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自社で企画・開発したマンションを、オリジナルブランド 

「Wellith（ウエリス）」シリーズとして分譲しているほか、 
宅地分譲等も行っています。

2009年からグローバル事業を開始しており、 
英国、豪州、東南アジア、米国で事業を展開しています。 
新たな成長の柱とすべく、国内で培ったノウハウを 

活かして着実に推進していきます。

自社で保有するオフィスビル、商業施設等の賃貸事業を 

行っています。首都圏を中心に、国内各地の大都市圏に
バランスよく物件を保有しています。

NTT都市開発のビジネス̶At a Glance

オフィス・商業事業

住宅事業

グローバル事業

P12 

P20

P23



※2 オフィス延床面積10,000m2以上のビル
出典：森トラスト（株）

※3  調査対象：基準階１００坪以上のオフィスビル
出典：三鬼商事（株）

※4  2015年2月に竣工した品川シーズンテラスを算定に含めた
場合は14.7％

※3  調査対象：基準階１００坪以上のオフィスビル
出典：三鬼商事（株）

※5  NOI ＝ 不動産賃貸収入 － 不動産賃貸原価 ＋ 不動産賃貸
減価償却費（長期前払費用を含む） 
物件売却益等控除後
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オフィス・商業事業

主な市況データ 

東京23区 大規模オフィス※2供給量
（万m2）

都心5区 オフィスビル※3賃料相場
（円／月・坪）

都心5区 オフィスビル※3空室率
（%）

　賃貸オフィス市場においては、空室率の改善傾向が続くとともに、賃料相場も底打ち感があり、一部には上昇が見られました。
　2015年3月期末の都心5区における平均空室率※1は前期末より1.40ポイント減少し、5.30％となりました。また、都心5区の平均 

賃料※1は前期末比5.33％増の1坪当たり17,195円となり、都心では賃料が上昇しています。
※1  市場平均賃料および東京都心5区の市場平均空室率は三鬼商事（株）のデータによる

貸付可能面積
（千m2）

都心5区 空室率
（%）

NOI（Net Operating Income）※5

（億円）

NTT都市開発のKPI
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 撮影：フォワードストローク



貸付可能面積 
1,248千m2

（2015年3月末）

エリア別NOI
475億円

（2015年3月期）

NTTグループ 
からの収益※6

212億円
（2015年3月期）

38% 48% 23.2%
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オフィス・商業事業のビジネスフロー

持続的成長の実現に必要な「力」

　企画・開発した物件の価値を高め、テナントに賃貸借することで賃料収入を得るビジネスです。取得した物件を長く保有するビジ
ネスであることから、賃料に影響する物件の価値を、維持管理や再開発などを通して高めていくことが求められます。物件を売却
して得た売却益を再投資に回すこともあります。

用地取得 竣工

リーシング

売却

開発

付加価値創出

開発費 開発費
再開発

賃貸借

賃貸借

賃料
収入

賃料
収入

賃料
収入

賃料
収入

賃料
収入

賃料
収入

売却益

NTT都市開発の強み

立地ポートフォリオ 収益ポートフォリオ NTTグループのシナジー

■ 東京都心5区
■ 首都圏エリア 
    （都心5区を除く）
■ 東北／信越エリア
■ 東海エリア
■ 関西エリア
■ 中国・四国エリア
■ 九州エリア
■ 北海道エリア

■ 東京都心5区
■  首都圏エリア 
（都心5区を除く）
■ その他の地域

■ NTTグループ 
■ その他

※6 不動産賃貸事業

■ 優良な物件に関する　情報収集力

■ 物件の付加価値を高める　企画・開発力　　優良テナント誘致力

■ 資産価値を常に維持・向上させる　バランスシート管理力

P14 CASE STUDY

P17 CASE STUDY
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国内最高水準の環境配慮型複合ビル
品川シーズンテラス（芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業）

品川シーズンテラスは、東京の新玄関口として注目され
ているJR品川駅港南口（東口）より徒歩6分の国内最大
級の複合ビルです。当プロジェクトでは、東京都・芝浦水
再生センター上部の土地を活用しました。大規模災害に
対応する構造や設備、自然エネルギーを効率よく活用す
る最新システムを導入した環境配慮型複合ビルとして、
2015年2月に竣工し、5月にグランドオープンしました。

商圏データ（品川駅）

• 1日の平均乗車人員 342,475人 
　（2015年3月期、JR東日本調べ）
• 東京駅まで7分 
　（JR東海道線利用）
• 羽田空港まで 
 約20分（京浜急行線利用）
• 新大阪駅まで 
 約2時間20分
　（東海道新幹線利用）

オフィス・商業事業：CASE STUDY

撮影：フォワードストローク

東京

羽田空港

品川 品川 
シーズン 
テラス
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新たな玄関口として注目を集める、未来の国際ビジネス拠点
　品川エリアは、新たな東京の玄関口、国際ビジネス拠点として、さらなる成長・発展が見込まれ
る魅力的なエリアです。オフィスビルの集積が見られるほか、都内有数の大規模なホテル群が立地 

