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新規開拓ゾーン

開発途上ゾーン
開発活性化度

最
新
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愛知

兵庫

大阪

宮城

いる。保有物件を処分し賃貸施設を活用す
る企業もあるだろうし、土地の持ち分と建物
を区分所有して、資金を捻出しようとする動
きもあるかもしれない。
　最新鋭の物流施設のニーズは首都圏に留
まらず、間違いなく全国に広がっていくだろ
う。問題はそのタイミングと拡大スピード。
「ニワトリが先か卵が先か」ではないが、
「ニーズが先か投資開発が先か」物流施設デ
ベロッパーや投資家としては、判断が難しい
ところだ。はたして、次の一手は札幌なのか、
仙台なのか、岡山なのか、広島なのか、それ
とも他のどこかなのか。次項以降の、各エリ
アの詳細な市場解説や倉庫賃料相場、物流
施設開発の動向から判断してもらいたい。

　マトリックスチャート左下、倉庫建築着工
量の回復が進んでおらず最新鋭施設のシェ
アも低いのが「新規開拓ゾーン」で、今回特
集する北海道（札幌）、岡山、広島はいずれも
ここに含まれる。現時点では動きが乏しいも
のの、だからこそ旧態依然の倉庫ストックに
溢れ、今後、その更新が行われる可能性が最
も高いエリアであると言える。
　では、北海道、宮城、岡山、広島には需要が
なく、そして施設開発がなされていないのか
というと、もちろんそんなことはない。開発活
性化度という過去との比較ではマイナスなが
ら、2005年～2014年の累積倉庫建築着工
量の実数値は、北海道2,469,961㎡、宮城
1,826,060㎡、岡山1,065,271㎡、広島

　近年、物流施設を取り巻く環境が急激に変
化している。最新鋭の物流施設に対するテナ
ントニーズは、様々な業種業態において急速
に拡大しており、それに伴い、これまで物流
適地とされてきたエリア以外でも、上層階へ
のランプを備え大型トレーラーが各階接車
可能な、大規模マルチテナント型物流施設が
各所で見られるようになっている。首都圏を
例に挙げれば、ほんの一昔前までは国道16
号沿線など「東京湾岸部に対する郊外部の
セカンダリーマーケット」という認識であった
ものが、今や同エリアの市場は逼迫。拠点確
保の視線は圏央道沿線にまで拡大し、その
中で、アクセスの良し悪しや賃料負担、施設
の使い勝手、雇用確保などを勘案して最適
解を導き出すことが、決して珍しいことでは
なくなってきている。
　首都圏では、土地の価格や建築費が高騰
し、賃料も上昇基調にある。多くの不動産投
資家も、オフィスや店舗よりも物流施設での
リターンを期待していることが、J-REITの昨
今の動向を見ても明らかだろう。特に物流施
設に限った話ではないが、開発のセオリーと
して「他が手をつけていない未開拓なエリア
にこそ宝の山が存在し、潜在的ポテンシャル
を掘り起こすことで先鞭をつける」という一
面がある。そこで必要となるのは、過去から
学ぶ真摯な姿勢と広範な視野、そして未来
を見越す洞察力だ。
　今回の物流マーケット情報は「物流施設開

