人・資産運用会社との関係 資産運用会社がアセット・マネジメント業務を受託する

私募ファンド 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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 ・EQUINIA 青葉通り 

名称 合同会社スマイル・リテール・ファイブ 

所在地 東京都新宿区西新宿八丁目5番1号 

代表者 中澤真二 

事業内容 1.信託受益権の取得、保有及び処分 

2.不動産の購入、売却、賃貸及び管理 

3.前各号に付帯する一切の業務 

資本金 300万円 

本投資法人・資産運用会社との関係 資産運用会社がアセット・マネジメント業務を受託する

私募ファンド 

 

  

(3)利害関係人との取引 

各取得資産の取得先は、資産運用会社の利害関係者取引規程上の利害関係者に該当するため、資産運

用会社は、利害関係者取引規程に従い、売買契約の締結に当たり、コンプライアンス・オフィサーによ

る法令・諸規則の遵守の確認を経た上で、平成 25 年２月 26 日開催のコンプライアンス委員会による審

議及び承認並びに同年２月 28 日開催の投資委員会における審議及び決定を得ています。 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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3． 物件取得者等の状況 

特別な利害関係のある者からの物件取得は以下のとおりです。以下の表においては①会社名・氏名、②特

別な利害関係にある者との関係、③取得経緯・理由等を記載しております。 

 

物件名 

（所在地） 
前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

※ 

①、②、③ 

取得（譲渡）価格 

取得（譲渡）時期 

①、②、③ 

取得（譲渡）価格 

取得（譲渡）時期 

①、②、③ 

取得（譲渡）価格 

取得（譲渡）時期 

Landport 浦安 

（千葉県浦安市

千鳥 11-4） 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 20年 6月   

Landport 板橋 

（東京都板橋区

舟渡四丁目 8） 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 20年 1月   

Landport 厚木 

（神奈川県厚木

市緑ヶ丘五丁目

1-1） 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

①有限会社ジョフィ厚木ロジス

ティクス 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

 

平成 19年 12月 平成 17年 12月  



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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物件名 

（所在地） 
前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

相模原大野台ロ

ジスティクスセ

ンター 

(神奈川県相模原

市南区大野台二

丁目 32-1) 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 20年 3月   

Landport 八王子 

（東京都八王子

市石川町 2969-

16） 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 20年 12月   

Landport 春日部 

（埼玉県春日部

市南栄町 3） 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

①春日部ロジスティクス開発特

定目的会社 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

 

平成 21年 7月 平成 19年 6月  

船橋ロジスティ

ク ス セ ン タ ー

（千葉県船橋市

潮見町 14） 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 18年 3月   



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 37 － 

 

物件名 

（所在地） 
前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

厚 木 南 ロ ジ ス

テ ィ ク ス セ ン

ターB 棟（神奈

川県厚木市上落

合 271） 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 18年 3月   

羽生ロジスティ

ク ス セ ン タ ー 

(埼玉県羽生市川

崎 1-21-10) 

 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 18年 12月   

川口ロジスティ

クスセンター B

棟(埼玉県川口市

領家五丁目 3-1) 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

①有限会社ジョフィ川口ウェア

ハウス 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

 

平成 19年 3月 平成 16年 1月  

川口ロジスティ

クスセンター A

棟(埼玉県川口市

領家五丁目 3-1) 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

①有限会社ジョフィ川口ウェア

ハウス 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

 

平成 19年 3月 平成 16年 1月  



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 38 － 

 

物件名 

（所在地） 
前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

厚 木 南 ロ ジ ス

テ ィ ク ス セ ン

ターA 棟（神奈

川県厚木市上落

合 276-1） 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 18年 3月   

太田新田ロジス

テ ィ ク ス セ ン

ター (群馬県太

田市新田嘉祢町

150-2) 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 18年 12月   

太田東新町ロジ

スティクスセン

ター (群馬県太

田市東新町 837-

1) 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 20年 12月   

太田清原ロジス

テ ィ ク ス セ ン

ター (群馬県太

田市清原町 10-

1) 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 18年 12月   



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 39 － 

 

物件名 

（所在地） 
前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

千代田町ロジス

テ ィ ク ス セ ン

ター (群馬県邑

楽郡千代田町大

字 舞 木 横 根 原

3040) 

①合同会社スマイル・ロジス

ティクス・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 18年 9月   

Morisia 津田沼 

(千葉県習志野市

谷津一丁目 16-

1) 

①合同会社スマイル・リテー

ル・テン 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

①合同会社ジョフィ津田沼リ

テール 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

 

平成 20年 8月 平成 18年 8月  

横須賀モアーズ

シティ(神奈川県

横須賀市若松町

二丁目 30) 

①合同会社スマイル・リテー

ル・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 18年 5月   

EQUINIA新宿 

(東京都新宿区歌

舞伎町一丁目 1-

17) 

①有限会社スマイル・リテー

ル・ワン 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 18年 3月   



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 40 － 

 

物件名 

（所在地） 
前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

川崎モアーズ 

(神奈川県川崎市

川崎区駅前本町

7-1) 

①合同会社スマイル・リテー

ル・ツー 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 18年 9月   

EQUINIA池袋 

(東京都豊島区西

池袋一丁目 17 番

10) 

①有限会社スマイル・リテー

ル・ワン 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

 

①有限会社ジェイ・エヌ・イン

ベスト 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

 

