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2021～2022　国際ロータリー会長　シャカール・メータ

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊事業所開設
　太田　豊君（13日）

＊配偶者誕生日
　金井良雄君（真奈美夫人10日）

＊入会記念日
　黒栁告芳君（H29.12.12）

第2956回例会（11月30日）☆司会　中和信治 副SAA

今日の例会（2021年 12月 7日）

「年次総会」
担当：森住　等会長

次回の例会（2021年 12月 14日）

「忘年親睦例会」
担当：石村哲也君

点鐘　…森住　等会長

斉唱　…それでこそロータリー

ゲスト紹介

大和ハウス工業㈱ 厚木支社流通店舗事業部
山口　茜様

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・標準定款・推奨細則に関するご案内
・日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせ
・ロータリーの友事務所　12月の運営に関するお

知らせ
・疾病予防と治療月間　リソースのご案内

◎厚木市役所　より
・3度目のセーフコミュニティ国際認証取得につい

て（通知）
◎神奈川県共同募金会厚木市支会事務局　より

・令和3年度赤い羽根共同募金運動（その他の募金）
へのご協力のお礼
７，４１５円

委員会報告

◎親睦活動委員会
忘年親睦例会について

スマイル

森住　等会長・栗原良幸幹事
先々週の認証状伝達記念例会は関係各位の皆様のお
陰で無事終了しました。ありがとうございます。今日
の卓話担当は財津さんです。大和ハウス工業㈱厚木
支社 流通店舗事業部 山口茜様、卓話宜しくお願いい
たします。

黒栁告芳君
休みが多くすみませんでした。犬は元気になりまし
た。早嵜さん、アドバイス有難うございました。

早嵜慶一郎君
先日レンブラントホテル厚木でTVの撮影がありま
した。フジテレビの月曜日10時の「アバランチ」とい
う綾野剛主演のドラマです。撮影後半に出演依頼が
あり、ホテルマン役と思ったら、なんど総理を守るＳ
Ｐ役でした。また放映は来週と聞いていたのですが、
昨日終わってしまいました。機会がありましたら見
てください。

難波有三君
結婚記念日のお花をありがとうございました。

柳田純昭君
所用の為、少し早く退席させていただきます。

西嶌洋一君
結婚記念日のお花をいただきました。昭和45年に結
婚して51年経ちました。時間の経過が早く感じられ
る年代になりました。お祝いありがとうございます。
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例会「物流施設開発について」

担当：財津高広君
講師：大和ハウス工業㈱ 厚木支社流通店舗事業部 山口　茜様

物流開発について
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成長ドライバーである事業施設を中心に海外を含めてこの３年間で
1兆3,500億円の不動産投資を計画し、さらなる事業規模の拡大を図ります。

不動産投資額の推移

（単位：億円）
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863 1,206 1,108

1,652 781

賃貸住宅

127 362

200

307 260

5,420

1,965

3,380

3,000

商業施設 事業施設

第5次中計(実績)

第4次中計(実績)
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進捗状況

海外事業

13,5006,5001,500 1,500500

1,191 4,015 1,309 8,638(2019年4月～2021年3月)65
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賃貸住宅 23％

住宅ストック3％

マンション 8％

商業施設１9％

その他 12％

事業施設
２3％

戸建住宅12％

セグメント（事業）別売上高比率

約2.2倍

3

北海道地区
364,098㎡東北地区

876,900㎡

関東地区
5,755,517㎡

中部地区
2,139,150㎡

近畿地区
1,251,654㎡

中国・四国地区
924,157㎡

九州地区
617,776㎡

2021年3月末現在 開発中含

物流施設 開発実績

総開発敷地面積 11,818,827㎡

西迫　哲君
会員誕生日＆結婚記念日のお祝いありがとうござい
ます。童顔ですが、58才になりました。

福原譲二君
入会のお祝いありがとうございます。入会してはや3
年。まだまだ初心者マーク外せませんが、今後もよろ
しくお願いします。

愛宕淳志君
先週の結婚記念日にきれいなお花をありがとうござ
いました。妻も大変よろこんでいました。当日は久し
ぶりに妻と2人で食事に出かけました。

今日のお花

シクラメン（森住　等会長）
アンスリューム（栗原良幸幹事）

菊（滝澤　勇君）
ノースポール（建部卓也君）
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開発面積
（㎡）