発、次の一手はどこへ？」と題して、全国のエ
リアの中でも北海道、宮城、岡山、広島をク
ローズアップしてみる。この4つのエリアが
持つポテンシャルを分析し、顕在化していな
い宝の山の有無を、考えてみたいと思う。
　右の図は、縦軸に対象エリアの全倉庫ス
トックに対する最新鋭の物流施設の割合、横
軸に1995年～2004年10年間の累積倉
庫建築着工量と2005年～2014年10年
間のそれとの変動率からなるマトリックス
チャートである。チャート上部に行くほど、最
新鋭の物流施設が市場に占める割合が高
く、右に行くほど、物流施設開発が活発なエ
リアだということができる。
　活発な物流施設開発が行われ、うち最新
鋭の施設が高い割合を占めるのが「開発集
中ゾーン」だが、ここは当然に首都圏の1都3
県が占めている。なかでも千葉は、最も開発
が活性化し最新鋭施設が多く供給されてい
るエリア。神奈川は開発活性化度こそさほど
ではないが、8.2％と非常に高い最新鋭施設
シェアを誇るエリアとなっている。
　最新鋭施設割合、開発活性化度ともに全
国平均付近に位置するのが、「開発途上ゾー
ン」となるが、ここは、倉庫開発は回復傾向に
あるものの最新鋭施設の実績は少ないエリ
アと言える。ここには、今回特集する4エリア
の宮城（仙台）が含まれるが、最新鋭施設割
合は1.4％程度で、開発活性化度は、東日本
大震災後の復興によるものと判断できる。

1,216,245㎡と、かなりの水準である。ま
た、右のグラフでは首都圏と当該4エリアの
倉庫ストックを比較しているが、確かに、日本
最大の消費地である東京の物流を担う埼玉
や千葉と比較すれば少なく見えるが、むしろこ
れは当然のことで、逆に、この程度しかストッ
ク量に差がないのかと見ることもできよう。
　4エリアで共通するのは、倉庫建築着工は
少なからずあるものの、それは自社開発に
限定され、最新鋭の物流施設の供給が極め
て少ないことである。ここでは特に数値を示
さないが、各エリアの倉庫ストックの老朽化
は極めて深刻な状態となっており、自社で建
て替えをする資金をどうやって工面するか、
物流事業者としては大きな問題に直面して

物流マーケット情報

エリア全倉庫ストックと最新鋭施設ストック（2014年3月）

札幌・仙台・岡山・広島の物流集積と
そのエリアポテンシャルを探る

物流施設開発、
次の一手は

どこへ？

埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
愛知県
大阪府
兵庫県
北海道
宮城県
岡山県
広島県

最新鋭施設割合最新鋭施設（㎡）ストック推計（㎡）
44389064.04
38774481.77
18742789.67
30393333.95
35009039.06
37407285.82
24404373.66
19628162.91
11609331.54
7518062.89
8592950.69

2276927.74
3011425.60
935242.27
2494733.18
447768.10
1332456.21
691070.21
52685.77
164340.16
91424.80
68957.59

5.1%
7.8%
5.0%
8.2%
1.3%
3.6%
2.8%
0.3%
1.4%
1.2%
0.8%

最新鋭施設割合＆開発活性化度
マトリックスチャート

ストック推計
2014年3月時点におけるストック量を「固定
資産の価格等の概要調査（総務省自治税務局
固定資産税課）」及び「建築統計年報（一般財団
法人建築物価調査会）」からCBREが推計。

最新鋭施設
不動産投資会社及び不動産開発会社等が開発
する、原則として床荷重1.5ｔ/㎡以上、天井高
5.5ｍ以上、柱スパン10ｍ以上で機能的な設
計を備えた賃貸用物流施設。

倉庫建築着工量
「建築統計年報（一般財団法人建築物価調査
会）」から、使途別分類が「倉庫」で構造形式が
「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」「鉄骨鉄筋コン
クリート造」の建築物の床面積の合計を算出。

■最新鋭施設割合とは
全倉庫ストックに占める
最新鋭施設の割合

■開発活性化度とは
1995年～2004年の10年間と
2005年～2014年の10年間の
累積倉庫建築着工量の変動率

（出典：CBRE）
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倉庫ストックと
最新鋭施設の割合

2014年4月、ヨコレイが小樽
市に2013年に竣工した自社
物流センターの隣接地に、石
狩第二物流センターを開設。
地 上 4 階 建 、延 床 面 積
22,000㎡、最先端の機能を
備え、既存センターと合わせた
6万トンの収容能力は、同グ
ループ最大級の規模となる。