平成 17年 12月 平成 15年 2月  

covirna machida 

(東京都町田市原

町田六丁目 9-

19) 

①合同会社スマイル・リテー

ル・シックス 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

①有限会社ジョフィ町田リテー

ル 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

 

平成 19年 8月 平成 16年 3月  

駿台あざみ野校 

(神奈川県横浜市

青葉区あざみ野

一丁目 4 番 13

号) 

①合同会社スマイル・リテー

ル・セブン 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 20年 11月   



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 41 － 

 

物件名 

（所在地） 
前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

EQUINIA青葉台 

(神奈川県横浜市

青葉区青葉台一

丁目 6-14) 

①有限会社スマイル・リテー

ル・ワン 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

①有限会社ジョフィ横浜青葉 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

 

平成 17年 12月 平成 15年 2月  

一番町 stear 

(宮城県仙台市青

葉区一番町三丁

目 8-8) 

①有限会社スマイル・リテー

ル・ワン 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 18年 3月   

EQUINIA 青葉通

り 

(宮城県仙台市青

葉区中央三丁目

1-22) 

①合同会社スマイル・リテー

ル・ファイブ 

②資産運用会社（野村不動産投

資顧問株式会社）がアセット・

マネジメント業務を受託する私

募ファンド 

③投資運用目的で取得（保有期

間：1年超） 

特別な利害関係にある者以外  

1年を超えて所有していたため

記載を省略します 

  

平成 20年 6月   



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当
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4. 媒介の概要 

該当ありません 

 

 

5. 今後の見通し 

平成 25 年 8 月期（平成 25 年 1 月 31 日～平成 25 年 8 月末日）及び平成 26 年 2 月期（平成 25 年 9 月 1

日～平成 26 年 2 月末日）における本投資法人の運用状況の見通しについては、平成 25 年 6 月 12 日公表

の「平成 25 年 8月期及び平成 26年 2 月期の運用状況の予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※本投資法人のホームページアドレス：http://www.nre-mf.co.jp 

 

＜添付資料＞ 

 参考資料 1 鑑定評価書の概要（取得予定資産を含む） 

 参考資料 2 建物状況評価報告書の概要及び地震リスク分析の概要（取得予定資産を含む） 

 参考資料 3 ポートフォリオ一覧（取得予定資産を含む） 

 参考資料 4 建物等の概要（取得予定資産を含む） 

 

http://www.nre-mf.co.jp/
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＜添付資料＞ 

参考資料 1 鑑定評価書の概要（取得予定資産を含む） 

 

用途 物件名称 鑑定評価機関 価格時点 
鑑定評価額 
（百万円） 
（注１） 

収益価格（百万円） 
NOI利回り 

（NOI÷取得
(予定）価格） 

（注３） 

直接還元法 DCF法 

NOI 
（注２） 価格 

還元 
利回り 

価格 割引率 
最終還
元利回
り 

 

Landport浦安 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
１月31日 

17,600 17,900 4.9% 17,500 
5.0% 
5.1% 

(注４) 
5.2% 885 5.1% 

Landport板橋 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
１月31日 

16,100 16,300 5.1% 16,000 
5.1% 
5.2% 

(注５) 
5.4% 830 5.3% 

Landport川越 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
２月28日 

13,700 13,700 5.6% 13,600 5.3% 5.8% 781 5.7% 

Landport厚木 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
１月31日 

11,600 11,700 5.3% 11,600 
5.2% 
5.4% 

(注６) 
5.6% 626 5.5% 

相模原田名ロジスティク
スセンター 

大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

10,900 11,000 5.4% 10,900 5.3% 5.7% 607 5.7% 

相模原大野台ロジスティ
クスセンター 

(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
１月31日 

9,020 9,030 5.6% 9,000 5.2% 5.8% 524 6.0% 

物流 
 
 

Landport八王子 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
１月31日 

8,520 8,560 5.5% 8,480 5.2% 5.7% 472 5.7% 

Landport春日部 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
１月31日 

7,420 7,470 5.5% 7,370 5.1% 5.8% 410 5.6% 

船橋ロジスティクスセン
ター 

(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
１月31日 

4,750 4,790 5.6% 4,710 5.3% 5.9% 291 6.3% 

厚木南ロジスティクスセ
ンターB棟 

㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
１月31日 

4,630 4,690 5.4% 4,610 
5.3% 
5.5% 

(注７) 
5.7% 252 5.5% 

羽生ロジスティクスセン
ター 

大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

4,110 4,140 6.1% 4,100 5.9% 6.3% 257 6.8% 

川口ロジスティクスセン
ターB棟 

大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

3,990 4,010 5.4% 3,980 5.2% 5.6% 221 5.9% 

 

川口ロジスティクスセン
ターA棟 

大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

2,980 2,990 5.8% 2,970 5.6% 6.0% 173 6.1% 

厚木南ロジスティクスセ
ンターA棟 

㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
１月31日 

2,840 2,870 5.4% 2,820 
5.3% 
5.5% 

(注８) 
5.7% 156 5.8% 

太田新田ロジスティクス
センター 

大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

3,620 3,640 6.5% 3,610 6.3% 6.7% 241 7.1% 

太田東新町ロジスティク
スセンター 

大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

2,330 2,350 6.4% 2,320 6.2% 6.6% 153 7.1% 

太田清原ロジスティクス
センター 

大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

688 689 6.4% 687 6.2% 6.6% 46 7.1% 

千代田町ロジスティクス
センター 

大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

355 356 6.7% 354 6.2% 6.6% 26 8.1% 

 物流小計 - - 125,153 - - - - - 6,960 5.7% 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 

