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北海道・東北エリア00棟００００㎡

関東エリア00棟００００㎡中部エリア00棟００００㎡

近畿エリア00棟００００㎡

九州エリア00棟００００㎡
中国・四国エリア00棟００００㎡

北陸エリア00棟００００㎡

大和ハウスの物流施設開発の取り組み
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全国のDプロジェクト開発実績

2017年10月末現在 予定含む

総開発敷地面積 約２１２万坪 ／ 約７００万㎡

開発延床面積 約５９万坪 ／ 約１９５万㎡



所在地 大阪府茨木市松下町１－１
構造・規模 鉄骨（ＣＦＴ）造 ６階建て
敷地面積 ６１，８４１㎡（１８，７０６坪）
延床面積 ９０，４８６㎡（２７，３７２坪）

Ｄプロジェクト茨木Ａ棟 関西ゲートウェイターミナル

茨木ＩＣ

茨木ＩＣ

用途 配送センターおよび倉庫 業種 -
カバーエリア - カバー拠点数 -
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Ｄプロジェクト坂出Ａ棟
所在地 香川県坂出市番の州町
構造・規模 鉄骨造 平屋建て
敷地面積 １１８，７９５㎡（３５，９３５坪）
延床面積 ２７，９６７㎡（８，４６０坪）

Ⅱ期、Ⅲ期増築計画進行中
坂出ＩＣ

3



Ｄプロジェクト有明Ⅰ
所在地 東京都江東区有明
構造・規模 ＲＣ＋Ｓ造（免震） ６階建て
敷地面積 ３６，３０９㎡（１０，９８３坪）
延床面積 １１３，１４８㎡（３４，２２７坪）

台場ＩＣ

有明ＪＣＴ

台場ＩＣ
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Ｄプロジェクト和光Ａ棟
所在地 埼玉県和光市新倉
構造・規模 重量鉄骨造 ６階建て
敷地面積 ３２，３２０㎡（９，７７６坪）
延床面積 ７８，５１６㎡（２３，７５１坪）

和光北ＩＣ

5
和光北ＩＣ



第１種農地では、日本で初めての農地転用許可（農林水産省関東農政局内）を取得し物流開発
Before After

Point
・「新川耕地」として第１種農地指定されていた当該地であったが６５％もの不耕作地が発生していた。
・地元の要望や大和ハウスの呼びかけによって、農林水産省 関東農政局より第１種農地として初めて農地転用許可が得られた
・第１種農地とは１０ha以上の規模の一団の農地で良好な営農条件を備えている農地原則農地からの転用は許可されない

物件名 Dプロジェクト流山

所在地 千葉県流山市

開発敷地面積 １８．２ha

総延床面積 ４１０，０００㎡（３棟）

竣工予定 ２０１８年

従前用途地域 市街化調整区域

（区分） 第１種農地

Ｄプロジェクト流山
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Ｄプロジェクト流山
『大和ハウスが着工発表 国内最大級の物流施設』

大和ハウス工業は21日、千葉県流山市で国内最大級の物流施設の建設に着手したと発表した。２０１８年３月に一部の営業を開始し、インターネット通販向け製品などの倉庫として流通業者らに貸し出す。総投資額は約８００億円。完成後は不動産投資信託（REIT）に売却する予定。 （日本経済新聞2016/7 /22記事より引用）
『大和ハウス 国内最大の物流施設』

大和ハウスが現在流山市で建設中の延べ床面積約３９平方メートルの物流施設の近くに約４７万平方メートルの土地を購入し、２０２２年にも延べ床面積約８２万平方メートルの倉庫を完成させる。総投資は最大で２４００億円を見込む。
流山の物流施設では約８０００人を雇用する計画で、うち６０００人を女性中心とするパートでまかなう。託児スペースを併設したオフィスを全国展開するママスクエア（東京・港区）と提携し、物流センターの敷地内に６００人預けられる託児所を整備する。施設内の倉庫には人工知能（AI）作用のシステムを使う搬送ロボット「バトラー」を導入。出入りの多い商品の棚を集配所の近くに配置して作業効率を高め、棚卸しなど力仕事を削減する。

（日本経済新聞2017/7 /29記事より引用）
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ビッグデータ、AI、ロボット、IoTを導入し、各領域におけるサービスを提供し、物流業務の効率化をお手伝い致します。