2014年6月、日本郵政グ
ループの日本郵便が、札幌市
から東区東雁来51,000㎡
の土地を取得。全国で進めら
れる物流網の高度化の一環
として、「メガ物流局」と呼ばれ
る大型物流施設を新設する
方針。

2015年4月、医薬品製造・卸
大手の中北薬品が北広島輪
厚工業団地において北海道
初の工場建設に着手。敷地面
積44,000㎡、2階建、延床
面積9,000㎡、2016年5月
頃の完成を目指す。

2016年度、道道仁別大曲線
（羊ケ丘通）が延伸し、札幌と
恵庭を結ぶ主要幹線・国道
36号線と合流する。大曲の
渋滞緩和と北広島の新たな
幹線道路としての活用が期待
される。

2015年5月、医薬品総合卸
のスズケンの札幌支店兼物
流施設が竣工。施設は、敷地
面積3,600㎡、地上4階建、
延床面積6,900㎡。総投資
額23億円。

2015年4月、紀文フレッシュ
システムの札幌センターが開
設。敷地面積9,300㎡、延床
面積3,600㎡。

2014年7月、食料品卸大手
の加藤産業が北広島市輪厚工
業団地の土地22,000㎡を取
得。2015年春から物流セン
ターの建設に着手する予定。

2015年5月、北海道空港が
千歳市平和の新千歳ロジス
ティクスセンター33.6haの
分譲を開始。立地は、国道36
号まで8km、高速道路新千歳
空港ICまで0.8km、新千歳空
港まで5km。3,500㎡～
28,000㎡の33の区画で募
集される。

2017年4月操業を目途に、
ホームセンター大手コメリが
大型流通センターを開発す
る。コメリグループ北海道内
10ヶ所目の物流拠点。同社は
今後5～6年の内に道内100
店舗の出店を目指すとしてお
り、同流通センターの開発は
その一環となる。施設面積は
83,000㎡。雇用計画は約
100人。

2014年12月、北海道コカ・
コーラボトリングが、苫小牧事
業所を新設。物流品質の向上
と環境負荷低減、BCP対応が
目的。施設は、敷地面積5,600
㎡、延床面積2,100㎡。

札幌
札幌

地域として人口や事業所の密度が極端に低い北海道の
物流は、当然の結果として約190万人強の人口を擁す
る札幌市を中心に形成されている。なかでも札幌市内、
とりわけ最大の物流集積地である大谷地流通センター
周辺へのニーズが、依然として根強い。ただし、昨今、本
州からの輸送コスト上昇に伴う消費地近隣でのストック
の確保、及び消費低迷に伴う在庫増とが相まって新規需
要が増加し、空室の発生による物件供給は極めて少ない
状態が続いている。もともと、市内の既存物件の多くは
老朽化が進んでおり、加えて周辺地域の宅地化の問題か
ら現拠点の拡張性は乏しい。そのため物流事業者は、外
部倉庫を分散・点在させて賃借しているケースが多く
なっている。ここ北海道においても、コスト削減や業務効
率の向上を企図した大型施設への拠点集約ニーズは日
増しに強くなってきているが、その器が全くないといった
状況である。今後、札幌市内はもとより、近郊の物流適地
における、そのニーズの受け皿となる大型賃貸物流施設
の新規開発が待たれるところである。

シービーアールイー㈱　札幌支店　北海道インダストリアル担当 寳剱　紀昭

SAPPORO

物流マーケット情報

1,500～2,300円/坪
石狩エリア

2,500～3,200円/坪
札幌エリア 1,800～2,700円/坪

北広島エリア

1,500～2,500円/坪
恵庭・千歳エリア

1,500～2,500円/坪
苫小牧エリア

道央圏や札幌圏の物流機能を担
う、札幌市に隣接する大型物流拠
点。主にメーカーや大手量販店向
けの物流センターや、冷蔵冷凍倉
庫が集積している。

最大消費地である札幌市に隣接す
る。国道36号線や道央自動車道を
通じ、苫小牧港や千歳空港へのアク
セスにも長けており、生産・物流拠
点として業務集積が進んでいる。

