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✅立地 都心部配送のみならず、首都圏広域配送に至便な立地

・都心より約15km 首都高速湾岸線「浦安出入」より約3km

・外環道へ接続する高谷JCTまで約9km

✅雇用環境 住宅地域が近接・潤沢な労働力

・約1km先には住宅街に到達、約3.2kmでJR京葉線「新浦安」駅へ

・増加し続ける人口 千葉県で最も狭い市ながら、170,978人 と過去最高を記録（令和2年度）

・千葉県全54市町村の中で、市川市を凌ぐ人口密度第１位（1㎢に10,069.4人）（令和２年度）

・働く人へ健康と癒しを提供しパート採用・定着率を高める 四季を感じる豊かな植栽・外構デザイン

✅機能・設備 最高水準の施設仕様

・災害時用バックアップ電源にてライフラインの確保

・働く人と環境に配慮した、高断熱屋根/外壁、太陽光発電、CASBEE認証取得予定

・最小賃貸区画、倉庫約2,100坪に対し、上下搬送機2基実装（EV2基 or EV+垂直搬送機）

特徴1
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広域MAP 30分で主要5区をカバー 60分で首都圏全域へ2

・・30分圏 ・・60分圏

【速度設定】
高速道路：時速87.1km
高速道路：時速57.6km
国道：時速46.5km
国道(その他市街地)：時速33.3km
国道(商業地域)：時速22.8km
国道(人口集中地区)：時速28.7km

地方道幅員小：時速15km
地方道幅員小(人口集中地区)：時速10km
地方道幅員大：時速36.5km
地方道幅員大(その他市街地)：時速28.1km
地方道幅員大(商業地域)：時速19.6km
地方道幅員大(人口集中地区)：時速21.8km

車アクセス

最 寄 り
有 料 道 路

首都高速湾岸線浦安料金所
（上り）約3km （下り）約3.7km

首都圏配送
ア ク セ ス

東京駅20km圏内
外環道路三郷IC 約28km（約30～35分）

空 港
成田国際空港 約58km（約50分～60分）
羽田空港 約20km（約35分～40分）

主 要 港

東京港（青海埠頭）約17km（約20分～30分）
東京港（大井埠頭）約20km（約25分～35分）
川崎港 約34km（約35分～45分）
横浜港（本牧埠頭）約47km（約45分～55分）

電車アクセス

最寄駅までの
ル ー ト

京葉線東京駅から浦安駅まで 7駅 20分
浦安駅からバス 約9分

アライプロバンス浦安
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立地・公共交通 東京駅⇔舞浜駅17分 東京駅⇔新浦安駅20分3

舞浜駅

浦安駅

新浦安駅

アライプロバンス浦安

浦安料金所（上り）

約2170m

約4100m

約2200m

浦安料金所（下り）

東京

八丁堀

越中島

潮見

新木場

葛西臨海公園

舞浜

新浦安
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バス時刻表（行き）充実したバスアクセス 通勤退勤時間帯は物件前にて発着4

©2020 Google

新浦安駅

バス停「アライプロバンス」

東京ベイシティバス

【10】アライプロバンス
6時・７時・８時・９時台

17時台

東京ベイシティバス

【19】高洲三丁目
新浦安駅より
凡そ６分程度
バス停から物件
徒歩約9分

バス停「高洲三丁目」

南口ロータリー F乗り場発

バス停前に待合所を計画

物件まで約９分

高洲三丁目まで約６分



バス時刻表（帰り）
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3km圏内に豊富な住宅 自転車通勤約15分圏内には住宅地域が拡がる5