 

 

－ 44 － 

 

 

 

用途 物件名称 鑑定評価機関 価格時点 
鑑定評価額 
（百万円） 
（注１） 

収益価格（百万円） 
NOI利回り 

（NOI÷取得
(予定）価格） 

（注３） 

直接還元法 DCF法 

NOI 
（注２） 価格 

還元 
利回り 

価格 割引率 
最終還
元利回
り 

 

Morisia 津田沼 
大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

17,000 16,800 5.8% 17,100 5.6% 6.0% 1,149 6.9% 

横須賀モアーズシティ 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
１月31日 

13,900 14,100 5.9% 13,800 5.9% 6.2% 879 6.5% 

EQUINIA新宿 
大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

4,320 4,310 4.5% 4,320 4.3% 4.7% 203 4.8% 

川崎モアーズ 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
１月31日 

4,100 4,130 5.2% 4,090 5.2% 5.5% 261 6.5% 

EQUINIA池袋 
大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

4,060 3,970 4.8% 4,100 4.6% 5.0% 195 4.9% 

covirna machida 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
１月31日 

3,550 3,580 6.2% 3,520 5.8% 6.2% 226 6.6% 

 

 

 
商業 

ニトリ幕張店 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
１月31日 

3,200 3,240 5.9% 3,160 5.7% 6.2% 190 6.2% 

コナミスポーツクラブ府
中 

大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

2,940 2,950 6.0% 2,940 5.8% 6.2% 169 6.2% 

FESTA SQUARE 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
１月31日 

2,710 2,720 6.2% 2,700 5.9% 6.4% 168 6.5% 

GEMS渋谷 
大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年３
月１日 

2,490 2,500 5.1% 2,490 4.9% 5.3% 126 5.1% 

駿台あざみ野校 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
１月31日 

1,760 1,770 6.1% 1,750 5.7% 6.4% 108 6.4% 

EQUINIA青葉台 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
１月31日 

1,650 1,660 6.2% 1,640 6.0% 6.4% 109 7.0% 

メガロス神奈川店 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
１月31日 

1,090 1,100 6.4% 1,080 6.3% 7.0% 75 7.5% 

 

イズミヤ千里丘店 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
１月31日 

9,590 9,480 6.0% 9,640 
5.8% 
6.2% 

(注９) 
6.3% 585 6.6% 

Merad大和田 
大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
１月31日 

6,850 6,790 6.5% 6,880 6.3% 6.7% 459 6.9% 

イズミヤ八尾店 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
１月31日 

4,530 4,640 6.3% 4,480 
6.1% 
6.5% 

(注10) 
6.6% 307 7.0% 

イズミヤ小林店 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
１月31日 

3,110 3,150 6.4% 3,090 
6.2% 
6.6% 

(注11) 
6.7% 220 7.3% 

一番町stear 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
１月31日 

4,970 4,800 5.3% 5,040 
5.3% 
5.5% 

(注12) 
5.6% 252 5.4% 

EQUINIA青葉通り 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
１月31日 

1,720 1,570 5.9% 1,780 6.1% 6.2% 103 6.3% 
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用途 物件名称 鑑定評価機関 価格時点 
鑑定評価額 
（百万円） 
（注１） 

収益価格（百万円） 
NOI利回り 

（NOI÷取得
(予定)価格） 
（注３） 

直接還元法 DCF法 

NOI 
（注２） 価格 

還元 
利回り 

価格 割引率 
最終還
元利回
り 

 

三菱自動車 目黒店 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
1月31日 

2,800 - - 2,800 5.5% - 155 5.7% 

三菱自動車 調布店 
大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
1月31日 

1,820 - - 1,820 5.3% - 93 5.3% 

三菱自動車 渋谷店 
大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
1月31日 

1,690 - - 1,690 5.1% - 86 5.5% 

三菱自動車 練馬店 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
1月31日 

1,270 - - 1,270 5.6% - 70 5.7% 

三菱自動車 川崎店 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
1月31日 

1,010 - - 1,010 7.0% 7.4% 73 7.7% 

三菱自動車 高井戸店 
大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
1月31日 

888 - - 888 5.2% - 44 5.3% 

商業 
(底地) 

 

三菱自動車 葛飾店 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
1月31日 

811 - - 811 5.5% - 44 5.6% 

三菱自動車 東久留米店 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
1月31日 

812 - - 812 7.0% - 55 6.9% 

三菱自動車 世田谷店 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
1月31日 

777 - - 777 5.6% - 43 5.7% 

三菱自動車 杉並店 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
1月31日 

780 - - 780 5.3% 5.7% 39 5.3% 

三菱自動車 関町店 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
1月31日 

612 - - 612 5.6% - 34 5.8% 

三菱自動車 東大和店 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
1月31日 

484 - - 484 8.5% 8.9% 42 9.5% 

 