保管効率 搬送 配車作業 車輌

先進技術

〉〉
物流領域 保管費

20％
人件費

25％
その他

※維持費・設備費・ｼｽﾃﾑ費等
15％

配送費
40％

〉〉 〉〉 〉〉 〉〉 〉〉

マネジメント

カテゴリマルチセンター コントロールシステム 搬送ロボット 求貨求車
WMS

ささげ
アッカ・インターナショナル

物流センター

「保管費」以外のコストは80％

Intelligent Logistics Center
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「保管費」以外の手つかずの80％に着手

物流イノベーションの為

スマートＩＣ直結

物流システム構築物流コンサルティング クラウドシステムの構築支援 ネット通販のフルフィルメント事業 自動搬送ロボットシステムの販売 クラウド型配車・運行管理システム

物流ＩＴ企業のホールディングス
株式会社ダイワロジテック

フレームワークス モノプラス アッカ・インターナショナル グラウンド ハコブ

フレームワークス次世代ロジスティクスオープンデータ活用コンテスト

ＤＰＬ市川

ＤＰＬ流山
事業所内保育

働き方改革

ショールーム化

実用化

中継物流
ＤＰＬ坂戸

Intelligent Logistics Center

9



Intelligent Logistics Center 物流イノベーション 中継物流

平成29年2月 国土交通省 「物流政策の主な取組について」参考資料２より抜粋

坂戸

関越自動車道「坂戸西スマートＩＣ」に直結
坂戸西スマートＩＣ

大和ハウス工業の取組み

中継輸送の普及・実用化に向けて
○中継輸送を導入することにより、輸送の効率化を図り、不規則な就業形態や⾧時間労働の解消を図る。
・輸送の効率化を図ることにより、トラック運送業界の生産性を向上。女性、若年層等の新規就労・定着促進などによる人材の確保・育成地域住民の生活を支える物流ネットワークを確保し地域の活力を維持

ＤＰＬ坂戸
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Intelligent Logistics Center 働き方改革 ママスクエア
『大和ハウス 国内最大の物流施設』

大和ハウスが現在流山市で建設中の延べ床面積約３９平方メートルの物流施設の近くに約４７万平方メートルの土地を購入し、２０２２年にも延べ床面積約８２万平方メートルの倉庫を完成させる。総投資は最大で２４００億円を見込む。流山の物流施設では約８０００人を雇用する計画で、うち６０００人を女性中心とするパートでまかなう。託児スペースを併設したオフィスを全国展開するママスクエア（東京・港区）と提携し、物流センターの敷地内に６００人預けられる託児所を整備する。
施設内の倉庫には人工知能（AI）作用のシステムを使う搬送ロボット「バトラー」を導入。出入りの多い商品の棚を集配所の近くに配置して作業効率を高め、棚卸しなど力仕事を削減する。 （日本経済新聞2017/7 /29記事より引用）

大和ハウスではママスクエアと連携し、明るく開放的な空間、来館者、従業員の皆様に寛いで頂ける憩いの空間をご用意します。事業所内託児所では、近隣に住む20代・30代の子育て世代の雇用を掘り起こし、働くお母様がお子様と離れずに仕事が出来る【職住近接】のワーキングスタイルを実現し働き方改革を推進しております。

ママスクエアと連携し「働き方改革」を推進
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建築事業のマーケティングに基づくブランディング戦略
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自社物流施設へのコーポレートブランドシンボル（エンドレスハート)の設置
Dプロジェクト和光 Dプロジェクト茨木

Dプロジェクト有明Ⅰ Dプロジェクト南陵
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日本、ASEANでのグローバル・コールドチェーンに対応

Dプロジェクト三郷IC南部 A棟
（国分グループ本社株式会社）

所 在 地 ：

構 造 ：

敷地面積 ：

延床面積 ：

温 度 帯：

所 在 地 ：

構 造 ：

敷地面積 ：

延床面積 ：

温 度 帯：

SG SAGAWA VIETNAMDISTRIBUTION CENTER
所 在 地 ：

構 造 ：

敷地面積 ：

延床面積 ：

温 度 帯：

日 本 ベトナム インドネシア

埼玉県三郷市RC造＋鉄骨造
３９，６６９㎡

７４，９９５㎡

○冷凍（-２８℃）

○パーシャル（０℃）

○冷蔵（５℃）

○常温

ベトナム

重量鉄骨造

４４，０００㎡

２９，０００㎡

○冷凍（-１８℃～-２５℃）

○冷蔵（-５℃～５℃）

○定温（１０℃～１５℃）

○常温

インドネシアRC造
２５，０００㎡

５，５９９㎡

○冷凍（-２０℃）

○冷蔵（０℃～５℃）

○定温（１５℃～２０℃）

○常温

PT KAWANISHI WAREHOUSE
INDONESIA

平成29年2月 国土交通省 「物流政策の主な取組について」参考資料２より抜粋
国土交通省では、関係省庁や物流事業者等のオールジャパンの体制を整備し、我が国物流システムの国際基準化に向けたアクションを検討するとともに、各国政府との制作対話での働きかけや物流パイロット事業での実証を通じて、コールドチェーン等の我が国物流システムの国際基準化を推進する。