道内物流拠点の最大集積地。なか
でも大谷地流通センターには、卸
売業、運送業、倉庫業、トラックター
ミナル等約170社が操業してお
り、札幌都市圏の5分の1、市内の
4分の1の貨物を取り扱っている。

恵庭は、食料品や飲料、住宅関連
産業を中心とする工業集積地。物
流面では、主に工場から道内への
配送拠点としての特性がある。千
歳は空港や苫小牧港に近い立地特
性を生かし、道産品の流通増大や
物流の効率化の拠点として今後発
展が期待される。

道内向け貨物の過半が集まる港湾
都市。道内主要都市へのアクセス
が良く、北海道の工業・物流の基地
となっている。

丘珠空港

札幌南IC

北広島IC

札幌IC
雁来IC

札幌北IC
札幌西IC

恵庭IC

千歳IC

苫小牧東IC
沼ノ端西IC

石狩湾新港

北海道の2009年以降の
自社開発倉庫

札幌駅
道央
道

札樽道

※エリアの倉庫賃料相場は、物件検討時の予算の目安です。

ホウ ケン
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2014年6月、西濃運輸が仙
台支店を新築移転。東北エリ
ア最大の拠点で、面積は旧支
店のほぼ倍。

2015年4月、大和物流が多
賀城市に仙台港物流セン
ターを開設。地上2階建、延床
面積9,300㎡。

2015年秋、大和ハウスが
NECトーキン工場跡地で流通
加工センター開発を計画中。
延床面積50,000㎡（予定）。

2012年9月、仙台北部中核
団地にて、地元物流会社であ
るセンコン物流が新物流セン
ターを開設。

2015年5月、プロロジスが
開発するコープ東北サンネッ
ト事業連合の専用センターが
竣工。

2013年9月、仙台コカ・コー
ラボトリングの仙台物流セン
ターが稼働。

2013年3月、第一貨物が地
上3階建、延床面積5,300㎡
の仙台東倉庫を開設。

2014年3月、味の素物流の新
仙台低温物流センターが稼働。
地上3階建、延床面積9,800
㎡、設備投資額17億円。

2013年6月、プラスの手が
けるオフィス・学校・福祉施設
向けデリバリーサービスの
ジョインテックスが、ジョイン
テックス東北センターを開設。

2016年3月、仙台空港が全
国初の試みとして民間運営に
移行予定。現在、運営権者選
定が行われており、2015年
に8月に最終決定。

2015年9月、大和ハウスが、
泉パークタウン流通工業団地
に地上２階建、延床面積
40,000㎡のＤプロジェクト
仙台泉Ⅱを新設予定。

2013年12月、仙台北部道
路富谷ICが開通し北部道路
が全線開通。国道４号線との
アクセスが向上。

2015年12月、仙台市営地
下鉄東西線が開通予定。太白
区の八木山動物公園駅から
JR仙台駅を経て、若林区仙
台東部道路・仙台東IC付近の
荒井駅を結ぶ約13.9km・全
13駅の新路線。

2015年10月、プロロジス
のキューソー流通システム専
用物流施設・プロロジスパー
ク仙台泉が竣工予定。地上4
階建、延床面積28,000㎡。
庫内には、冷凍冷蔵倉庫とド
ライ倉庫を併設。3面に接車
バースを設け、将来的な物量
増加にも備える。

2015年1月、医薬品卸のバ
イタルネットの物流センター
が稼働。地上3階建、延床面積
31,000㎡の施設は、官公庁
レベルの耐震性能を有し、非
常用発電機の導入等、極めて
高いBCP対応を誇る。総投資
額は66億円。