面積 件数
（件）

シェア

１ 大和ハウス工業 7,705,188 20.7% 262

２ P社 6,520,013 17.5% 100

３ G社 2,956,152 7.9% 32

４ M社 2,592,803 7.0% 28

５ Ｅ社 2,140,077 5.7% 25

全施設 計 37,253,528 790

■ 開発会社別 物流施設シェア（2021年9月末までの竣工済累計実績）

引用：日本ロジフィールド総合研究所

開発件数・開発延床面積とも、シェアNO.1

物流施設開発のシェア

©  Daiwa House Industry Co., Ltd. All rights reserved. 本資料の無断転載を禁じます。

次世代型物流施設の開発 物流のDX化
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カテゴリ
マルチセンター

ＷＭＳ
コントロール
システム

ささげ 搬送ロボット

求貨求車【ピッキングロボット】
【ドローンリモート自動運転】
【ロボットオペレーション】
【RFID】

保管効率 マネジメント 作業 搬送 配車 車輌

保管費
20％

「保管費」以外のコストは80％
人件費
2５％

その他
１５％

配送費
４0％※維持費・設備費・ｼｽﾃﾑ費等

物流センター

物流IT企業のホールディングス:ダイワロジテックを設立
物流のDX化を促進し、保管費以外の80%に着手

Daiwa House Industry Co., Ltd. All rights reserved. 本資料の無断転載を禁じます。

物流施設開発における特色
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● お客様の物流ニーズに沿った施設開発
・グローバル企業とのリレーション構築（ユニクロ、アマゾン）
・グローバルサプライチェーンの構築 （国分、川西倉庫）
・Dプロジェクト沖縄浦添、DPL豊見城Ⅰ・Ⅱ（東南アジア物流ハブ）
・JR貨物様×モーダルシフトの推進（CO2削減、物流効率向上）

● デベロッパーとしての工業団地・区画整理・PPPの取り組み
・工業団地の開発造成（茨木北テクノタウン、東南アジア諸国）
・区画整理事業に参画（三郷市、和光市、伊勢原市）
・PPP官民連携による再整備（富山市地方公設卸売市場）

● サステナブルな物流施設開発
・自社開発の免震システムを採用（大型地震に対する備え）
・各自治体との防災協定締結 （地域貢献）
・大型蓄電池の標準設置 （非常時のブラックアウト回避）
・保育施設の設置 （働き方改革に貢献）
・環境配慮型物流施設の推進 （環境認証の取得）

● 次世代型物流施設の開発 物流のDX化
・ダイワロジテックの設立 （2018年DPL市川ILC運用開始）
・物流ロボティクス×AIの推進 （2021年3月AGV利用サービス開始）

©  Daiwa House Industry Co., Ltd. All rights reserved. 本資料の無断転載を禁じます。

工業団地開発（データセンター）
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日本最大のデータセンター団地
「千葉ニュータウンデータセンターパークプロジェクト」

インターネット用のサーバーなどのIT機器に供給可能な最大電気容量600MWを誇る、
総敷地面積約235,000㎡、総延床面積約330,000㎡（「東京ドーム」約7個分）の
日本最大のデータセンター団地（最大15棟）の開発を行います。

総開発延床面積 約10,441,336㎡

開発棟数 225棟
開発延床面積 約5,092,453㎡

ＢＴＳ型

（2021年6月施工中含）

開発事業 開発実績

マルチテナント型

開発棟数 76棟
開発延床面積 約 5,348,883㎡

（2021年6月施工中含）
5
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物流ロボティクス×AIの推進

MUJIN（ピッキングロボット）

アッカ（搬送ロボット）

ロボットオペレーション
Daiwa House Industry Co., Ltd. All rights reserved. 本資料の無断転載を禁じます。。
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ワワンンスストトッッププ・・ロロジジスステティィククスス・・ソソリリュューーシショョンン