三菱自動車 元住吉店 
(財)日本不
動産研究所 

平成25年 
1月31日 

373 - - 373 6.0% - 22 6.0% 

三菱自動車 川越店 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
1月31日 

354 - - 354 6.2% 6.6% 22 6.4% 

三菱自動車 江戸川店 
大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
1月31日 

207 - - 207 5.6% - 10 5.2% 

三菱自動車 狭山店 
㈱谷澤総合
鑑定所 

平成25年 
1月31日 

165 - - 165 8.8% 9.2% 14 9.2% 

三菱自動車 
茨木メンテナンスセン
ター 

大和不動産
鑑定㈱ 

平成25年 
1月31日 

875 - - 875 6.1% - 48 6.0% 

  商業小計 - - 109,268 - - - - - 6,696 6.3% 

  合計 - - 234,421 - - - - - 13,657 6.0% 

（注１） 「鑑定評価額」は、各不動産鑑定士（鑑定評価機関）による鑑定評価額を記載しています。 
不動産の鑑定評価額は、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152号）及び不動産鑑定評価基準等に
従い鑑定評価を行った各不動産鑑定士（鑑定評価機関）が、価格時点における評価対象不動産の価格に関する
意見を示したものにとどまります。同じ不動産について再度鑑定評価を行った場合でも、鑑定評価を行う不動
産鑑定士、鑑定評価の方法又は時期によって鑑定評価額が異なる可能性があります。また、不動産の鑑定評価
は、現在及び将来における当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。 
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なお、鑑定評価額の算定にあたっては、原価法並びに収益還元法（直接還元法及びＤＣＦ法）を適用していま
す。対象となる不動産について、市場において投資採算性が重視されて価格形成されており、適格機関投資家
等の投資対象と認められる場合には、収益還元法を採用して鑑定評価額が決定されています。原価法による積
算価格は、収益価格を検証するための指標として活用されています。 
「直接還元法」とは、収益還元法（不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求
めることにより不動産の試算価格を求める手法）によって収益価格を求める方法のうち、一定期間の純収益を
還元利回りによって還元する方法をいいます。 
「ＤＣＦ法（ディスカウント・キャッシュフロー法）」とは、収益還元法によって収益価格を求める方法のうち、
連続する複数の期間に発生する純利益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれ
を合計する方法をいいます。 

（注２） 「ＮＯＩ」は、底地以外の物件については、鑑定評価書に記載された直接還元法による運営純収益（Net 
Operating Income）を、底地物件については、鑑定評価書に記載されたＤＣＦ法における初年度運営純収益を
記載（百万円未満を切り捨てています。）しています。そのため、各物件の「ＮＯＩ」の合計が各小計及び合計
欄に記載の金額と一致しないことがあります。なお、ＮＯＩは、減価償却費を控除する前の収益であって、Ｎ
ＯＩに敷金等の運用益を加算し、資本的支出を控除したＮＣＦ（Net Cash Flow）とは異なります。 

（注３） 「ＮＯＩ利回り（ＮＯＩ÷取得(予定)価格）」は、ＮＯＩの額を取得(予定)価格で除した数値です（小数点第２
位を四捨五入しています。）。なお、物流小計、商業小計及び合計は、これらに属する各取得(予定)資産のＮＯ
Ｉの合計額を取得(予定)価格の合計で除した数値です（小数点第２位を四捨五入しています。）。 

（注４） 「Landport浦安」の割引率は、価格時点後１年から２年については5.0％、３年から11年については5.1％です。 
（注５） 「Landport板橋」の割引率は、価格時点後１年から２年については5.1％、３年から11年については5.2％です。 
（注６） 「Landport厚木」の割引率は、価格時点後１年から４年については5.2％、５年から11年については5.4％です。 
（注７） 「厚木南ロジスティクスセンターB棟」の割引率は、価格時点後１年から２年については5.3％、３年から11年

については5.5％です。 
（注８） 「厚木南ロジスティクスセンターA棟」の割引率は、価格時点後１年から10年については5.3％、11年について

は5.5％です。 
（注９） 「イズミヤ千里丘店」の割引率は、価格時点後１年から10年については5.8％、11年については6.2％です。 
（注10） 「イズミヤ八尾店」の割引率は、価格時点後１年から10年については6.1％、11年については6.5％です。 
（注11） 「イズミヤ小林店」の割引率は、価格時点後１年から６年については6.2％、７年から11年については6.6％で

す。 
（注12） 「一番町stear」の割引率は、価格時点後１年から３年については5.3％、４年から11年については5.5％です。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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＜添付資料＞ 

参考資料 2 建物状況評価報告書の概要及び地震リスク分析の概要（取得予定資産を含む） 

用途 物件名称 建物状況報告書 作成者 作成月 

緊急修繕 

費用 

（百万円） 

（注１） 

短期修繕 

費用 

（百万円） 

（注２） 

長期修繕 

費用 

（百万円） 

（注３） 

PML 

(%) 

 

Landport浦安 清水建設㈱ 平成25年２月 0 0 292 4.61 

Landport板橋 清水建設㈱ 平成25年２月 0 0 176 6.17 

Landport川越 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年３月 0 0 310  4.85  

Landport厚木 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年２月 0 0 101 10.06 

相模原田名ロジスティクスセンター 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年３月 0 0 162  4.92 

相模原大野台ロジスティクスセンター 清水建設㈱ 平成25年２月 0 0 427 12.96 

物流 

Landport八王子 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年２月 0 0 83 11.29 

Landport春日部 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年２月 0 0 78 7.33 

船橋ロジスティクスセンター 清水建設㈱ 平成25年２月 0 0 425 5.24 

厚木南ロジスティクスセンターB棟 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年２月 0 0 10 12.38 

羽生ロジスティクスセンター 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年２月 0 0 84 5.15 

川口ロジスティクスセンターB棟 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年２月 0 0 155 5.05 