2014年6月、GLPの日通・
パナソニックロジスティクス
専用物流施設・GLP富谷Ⅳア
ネックスが竣工。延床面積
12,000㎡のBTS型物流施設。

2015年春、大和ハウスが仙
台港のレンゴー工場跡地で大
型物流施設の開発を計画。東
日本大震災の津波被害を踏ま
え土地をかさ上げし、地上5階
建、延床面積約66,000㎡の
大型マルチテナント型物流施
設を予定。竣工は2017年を
目標。

仙台
仙台

仙台市は東北一の消費地であることに加え、交通アクセ
スでも、東北を南北に繋ぐ国道4号線と東西に繋ぐ国道
45号線、さらに東北自動車道の富谷JCTの開設でより
一層利便性を高め、東北全体を営業圏とする企業にとっ
て唯一無二の物流適地だと言える。東日本大震災から
数ヶ月は被災エリアへの抵抗感が強く、津波被害を受け
た立地の所在物件を検討不可とする企業が多かったが、
東北における仙台の優位性が揺らぐものではなく、結
果、大多数の企業が仙台周辺に戻ってきている。現在の
仙台物流マーケットを概観すると、1990年代後半～
2000年前後の首都圏に非常によく似た事象が見受け
られる。すなわち、最新の大型物流施設の竣工により物
流適地の既存物件に二次空室が発生し、その繰り返しに
より玉突きのように次なる空室が生まれ、この空室物件
をスクラップアンドビルドすることで大型施設開発が行
われていくという潮流である。先行する首都圏では、この
循環により大型供給にあわせて拠点統合などの新たな
ニーズが生まれ、マーケット全体が活性化していった。仙
台において、現時点では一部の事象に留まっているもの
の、このトレンドが全域に波及していくことに期待した
い。その担い手となる、新たな物流施設デベロッパーの
出現が待たれるところである。

シービーアールイー㈱　東京本社 　東北インダストリアル担当 本多　善則

SENDAI

2,800～3,200円/坪
宮城野・若林エリア

2,800～3,200円/坪
仙台港周辺エリア

2,700～3,000円/坪
仙台北部・泉区エリア

2,300～2,600円/坪
仙台北部・大和エリア

2,300～2,600円/坪
仙台空港周辺エリア

物流マーケット情報

震災後に行政の規制緩和もあり、
大型の施設開発が目立つエリア。
昨今は、仙台消費地を見据えた需
要の受け皿の中心となっている。

東日本大震災により大きな打撃を
受けたが、輸入貨物量はすでに震
災前を上回っており、仙台港を活
用する企業は増加してきている。

鉄鋼関係や食品関係の企業が集
積している。比較的地価が安く、市
街化により物流集積が阻害される
という危険性も少ない。

仙台に限らず東北全体の物流集積
の中核。当然、需要が最も多いエリ
アとなっているが、まとまった供給
が限られるため、大型拠点の構築
は極めて困難だと言える。

トヨタ自動車東日本を中心とした
工業団地が所在しており、関連企
業の進出が期待される。

仙台空港

仙台市営地下鉄東西線

南
北
線

仙
台
東
部
道
路

山形道

東
北
新
幹
線

仙台北部道路

東
北
自
動
車
道

仙台港IC

仙台東IC

仙台港北IC

宮城県の2009年以降の
自社開発倉庫

仙台空港IC

泉IC

大衡IC

倉庫ストックと
最新鋭施設の割合

仙台駅

※エリアの倉庫賃料相場は、物件検討時の予算の目安です。
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倉庫ストックと
最新鋭施設の割合

岡山総社IC

2015年10月を竣工予定
に、ディスカウントストア経営
の大黒天物産が、総社市中原
に食品加工・物流センターを
開発。総菜調理や精肉、食品
の加工を行い、中四国の店舗
に 供 給 する。敷 地 面 積
73,000㎡、平屋建の建物
は、生産施設16,300㎡、物
流施設22,000㎡。投資額は
用地取得も含め80億円。