●● 不不動動産産開開発発

おお客客様様ののビビジジネネススののススピピーードドににおお応応ええすするるたためめ、、
物物流流施施設設ににふふささわわししいい不不動動産産開開発発にに注注力力ししてていいまますす。。
常常にに防防府府なな不不動動産産をを保保有有ししてていいまますすののでで、、
様様々々ななニニーーズズににおお応応ええいいたたししまますす。。

01 03 05 07 08060402

●● 事事業業ススキキーームム提提案案

物物流流戦戦略略をを策策定定すするる上上でで必必要要ななののがが、、
事事業業ススキキーームムでですす。。
資資金金面面・・財財務務面面のの課課題題にに対対応応しし、、
拠拠点点戦戦略略をを含含めめたた、、土土地地のの利利活活用用戦戦略略のの確確立立はは
経経営営にに直直結結ししたた課課題題でですす。。

●● 設設計計施施工工

確確かかなな技技術術力力とと全全国国にに広広ががるる
数数多多くくのの物物流流施施設設づづくくりりでで培培っったた
防防府府なな経経験験ととノノウウハハウウをを活活かかししたた
おお客客様様のの事事業業ににふふささわわししいい施施設設をを提提案案ししまますす。。

●● ププロロパパテティィママネネジジメメンントト
施施設設管管理理

不不動動産産、、施施設設のの資資産産価価値値、、収収益益をを
最最大大限限にに高高めめるるたためめにに、、
ソソフフトト面面ととハハーードド面面双双方方ににおおいいてて、、
高高いいレレベベルルののププロロパパテティィママネネジジメメンントト業業務務をを
提提供供ししまますす。。

物物流流戦戦略略構構築築 ●●

今今やや物物流流戦戦略略をを構構築築すするるここととはは、、
経経営営戦戦略略をを左左右右すするるほほどど大大ききなな課課題題でですす。。

おお客客様様ののニニーーズズややササププラライイチチェェーーンンにに合合わわせせ、、
効効果果的的なな物物流流戦戦略略をを提提案案ししまますす。。

運運営営設設計計 ●●

ググロローーババルル化化すするるササププラライイチチェェーーンンをを支支ええ
「「止止ままららなないい」」物物流流をを実実現現すするる運運営営シシスステテムムをを設設計計、、構構築築。。

おお客客様様のの業業務務ププロロセセススにに応応じじたた、、
庫庫内内配配置置、、物物流流効効率率化化をを実実現現ししまますす。。

セセンンタターー運運営営 ●●

おお客客様様視視点点にに立立っったたロロジジスステティィククススササーービビススのの
提提供供ははももちちろろんんののこことと、、

高高品品質質のの３３ＰＰＬＬ機機能能をを一一歩歩超超ええたた
「「統統合合ロロジジスステティィククススソソリリュューーシショョンン」」をを提提供供ししまますす。。

自自社社リリーートト ●●

自自社社リリーートトをを活活用用いいたただだくくここととでで、、
出出口口戦戦略略ととししてて長長期期的的なな安安定定収収益益ををササポポーートト。。

ままたた不不動動産産のの再再利利用用ににおおいいててもも
効効果果的的ななごご提提案案をを行行いいまますす。。

卸売市場再開発
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課題
全国1,100か所の卸売市場は、市街地や流通拠点の
「価値の高いロケー ション」に「広大な敷地面積」を
有する特徴がありますが、売上減や老朽化の課題に
直面しています。

ソリューション
大和ハウス工業の様々なソリューションを活用し、
卸売市場の全面建替と余剰地活用の開発セットで
行うことで、地域における食の拠点の再生を図ります。
これら新たな事業の創生と拡大を、
担当エリアの事業所と連携して行うことで、
地域活性化に繋がる提案に取り組みます。

2021年3月優先交渉権獲得富山市場再整備事業

敷地面積：約37,000坪 延床面積：約17,000坪

市場再整備事業の目的
１．富山市場施設の耐震化と老朽化の課題解決のため、PPP方式による市場再整備富山市の財政負担低減

２．食の流通を支える拠点を強化するとともに、将来にわたり市民に安全•安心な『食』を安定的に供給する「コンパクトな流通拠点化」

３．質の高い多様なライフスタイルを実現する「SDGs未来都市」の富山市の新たな交流拠点として整備
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出席報告　＜会員41名、出席対象39名＞