 

川口ロジスティクスセンターA棟 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年２月 0 0 193 6.32 

厚木南ロジスティクスセンターA棟 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年２月 0 0 87 12.35 

太田新田ロジスティクスセンター 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年２月 0 0 113 2.01 

太田東新町ロジスティクスセンター 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年２月 0 0 56 1.39 

太田清原ロジスティクスセンター 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年２月 0 0 22 1.39 

千代田町ロジスティクスセンター 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング㈱ 
平成25年２月 0 0 53 7.23 

 物流小計 - - 0 0 2,835 5.76 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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用途 物件名称 建物状況報告書 作成者 作成月 

緊急修繕 

費用 

（百万円） 

（注１） 

短期修繕 

費用 

（百万円） 

（注２） 

長期修繕 

費用 

（百万円） 

（注３） 

PML 

(%) 

(注４) 

 

Morisia 津田沼 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 0 2,540 5.93  

横須賀モアーズシティ 清水建設㈱ 平成25年２月 0 144 814 12.79 

EQUINIA新宿 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 0 221 7.5 

川崎モアーズ 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 1 731 11.24 

EQUINIA池袋 清水建設㈱ 平成25年２月 0 0 144 10.82 

covirna machida 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 300 120 14.8 

商業 

ニトリ幕張店 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 0 77 5.93 

コナミスポーツクラブ府中 清水建設㈱ 平成25年２月 0 0 204 2.4 

FESTA SQUARE 清水建設㈱ 平成25年２月 0 0 43 6.36 

GEMS渋谷 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年３月 0 0 14  1.81  

駿台あざみ野校 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 0 31 6.93 

EQUINIA青葉台 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 0 137 9.91 

メガロス神奈川店 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 0 94 11.24 

 

イズミヤ千里丘店 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 0 239 14.44 

Merad大和田 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 0 270 10.16 

イズミヤ八尾店 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 0 168 14.37 

イズミヤ小林店 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 0 236 12.95 

一番町stear 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 0 66 2.76 

EQUINIA青葉通り 
東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 
平成25年２月 0 0 81 0.34 

  商業小計 - - 0 445 6,238 5.60 

 合計 - - 0 445 9,073 5.28 

（注１）緊急修繕費用とは、機能上、日常業務に支障をきたす不具合が発生している項目、又は法規上の改善の指導を受

けている未改修の項目等の修繕費用（百万円未満を切り捨てています。）を示します。 

（注２）短期修繕費用とは、標準的な修繕、又は内装・設備の更新に係わる費用以外で、劣化が進んでいるため早期に改

修が望まれる項目、又は放置すれば不具合が発生すると思われる項目等、１年以内に必要とされる修繕費用（百

万円未満を切り捨てています。）を示します。 

（注３）長期修繕費用の見積額は、長期的修繕費用予測（12年間）の合計金額(百万円未満を切り捨てています。)です。 

（注４）ＰＭＬとは、想定した予定使用期間（50年＝一般的建物の耐用年数）中に想定される最大規模の地震（475年に

一度起こる可能性のある大地震＝50年間に起こる可能性が10％の大地震）によりどの程度の被害を被るかを、損

害の予想復旧費用の再調達価格に対する比率（％）で示したものを意味しており、ＮＫＳＪリスクマネジメント

株式会社作成の報告書に基づいて記載しています。 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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参考資料 3 ポートフォリオ一覧（取得予定資産を含む） 

用途 地域 
（注１） 物件名称 

取得(予定)価格 
（百万円） 
（注２） 

投資比率 
（注３） 

鑑定評価額 
（百万円） 
（注４） 

取得(予定)日 

  

Landport浦安 17,400 7.6% 17,600 平成25年６月14日 

Landport板橋 15,710 6.9% 16,100 平成25年６月14日 

Landport川越 13,700 6.0% 13,700 平成25年７月31日 

Landport厚木 11,410 5.0% 11,600 平成25年６月14日 

相模原田名ロジスティクスセンター 10,600 4.7% 10,900 平成25年７月19日 

 

 

 

物流 

東京圏 

 

相模原大野台ロジスティクスセンター 8,700 3.8% 9,020 平成25年６月14日 

Landport八王子 8,250 3.6% 8,520 平成25年６月14日 

Landport春日部 7,340 3.2% 7,420 平成25年６月14日 

船橋ロジスティクスセンター 4,660 2.0% 4,750 平成25年６月14日 

厚木南ロジスティクスセンターB棟 4,590 2.0% 4,630 平成25年６月14日 

  

羽生ロジスティクスセンター 3,810 1.7% 4,110 平成25年６月14日 

川口ロジスティクスセンターB棟 3,750 1.6% 3,990 平成25年６月14日 

川口ロジスティクスセンターA棟 2,830 1.2% 2,980 平成25年６月14日 

厚木南ロジスティクスセンターA棟 2,690 1.2% 2,840 平成25年６月14日 

 その他 

太田新田ロジスティクスセンター 3,430 1.5% 3,620 平成25年６月14日 

太田東新町ロジスティクスセンター 2,170 1.0% 2,330 平成25年６月14日 

太田清原ロジスティクスセンター 650 0.3% 688 平成25年６月14日 

千代田町ロジスティクスセンター 330 0.1% 355 平成25年６月14日 

 物流小計   122,020 53.6% 125,153 - 

  