7

3km

2km
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施設概要6
所 在 地 千葉県浦安市港69番

交 通

JR京葉線新浦安駅約3km 舞浜駅約3.5km

東京ベイシティバス 「新浦安駅」発 「アライプロバンス」前

首都高湾岸線浦安IC 約3km

敷 地 面 積 14,878.49㎡・4,500.74坪

延 床 面 積 34,596.00㎡・10,465.29坪

用 途 地 域 準工業地域 （港地区地区計画）

建蔽率/容積率 60% / 200%

天 井 高 さ 5,500mm（5.5ｍ）以上（一部空調・幹線経路を除く）

積 載 荷 重
倉庫：1F 2.0ｔ/㎡ 2～4F 1.5ｔ/㎡
対応フォークリフト：1.5ｔカウンターフォーク、2.0ｔリーチフォーク対応
事務所：300ｋｇ/㎡

柱 ス パ ン D11.1ｍ W10.0ｍ

駐 車 場 乗用車駐車場 65台 トラック待機場7台 バイク置き場12台 駐輪場55台

ス ケ ジ ュ ー ル 2021年10月末 竣工予定（今後の計画により、変更することがございます。）
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配置図 1階2階バースへの独立動線 大型待機場7台完備7
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各階平面図 1階 防火区画を最大限防火シャッターに



各階平面図 2階 双方向通行も容易な車路幅の確保
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契約済



各階平面図 3階 効率的なレイアウトを可能にする整形な区画

12

契約済



各階平面図 4階 最大８基の上下搬送機が迅速なオペレーション支援
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断面図 快適な荷捌きを実現する全天候型車路
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1・4F分割面積表 最小約2,200坪からご提供可能8
1F

4F

A区画B区画1-4 B

倉庫 バース 事務所

4F 4,051.45㎡ (1,225.56坪) ー 95.86㎡ (29.00坪)

1F 2,301.67㎡ (696.25坪) 810.67㎡ (245.22坪) 193.34㎡ (58.49坪)

小計 6,353.12㎡ (1,921.81坪) 810.67㎡ (245.22坪) 289.20㎡ (87.48坪)

賃貸
面積

倉庫・バース 事務所・その他

7,163.79㎡ (2,167.04坪) 289.20㎡ (87.48坪)

1-4 A

倉庫 バース 事務所

4F 3,991.95㎡ (1,207.56坪) ー 130.12㎡ (39.36坪)

1F 2,176.93㎡ (658.52坪) 691.17㎡ (209.07坪) 233.55㎡ (70.64坪)

小計 6,168.88㎡ (1,866.08坪) 691.17㎡ (209.07坪) 364.98㎡ (110.40坪)

賃貸
面積

倉庫・バース 事務所・その他

6,860.05㎡ (2,075.16坪) 363.67㎡ (110.00坪)

AB区画

倉庫 バース 事務所

4F 8,043.40㎡ (2,433.13坪) ー 225.98㎡ (68.35坪)

1F 4,478.60㎡ (1,354.78坪) 1,501.84㎡ (454.31坪) 426.89㎡ (129.13坪)

小計 12,522.00㎡ (3,787.91坪) 1,501.84㎡ (454.31坪) 652.87㎡ (197.49坪)

賃貸
面積

倉庫・バース 事務所・その他

14,023.84㎡ (4,242.21坪) 652.87㎡ (197.49坪)

A区画B区画



竣工イメージ9
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主な仕様10
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55台

12台

（一部4ｔ・10ｔ車制限有り）



快適・安全な労働環境と環境への配慮
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太陽光パネル

バックアップ電源

サンドイッチパネル

■太陽光パネルの設置により環境への配慮 庫内温度上昇対策
■サンドイッチパネル採用により、夏は涼しく冬は暖か快適な環境
■バックアップ電源により、照明維持や断水対策をし、停電・災害
時においても従業員の安全を確保

■全館LED照明採用により環境配慮、ランニングコスト削減に寄与
■CASBEE認証取得により、企業の環境配慮に対する取り組みを支援



参考資料：浦安市は事業所税対象外11
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市川・船橋市等の課税都市と比較し資産割の部分だけでも約165円/坪の節税に



シービーアールイー株式会社インダストリアル&ロジスティクス
〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治安田生命ビル18F

TEL 東京：03-5288-9830