11 月 9 日例会　　確定出席率 83.33％ 11 月 30 日例会　　出席 34 名　欠席 6 名　出席率 87.18％
＜事後メイク＞
　黄金井陽介君（11月19日／県央RC）

＜事前メイク＞
　常磐重雄君（11月30日／地区）
＜欠席＞
　相田　洋君・金井良雄君・髙橋伸一郎君・今井銀河君
　米山尚登君

新工場建設であまった⼟地を早急に活用したい企業様に対して
大和ハウス工業が⼟地を購⼊。

環境配慮型マルチテナント型物流センターを建設。

所在地 神奈川県相模原市
敷地面積 ４１，７７８㎡
延床面積 ７９，７１２㎡
竣工 ２０１３年１２月

DPL相模原

• RC+S造 免震構造 2ランプ式

⾮常用発電機500kVA設置

• 環境配慮型物流施設

DPL相模原

相模原愛川IC
⼩⽥急線 相
模大野駅

国道１６号線

相模原

DPL相模原
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工業団地開発（陸上養殖施設）
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日本最大級のサーモンの陸上養殖施設
官民連携した工業団地造成事業による新産業の創出
土地取得は小山町が行い、当社はその土地を購入、
区画の構築や造成を行うことに加え、
企業誘致も官民連携して行う工業団地造成事業を実施。

所在地 静岡県駿東郡小山町湯船下原1278-11他（「D-Project Industry 富士小山Ⅰ」内）
交 通 東名高速道路「足柄スマートインターチェンジ」より約10km（車で約20分）

JR東海御殿場線「駿河小山駅」より約5km（車で約10分）
敷地面積 56,762.26㎡（17,170.58坪）
建築面積 27,641.96㎡（8,361.69坪）
延床面積 27,901.85㎡（8,440.30坪）
構造・規模 鉄骨造・一部2階建て
建物用途 閉鎖型陸上養殖施設
事 業 主 Proximar（プロキシマー）株式会社（プロキシマーシーフード社100％子会社）
設計・施工 大和ハウス工業株式会社
着 工 2021年4月26日
竣 工 2023年6月末（予定）
稼働開始 2023年度（予定）

所在地 神奈川県川崎市川崎区
敷地面積 ４６，８６８㎡
延床面積 ９２，９２４㎡
竣工 ２０１７年６月

• RC+S造 2ランプ式
垂直搬送機・ドッグレベラー将来対応

• 約4,000坪/フロア×5層

⾼層階に４温度帯対応の
マルチテナント型物流センター川崎夜光

DPL川崎夜光

DPL川崎夜光

大師JCT
JR川崎駅

浜川崎IC

⽻⽥空港

温度帯
５F -25℃～10℃
４F ドライ
３F ドライ
２F ドライ
１F 0℃～20℃）

DPL川崎夜光
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所在地 神奈川県横浜市鶴見区
敷地面積 ６１，３７９㎡
延床面積 １４９，３４９㎡
竣工 ２０１４年３月

• RC+S造 免震構造 2ランプ式
⾮常用発電機500kVA設置

• 約6,000坪/フロア×6層

都⼼から30km圏内、免震構造６階建ての大型物流施設
横浜大⿊

DPL横浜大⿊ DPL横浜大⿊

JR・京急線
鶴⾒駅

⽣⻨JCT

大⿊ふ頭IC

DPL横浜大⿊
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エリーパワー株式会社様 川崎工場
場所：神奈川県川崎市川崎区⽔江町
用途：工場
■第1工場（写真右） 延床面積：4,784
㎡
竣工年月：2010年3月
■第2工場（写真左）
延床面積：18,000㎡ 竣工年月：2012年
5月

最新の設備を備えたフルオートメーション工場
オフィスや自治体でのBCP対策、家庭でのピークシフト対策や⾮常用電源として幅広く活用できる蓄電システムの製造

公共・産業用

主な製品
住宅・法人用
可搬型蓄電システム定置用蓄電システム

汎用型産業用蓄電システム
大容量蓄電システム

エリーパワー

物件概要