Morisia 津田沼 16,600 7.3% 17,000 平成25年６月14日 

横須賀モアーズシティ 13,640 6.0% 13,900 平成25年６月14日 

EQUINIA新宿 4,260 1.9% 4,320 平成25年６月14日 

川崎モアーズ 4,000 1.8% 4,100 平成25年６月14日 

 東京圏  

EQUINIA池袋 3,990 1.8% 4,060 平成25年６月14日 

covirna machida 3,440 1.5% 3,550 平成25年６月14日 

ニトリ幕張店 3,080 1.4% 3,200 平成25年６月13日 

コナミスポーツクラブ府中 2,730 1.2% 2,940 平成25年６月13日 

FESTA SQUARE 2,600 1.1% 2,710 平成25年６月13日 
商業 

 

 

 

 

GEMS渋谷 2,490 1.1% 2,490 平成25年７月31日 

駿台あざみ野校 1,700 0.7% 1,760 平成25年６月14日 

EQUINIA青葉台 1,560 0.7% 1,650 平成25年６月14日 

メガロス神奈川店 1,000 0.4% 1,090 平成25年６月13日 

 近畿圏 

イズミヤ千里丘店 8,930 3.9% 9,590 平成25年６月13日 

Merad 大和田 6,640 2.9% 6,850 平成25年６月13日 

イズミヤ八尾店 4,406 1.9% 4,530 平成25年６月13日 

イズミヤ小林店 3,020 1.3% 3,110 平成25年６月13日 

 その他 
一番町stear 4,700 2.1% 4,970 平成25年６月14日 

EQUINIA青葉通り 1,640 0.7% 1,720 平成25年６月14日 

  

三菱自動車 目黒店  2,740 1.2% 2,800 平成25年６月13日 

三菱自動車 調布店 1,760 0.8% 1,820 平成25年６月13日 

三菱自動車 渋谷店 1,570 0.7% 1,690 平成25年６月13日 

三菱自動車 練馬店 1,240 0.5% 1,270 平成25年６月13日 

三菱自動車 川崎店 950 0.4% 1,010 平成25年６月13日 

 

 

商業 

(底地) 

東京圏 

三菱自動車 高井戸店 850 0.4% 888 平成25年６月13日 

三菱自動車 葛飾店 800 0.4% 811 平成25年６月13日 

三菱自動車 東久留米店 800 0.4% 812 平成25年６月13日 

三菱自動車 世田谷店 770 0.3% 777 平成25年６月13日 

三菱自動車 杉並店 740 0.3% 780 平成25年６月13日 

三菱自動車 関町店 600 0.3% 612 平成25年６月13日 

  

三菱自動車 東大和店 450 0.2% 484 平成25年６月13日 

三菱自動車 元住吉店 370 0.2% 373 平成25年６月13日 

三菱自動車 川越店 350 0.2% 354 平成25年６月13日 

三菱自動車 江戸川店 200 0.1% 207 平成25年６月13日 

三菱自動車 狭山店 160 0.1% 165 平成25年６月13日 

 近畿圏 三菱自動車 茨木メンテナンスセンター 820 0.4% 875 平成25年６月13日 

 商業小計   105,596 46.4% 109,268 - 

合計 227,616 100.0% 234,421 - 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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（注１）「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「近畿圏」とは、大阪府、京都府、兵庫県及び奈

良県をいい、「中京圏」とは、愛知県、岐阜県及び三重県をいい、「その他」とは、東京圏、近畿圏及び中京圏以

外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。 

（注２）「取得（予定）価格」は、当該不動産等の取得に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課等）を含まない金額

（停止条件付売買契約に記載された不動産等の売買代金の金額）を記載しています。 

（注３）「投資比率」は、取得（予定）価格に基づき、各資産の取得（予定）価格がポートフォリオ全体（全54物件）の

取得（予定）価格総額に占める比率を記載しています。なお、小数点第２位を四捨五入しているため、合計が

100％にならない場合があります。 

（注４）「鑑定評価額」は、各不動産鑑定士（鑑定評価機関）による鑑定評価額を記載しています（前記「参考資料1 鑑

定評価書の概要（取得予定資産を含む）」に記載の各価格時点を価格時点として鑑定評価機関が収益還元法に基

づく価格を標準として算出した価額によります。）。 

 

 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券

の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当

該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。 
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参考資料 4 建物等の概要（取得予定資産を含む）      （平成 25年１月末日現在） 

用途 
地域 

（注１） 
物件名称 所在地 竣工年月 

賃貸可能 

面積 

（㎡） 

（注２） 

賃貸面積 

（㎡） 

（注３） 

稼働率 

（注４） 

テナント 

数 

（注５） 

年間 

賃料 

（百万円） 

（注６） 

敷金・ 

保証金 

（百万円） 

（注７） 

  

Landport浦安 
千葉県 

浦安市 
平成20年５月 70,045.85 70,045.85 100.0% ２ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

Landport板橋 
東京都 

板橋区 
平成20年１月 52,794.55 52,794.55 100.0% ２ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

Landport川越 
埼玉県 

川越市 
平成21年５月 71,569.89  71,569.89 100.0% ２ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

Landport厚木 
神奈川県 

厚木市 
平成19年３月 47,995.23 47,995.23 100.0% ２ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

相模原田名ロジスティクスセン

ター 

神奈川県 

相模原市 
平成19年10月 50,450.00 50,450.00 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

 

 

 

物流 

東京圏 

 

 