2014年12月、医療用品製
造のダイヤ工業が、同社初と
なる物流拠点「ロジスティック
センター」 を岡山市南区の本
社敷地内に開設。平屋建、延
床面積1,700㎡の倉庫兼事
務所で、医療用品20万点を
常時ストック。商品ラインナッ
プ増加への対応に加え、即日
発送などリードタイムの短縮
や、誤発送などのリスク低減
を図る。

岡山県は、都窪郡早島町の総
合流通センターにある岡山テ
ルサ用地を医療用医薬品総
合卸業のエバルスに16億
8050万円で売却。同社はメ
ディセオパルタックグループ
の一社で、広島市中区と岡山
市北区の2本社から中国地方
全域で展開している。

2014年7月、岡山市に拠点
を置く冷蔵倉庫業の吉原冷
蔵が、築港物流センターの倉
庫を増築。需要増 への対応と
して、冷凍食品収容力を1.6
倍に増強。

2014年7月、大和紙器が段
ボールシートや段ボールケー
スを生産する工場を岡山県瀬
戸内市内に開設。同瀬戸内工
場は岡山工場と姫路工場を
統合して新規開設したもの
で、太陽光発電の導入やＬＥＤ
照明の配備など環境へも配
慮した最新鋭の工場となる。
敷地は約40,000㎡で、施設
は延床面積23,000㎡。

2014年9月、電炉メーカー
最大手の東京製鉄が岡山工
場内に鋼材専用倉庫を新設。
Ｈ形鋼、溝形鋼、縞Ｈ形鋼、Ｉ形
鋼などを在庫し販売体制の充
実と、増産対応に向け構内物
流の効率化が目的。延床面積
は約6,700㎡、投資額は約5
億円。

2013年2月に竣工した中四
国最大級の物流施設・GLP岡
山総社Ⅰに続き、同じく岡山総
社IC流通センター内の隣接
地にマルチテナント型物流施
設・GLP岡山総社Ⅱが2015
年10月に竣工予定。両備
ホールディングスが建設、竣
工後、GLプロパティーズに売
却される。敷地面積33,100
㎡、延床面積78,100㎡、地
上5階建。各階に大型車両が
直接乗り入れ可能なランプ
ウェイを備え、合計117台の
トラックバース、300台の乗
用車駐車場、8台のトラック待
機場を設置。各フロア面積は
平均約12,800㎡、免震構造
をはじめ各種のBCP対応を
備えた、大型ハイグレードか
つ汎用性の高い物流施設と
なる。

2015年11月、岡山総社IC
流通センターにおいて、日本
郵政グループの日本郵便が
大型物流施設の建設に着手
する。施設は、敷地面積
52,500㎡、地上3階建、延
床面積40,000㎡の規模。従
業員は1,000人程度を予定
しており、岡山県全域をカ
バーする拠点となる。日本郵
政グループは物流網の高度
化に1600億円を投じる中期
経営計画を発表しており、同
開発にも、郵便物を高速で仕
分けする最新式のマテハン設
備等が導入される。2017年
4月稼働予定。

岡山
岡山

岡山市及びその周辺は、北部はなだらかな吉備高原、南
部は岡山平野が広がりその中心に市街地が形成されて
いる。広く平坦な地勢から事業用地の確保は容易に思え
るが、郊外部は市街化調整区域が多く、物流拠点を設立
するのに適した土地は決して多いとは言えない。交通網
の整備が進む岡山は、東西に「山陽自動車道」「中国縦貫
道」、南北は、四国に通じる「瀬戸中央自動車道」、山陰に
通じる「岡山道」「米子道」があり、交通の要衝として、中
国地方から四国地方をも網羅する物流機能を構築した
い企業にとって非常に利便性が高いエリアと言える。大
型施設に拠点を構築し、高速道路網を活用した広域ハイ
スピード物流が主流となりつつある昨今の物流ニーズを
背景に、物流拠点を岡山に置きたいとする物流事業者は
年々増加傾向にある。こういった状況下、既存倉庫の空
室はもとより物流施設用の土地が急速に減少しており、
拠点の拡張移転・新設を検討している企業は、拠点確保
に苦戦を強いられている。昨今は、これまで岡山におい
て物流拠点としては弱いとされていた地域において、物
流用地・施設の開発が進んでいる。