所在地 ダイワ・マヌンガル工業団地インドネシア共和国西ジャワ州ブカシ県西チカラン
構造・規模 RC造
敷地面積 ９５，０００㎡
延床面積 ２７，１９８㎡

インドネシアの不動産・物流会社メガ・マヌンガル・プロパティと合弁会社を設立。人口、生産の拡大と物流依託費の高騰により物流インフラ整備の必要性があったため、工業団地直結インターチェンジ至近エリアにマルチテナント型物流センターを開設

Daiwa Manunggal Logistic Property PhaseⅠ-1
インドネシアでは事例の少ない「コールドチェーン」対応の冷凍冷蔵機能を備えたマルチテナント型物流施設
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２．最大4テナントの入居が可能なマルチテナント型物流施設開発
「DMLPフェーズⅠ－2」は、延床面積約26,500㎡で、隣接する「DMLPフェーズⅠ－1」とあわせて、延床面積
約50,000㎡(※5)の広さを誇る物流施設です。「DMLPフェーズⅠ－2」は、最大4テナントの入居が可能で、約
5,000㎡の区画からご入居いただける、マルチテナント型物流施設です。

１．物流網の需要が高まる、インドネシア・ブカシ地区での物流施設の開発

インドネシアは、人口約2億6,500万人と世界第4位の人口を擁し、2030年には2億9,500万人(※4)に
増加すると見込まれている新興国です。近年では、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、イ

ンターネット通販等の流通業が急成長していますが、17,000以上の島々から成る世界最大の島国で、

物流の発展が遅れているため、物流網の構築を急ぐべく、物流施設の需要が高まっています。そこで

当社は、多くの工業団地と隣接し、生産から物流までの施設を一貫して提供できるブカシ地区におい

て、今後も需要が見込める物流施設の開発を拡充することとしました。

当地区は、ジャカルタ・チカンペック高速道路「チビトンインターチェンジ」まで約500m、ジャ

カルタ中心地（スマンギ交差点）まで約30kmに位置しています。また、インドネシア最大級のコンテ

ナ取扱量を誇る国際商業港湾「タンジュンプリオク港」まで約35km、「スカルノハッタ国際空港」ま

で約55kmと、海と空の玄関口にアクセスしやすい立地となっています。

※4.「World Population Prospects : The 2017 Revision」の将来推計人口の中位推計値を参照。

Daiwa Manunggal Logistic Property PhaseⅠ-2
・物流網の需要が高まる、インドネシアでの物流施設の開発・最大4テナントの入居が可能なマルチテナント型物流施設開発

所在地 ダイワ・マヌンガル工業団地インドネシア共和国西ジャワ州ブカシ県西チカラン
構造・規模 RC造 平屋建て
敷地面積 約47,500㎡
延床面積 約26,500㎡
着工 2017年10月
竣工 2018年5月（予定）
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ＷＨＡダイワロジスティクスプロパティ
タイ・ＷＨＡ社との合弁会社「ＷＨＡダイワロジスティクスプロパティ」設立 タイで物流施設の開発を行います

「WHAダイワロジスティクスプロパティ」は、7月27日より、WHA社が開発中の「レムチャバンプロジェクト」、「バンナプロジェクト」に参画し、物流施設の開発・運営・管理・賃貸を行います。
■「レムチャバンプロジェクト」について「レムチャバンプロジェクト」（敷地面積:約78,400㎡）は、タイ最大の貿易港である「レムチャバン深海港」から約14.7kmのチョンブリ県レムチャバン地区にあり、国内外への物流をカバーする立地です。周辺には日系大手企業が多数進出する大型工業団地が集積しています。
■「バンナプロジェクト」について「バンナプロジェクト」（敷地面積:約123,200㎡）は、バンコク中心部から約35km、「スワンナブーム空港」から約10km、「バンコク港」から約30kmのサムットプカラーン県バンナ地区にあり、バンコク市内外へのアクセスが良く、最も注目を集めている物流立地です。
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建築事業推進部 Dプロジェクト推進室🏣102-8112 東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号TEL：03-5214-2205

ご清聴ありがとうございました。

ご不明な点は下記連絡先にお問い合わせください。