相模原大野台ロジスティクスセ

ンター 

神奈川県 

相模原市 
平成12年８月 57,448.03 57,448.03 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

Landport八王子 
東京都 

八王子市 
平成20年11月 34,896.32 34,896.32 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

Landport春日部 
埼玉県 

春日部市 
平成21年６月 29,630.48 29,630.48 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

船橋ロジスティクスセンター 
千葉県 

船橋市 
平成３年９月 30,641.98 30,641.98 100.0% ２ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

厚木南ロジスティクスセンター 

B棟 

神奈川県 

厚木市 
平成17年５月 24,909.96 24,909.96 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

  

羽生ロジスティクスセンター 
埼玉県 

羽生市 
平成18年２月 24,850.80 24,850.80 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

川口ロジスティクスセンターB棟 
埼玉県 

川口市 
平成８年４月 13,648.70 13,648.70 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

川口ロジスティクスセンターA棟 
埼玉県 

川口市 
平成３年９月 12,003.57 12,003.57 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

厚木南ロジスティクスセンター 

A棟 

神奈川県 

厚木市 
平成15年10月 9,825.52 9,825.52 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

 その他 

太田新田ロジスティクスセン

ター 

群馬県 

太田市 
平成15年３月 42,328.00 42,328.00 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

太田東新町ロジスティクスセン

ター 

群馬県 

太田市 
平成20年８月 23,584.72 23,584.72 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

太田清原ロジスティクスセン

ター 

群馬県 

太田市 
平成16年５月 9,397.38 9,397.38 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

千代田町ロジスティクスセン

ター 

群馬県 

邑楽郡 
平成11年１月 4,592.00 4,592.00 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

 物流小計  - - 610,612.98 610,612.98 100.0% 23 8,214 3,948 

  

Morisia 津田沼 
千葉県 低層商業棟:昭和53年10月 

39,369.43 39,222.33 99.6% 124 1,745 892 
習志野市 駐車場棟:昭和62年11月 

横須賀モアーズシティ 
神奈川県 

横須賀市 
平成９年７月 29,383.65 29,383.65 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

EQUINIA新宿 
東京都 

新宿区 
昭和63年３月 3,611.57 2,676.28 74.1% ８ 253 211 

川崎モアーズ 
神奈川県 

川崎市 
昭和55年８月 14,446.48 14,446.48 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

商業 
 

東京圏 
 

EQUINIA池袋 
東京都 

豊島区 
昭和48年10月 2,701.66 2,693.93 99.7% 14 273 239 

covirna machida 
東京都 

町田市 
昭和56年９月 2,891.32 2,891.32 100.0% ７ 274 145 

ニトリ幕張店 
千葉県 

千葉市 
平成19年11月 14,367.98 14,367.98 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

コナミスポーツクラブ府中 
東京都 

府中市 
平成12年２月 12,385.18 12,385.18 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

FESTA SQUARE 
埼玉県 

さいたま市 
平成20年９月 7,480.63 7,480.63 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

  

GEMS渋谷 
東京都 

渋谷区 
平成24年９月 1,791.34 1,791.34 100.0% 10 162 128 

駿台あざみ野校 
神奈川県 

横浜市 
平成20年11月 2,286.47 2,286.47 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

EQUINIA青葉台 
神奈川県 

横浜市 
昭和57年11月 2,457.36 2,423.30 98.6% ８ 145 135 

メガロス神奈川店 
神奈川県 

横浜市 
平成14年５月 6,217.85 6,217.85 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 
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用途 
地域 

（注１） 
物件名称  所在地  竣工年月  

賃貸可能 

面積 

（㎡） 

（注２） 

賃貸面積 

（㎡） 

（注３） 

稼働率 

（注４） 

テナント 

数 

（注５） 

年間 

賃料 

（百万円） 

（注６） 

敷金・ 

保証金 

（百万円） 

（注７） 

商業 

近畿圏 

イズミヤ千里丘店  
大阪府 別棟: 平成11年７月 

24,399.12 24,399.12 100.0% １ 
- 

(注８) 

- 

(注８) 吹田市 本棟: 平成12年６月 

Merad 大和田  
大阪府 店舗: 平成６年９月 14,941.54 14,941.54 

100.0% １ 
- 

(注８) 

- 

(注８) 大阪市  物流: 平成12年７月 5,856.50 5,856.50 

イズミヤ八尾店  
大阪府 新築: 平成15年７月 

34,198.01 34,198.01 100.0% １ 
- 

(注８) 

- 

(注８) 八尾市 増築: 平成24年４月 

イズミヤ小林店 
兵庫県 

宝塚市 

新築: 昭和48年９月 

11,714.36 11,714.36 100.0% １ 
- 

(注８) 

- 

(注８) 
増築：昭和52年10月 

増築：平成13年１月 

その他 

一番町stear 
宮城県 

仙台市 
平成18年２月 4,582.81 4,582.81 100.0% ７ 424 317 

EQUINIA青葉通り 
宮城県 

仙台市 
平成20年６月 4,030.37 4,030.37 100.0% 19 277 255 

  

三菱自動車 目黒店 
東京都 

目黒区 
- 3,381.19 3,381.19 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 調布店 
東京都 

調布市 
- 4,183.63 4,183.63 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 渋谷店 
東京都 

渋谷区 
- 1,421.31 1,421.31 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 練馬店 
東京都 

練馬区 
- 1,725.61 1,725.61 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 川崎店 
神奈川県 

川崎市 
- 3,057.02 3,057.02 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

 