シービーアールイー㈱　広島支店 　岡山インダストリアル担当 岡前　英樹

OKAYAMA

物流マーケット情報

早島IC周辺エリア

岡山市街地近郊エリア

水島工業団地・玉島ハーバーランドエリア

岡山道総社IC周辺エリア

古くは自動車関連部品や食品・繊
維メーカーの工場が存在していた
が、近年は物流施設開発が急速に
進んでおり、早島に次ぐ新たな広
域物流集積地として高い注目を集
めている。

岡山県内において物流事業者に最
も人気のある地域で、大規模な施
設も多い。中四国地方を営業エリ
アとした物流・卸業者が数多く存
在している。ただし、拠点施設は自
社保有物件が多い。

岡山市街地の近郊地域は県外企
業の営業所が多く所在し、東西に
延びる国道2号線バイパス沿いを
中心に、古くから物流関連企業及
びメーカーの工場が数多く立地し
ている。

水島は、古くから化学・自動車メー
カーの大規模工場が立地してお
り、その企業に関連する一次下請
け・二次下請けの企業も多く集積
している。玉島は、近年埋め立てに
よりできたエリアで、主に航路を利
用する企業の工場・物流施設が所
在している。

山陽本
線

岡
山
自
動
車
道

180

倉敷IC

早島IC

28

水
島
港

岡山県の2009年以降の
自社開発倉庫

岡山駅

2
2,800～3,200円/坪

3,000～4,000円/坪

2,000～2,800円/坪

2,800～3,300円/坪

※エリアの倉庫賃料相場は、物件検討時の予算の目安です。
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倉庫ストックと
最新鋭施設の割合

2015年3月、工業用ゴム・プ
ラスチック製造卸のシバタ
が、西風新都セントラルシティ
産業・商業用地に広島支店を
移転。施設は、2階建、延床面
積1,300㎡の倉庫と平屋事
務所。その他、2014年度同
立地には、ニチベイや産興な
ど10社の企業が進出した。

広島県土木局港湾振興課は
2014年9月より、広島港五
日市地区の大型物流施設用
地3区画、港湾関連用地5区、
計8区画3万㎡の公募を実
施。ほとんどの区画が申込済
みとなり、2015年4月現在、
非鉄金属製造業用地2,500
㎡のみの継続公募受付となっ
ている。

2012年12月13日、山口県
岩国市に岩国錦帯橋空港が
開港。既存の広島空港は、広
島市街地、特に湾岸部へのア
クセスに難があり、広島市西
部（西区、佐伯区）と新空港の
近さは、広島における空路利
用の利便性を高めている。

2014年3月23日、広島南道
路の中区吉島地区～商工セ
ンター間、約4.2㎞が開通。広
島高速3号線が全線開通した
ことになり、広島高速1,2,3号
線がネットワーク化。広島市臨
海部の東西を行き来する交通
が円滑になることで高速性・
定時性が確保され、市内の渋
滞緩和にもつながっている。

日本郵便は、2016年度冬頃
を目途に広島市佐伯区に広
島エリアを受け持つ地域区分
郵便局を設置する。同社は近
年、郵便物やゆうパック、ゆう
メール等の作業拠点を集約、
機械処理率を高めることで
ネットワーク全体の生産性を
大幅に向上させる「郵便・物
流ネットワーク再編」を推進し
ている。