 

商業 

(底地) 

東京圏 

三菱自動車 高井戸店 
東京都 

杉並区 
- 1,923.64 1,923.64 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 葛飾店 
東京都 

葛飾区 
- 1,930.05 1,930.05 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 東久留米店 
東京都 

東久留米市 
- 4,105.00 4,105.00 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 世田谷店 
東京都 

世田谷区 
- 1,305.78 1,305.78 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 杉並店 
東京都 

杉並区 
- 1,831.00 1,831.00 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 関町店 
東京都 

練馬区 
- 989.77 989.77 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

  

三菱自動車 東大和店 
東京都 

東大和市 
- 2,783.79 2,783.79 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 元住吉店 
神奈川県 

川崎市 
- 1,646.97 1,646.97 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 川越店 
埼玉県 

川越市 
- 2,462.40 2,462.40 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 江戸川店 
東京都 

江戸川区 
- 892.56 892.56 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

三菱自動車 狭山店 
埼玉県 

狭山市 
- 1,793.00 1,793.00 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

 近畿圏 
三菱自動車  

茨木メンテナンスセンター 

大阪府 

茨木市 
- 5,704.24 5,704.24 100.0% １ 

- 

(注８) 

- 

(注８) 

 商業小計   - - 280,250.59 279,126.41 99.6% 225 8,465 4,767 

合計 - - 890,863.57 889,739.39 99.9% 248 16,680 8,715 

 

（注１）「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「近畿圏」とは、大阪府、京都府、兵庫県及び

奈良県をいい、「中京圏」とは、愛知県、岐阜県及び三重県をいい、「その他」とは、東京圏、近畿圏及び中京

圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。 

（注２）「賃貸可能面積」は、個々の資産において賃貸が可能な物流施設又は商業施設等の合計面積（共用部分等を賃貸

している場合には当該面積を含みます。）を記載しています。賃貸可能面積は、登記簿上の表示ではなく、賃貸

借契約書に記載されている面積、建物竣工図等をもとに算出した面積によっていますので、登記簿上の表示に

基づく延床面積とは必ずしも一致せず、場合により延床面積を上回ることがあります。底地については、登記



ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の取得完了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたもので

はありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証

券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において

証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタス

は、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 
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簿上の土地面積を契約面積として記載しています。 

（注３）「賃貸面積」は、個々の資産において、実際にエンドテナントとの間で賃貸借契約が締結され賃貸が行われてい

る面積（賃貸借契約書に記載された面積。但し、物流施設又は商業施設の面積（貸室の全部が一括して賃貸に

供されている場合は、その貸室全体の面積）に限り、駐車場等の貸付面積を含みません。但し、貸室の一部又

は全部を、マスターリース会社が賃料保証型でマスターリースを行っている場合には、当該部分については、

エンドテナントとの賃貸借契約の有無にかかわらず、賃貸面積に算入しています。）を記載しています。底地に

ついては、底地の賃貸面積を記載しています。 

（注４）「稼働率」は、個々の資産の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合として求めています（小数点第２位を四捨五

入しています。）。 

（注５）「テナント数」の算定にあたっては、貸室の一部又は全部が転貸を目的として一括して賃貸に供され、当該賃貸

借契約（マスターリース契約）における賃借人がエンドテナント（実際の利用者たる転借人）に対し当該貸室

の転貸を行う契約が締結されている場合については、当該マスターリース契約の賃借人を１テナントと数えて

います。但し、マスターリース契約における賃借人から受領する賃料が、当該賃借人がエンドテナントから受

領する賃料と同額とされているいわゆるパス・スルー型のマスターリース契約となっている資産については、

エンドテナントの総数を記載しています。また、特定のテナントが特定の資産にて複数の貸室を賃借している

場合についてはこれを当該資産について１テナントと数え、複数の資産を賃借している場合には別に数えて小

計及び合計欄には延べテナント数を記載しています。 

（注６）「年間賃料」は、個々の資産において、実際にエンドテナントとの間で締結されている、平成25年１月末日現在

において有効な賃貸借契約上の１ヶ月分の賃料及び共益費（賃貸借契約上、共用部分等を賃借している場合に

は当該賃料を含み、賃料に駐車場使用料相当分が含まれる場合には、当該駐車場使用料相当分を含みます。ま

た、貸室の一部又は全部を、マスターリース会社が賃料保証型でマスターリースを行っている場合には、当該

部分についてはマスターリース会社との間で締結されている賃貸借契約上の賃料等に基づいています。）の合計

を12倍した金額（百万円未満を切り捨てています。）を記載しています。そのため、各テナントの年間賃料収入

の金額の合計が小計及び合計欄に記載の金額と一致しないことがあります。なお、契約により一定期間賃料が

免除されているテナントについては、上記の表では当該免除期間は考慮せず、当該免除期間終了直後の１ヶ月

分の賃料及び共益費に基づき算出しています。また、賃料が売上歩合制になっているテナントの場合は、基本

賃料水準を基準としています。 

（注７）「敷金・保証金」は、平成25年１月末日現在における個々の資産に係るエンドテナントとの間の各賃貸借契約

書に記載された敷金・保証金の残高の合計額（百万円未満を切り捨てています。）を記載しています。そのた

め、各物件の「敷金・保証金」の合計が各小計及び合計欄に記載の金額と一致しないことがあります。 
（注８）テナントの承諾が得られていないため、開示していません。 

 