2015年1月、広島市東区を
本社に西日本に総合スー
パーを展開するイズミの大型
物流センターが竣工。地上2
階建、延床面積8,000坪、投
資額55億円、これまで広島
県下4ヶ所に分散していたド
ライ・チルド機能を集約する
ことで輸送効率を向上させ、
広島県下をはじめ、山口県下
や島根県下の店舗をカバー。
年間予定通過金額600億円
以上を想定している。

2015年3月15日、東広島市
の山陽自動車道高屋JCT・IC
から呉市阿賀ICを結ぶ延長
33㎞の東広島・呉自動車道
の黒瀬IC～大多田IC～馬木
IC間8.8㎞が開通し、東広島
～呉間が全線開通。国道375
号線の渋滞緩和と広島市、呉
市、東広島市の経済的連結の
向上が期待される。また3月
22日には、広島県尾道市を
起点に、三次市で中国縦貫自
動車道に接続し、さらに中国
山地を横断して島根県松江
市に至る中国横断自動車道
も全線開通し、山陰～山陽～
四国の高速交通網が強化さ
れた。

西広島開発が手がけた佐伯
区石内北野梶毛東工業団地
において、2009年の分譲開
始から年数件だった外客件数
が2014年度は9社に急増。
32区画のうち16区画が売
却済となっている。

2015年3月、くまの産業団
地の分譲地を、自動車部品物
流のロジコムと機械製造・物
流のニッポーが物流拠点構
築を目的に購入。

広島
広島

広島市及びその周辺都市圏は、市街地は瀬戸内海湾岸
部にあり周囲を山に囲まれ、地域は川で分断されるとい
う立地特性を有しており、物流拠点構築に必要な、敷地
面積の広い平地、道路付けが良い立地、住宅地と隔離さ
れた周辺環境といった物流事業を行う条件に適した物件
や土地が極めて少ない。配送センターなどの物流施設は
慢性的に不足しており、テナントニーズを満足させられ
る新規供給は長期にわたって行われていない。昨今の物
流ニーズの変貌を背景に、もちろん大型供給が望まれて
いるものの、新規の賃貸物流施設開発はほとんどなく、
自社屋等の建築に伴う賃貸施設からの退去で出た二次
空室で、かろうじて地域の物流機能を維持している状況
である。しかし、人口250万人近い広島広域都市圏の消
費地としての魅力は決して小さなものではなく、さらに、
業績好調なマツダ及びその関連会社も加わり、食品や日
常消耗品、自動車部品等の配送には、広島都市圏内で優
良な物流施設を確保しておきたい切実なニーズが存在
する。ほぼすべての業種で物流ニーズが高い、湾岸エリ
アにおける新規供給が急務だと言える。

シービーアールイー㈱　広島支店　広島インダストリアル担当 土井　寛

HIROSHIMA

物流マーケット情報

3,300～3,800円/坪
西部エリア

2,800～3,000円/坪
東部エリア

3,500～4.000円/坪
中心部エリア

3,000～3,500円/坪
北部エリア

メーカーや卸売業の営業所が多く
所在し、薬品、食品、雑貨などの取
り扱い企業が多い。広島高速3号
線の延伸に伴い山陽自動車道直結
となり、西区商工センターの交通
利便性が格段に向上している。

周辺は住宅地が多いものの、高速
道路ＩＣへのアクセスは良好。安佐
南区は居住人口が多く、顧客や業
態により物流立地として選択され
ている。特に西風新都エリアは、物
流施設が多く集積している。

湾岸地域には、主に広島市内に配
送を行う宅配業者や、小売店舗へ
日配を行う事業者が多い。特に中
区吉島地区、南区出島、宇品地区
は工業系の用途地域が多く、物流
会社が集積している。

自動車メーカー・マツダと取引が
ある企業が多く、重厚長大系の物
流を担う事業者が集積している。
鋼材等を扱う工場も多く、段ボー
ルの荷物を主に扱う西部エリアと
は対照的である。
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※エリアの倉庫賃料相場は、物件検討時の予算の目安です。
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