するというロケーションのよさから、多数のグローバル企業が集結しています。
　また、日本東西を結ぶ東海道新幹線の発着駅であることに加え、国際線が数多く発着する羽田 

空港が至近にあり、JR山手線新駅の構想や、リニア新幹線始発駅が決定するなど、さらなる利便性
の向上によるエリアの発展が見込まれます。

　将来への期待が高まる品川エリアに立地する品川シーズンテラスは、東京都下水道局が管理する 

芝浦水再生センターの上部空間を有効利用して開発した、国内最高水準の環境配慮型複合ビル 

です。
　同ビルは、地上32階建てで、1～3階は商業ゾーンやカンファレンス・クリニックなどで構成され、 
5～31階はオフィスフロアとなっており、3.5haの緑地も併設しています。オフィスフロアは、1フロ
ア1,500坪、天井高2.9mと開放感のある都内でも有数の大規模空間であり、企業の集約ニーズや 

オフィスレイアウトの効率化への対応を可能としています。また、1フロアを最大10区画まで分割 

することができ、幅広いオフィスニーズに応えます。商業ゾーンには飲食を中心に22店舗が出店し、
オフィスワーカーに加え、近隣の方のご利用も期待されます。緑地スペースには、例えば、オフィス
ワーカーが勤務時間外に運動ができるよう、ランニングやジョギングに適した歩道も整備してい 

ます。週末には、林立しているマンションに居住する
方の集客が期待でき、さらにウエディングにも対応
するレストランを誘致し、集客強化を担っています。
　当プロジェクトは、「光・風・水・緑、人の営みがリンク
する、持続可能なまちづくりの実現」を目標に、オフィ
スワーカーや一般利用者をターゲットとした、近未来
を感じられるワークスタイル・ライフスタイルを提案
しています。

プロジェクト概要

所在地 東京都港区
敷地面積 49,547m2（全体）
延床面積 202,716m2（全体）
規模 地上32階、地下1階
主要用途 オフィス、商業

プロジェクトのあゆみ

2008年7月　東京都下水道局による「芝浦水再生センター 
 再構築に伴う上部利用者公開募集」開始
2009年3月　 NTT都市開発を代表とするグループが事業者に決定
2012年2月　着工
2015年2月　竣工
2015年5月　グランドオープン

1フロア 1,500坪

天井高 2.9ｍ
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非常時に安全・安心の、72時間のビル機能維持が可能
　東日本大震災発生後、都心の大型ビルが抱えるさまざまな問題が浮き彫りになりました。オフィ
スビルの災害対策が注目される中で、品川シーズンテラスは、災害時におけるテナントの事業継続
に貢献する機能を多く備えています。
　日本最大級の免震構造を備える同ビルは、長周期地震動にも対応しており、地震による建物へ
の衝撃を和らげ、人命の安全を確保するだけでなく、建物内の機能も維持します。港区浸水ハザード
マップなどに基づいた安全性の高い水防レベルを設定し（TP+4.30m）、東京都防災会議が想定
する港区最大津波高では、当敷地まで到達することはありません。
　さらに広域停電や断水などの非常時に備え、72時間運転可能な非常用発電設備や、生活用水
（上水および雑用水）630,000ℓを備えられる貯水槽を設置しています。ビル非常用発電機から
テナント専有部へも電力供給が可能です。

 

 

　また、テナントだけでなくビル利用者が帰宅困難になった場合に備えて、待機受け入れスペースを
確保しており、飲料水や食料、毛布などを保管した防災備蓄倉庫を設置しています。

光、風、水などの貴重な自然エネルギーを、効率よく活用
　品川シーズンテラスは、下水熱を利用して空調をまかなうほか、大風量外気冷房による空調負荷
の軽減や、再生水をトイレ洗浄用水に使用するなど、新技術を駆使した国内最高水準の環境性能を
備えた環境配慮型ビルとなっています。また、ビル
全体のエネルギー使用量を監視・管理するビルエ
ネルギー管理システム（BEMS）を導入し、テナント
のエネルギーマネジメントをサポートしています。
　光、風、水などの自然エネルギーを効率よく
活用できるシステムを積極的に導入することで、
循環型社会の構築に貢献しています。

ビル非常用発電機による
共用部の防災機能維持

ビル非常用発電機による
テナント専有部への電力供給

防災設備

共用廊下・ロビー照明×10％程度

エレベーター各バンク×1台分

飲用・手洗い用 上水 延べ 25,000人分

トイレフラッシュバルブ・トイレ用 再生水

• ビル非常用発電機：
2,000kVA（空冷式）× 2台＝ 4,000kVA

• オイルタンク：
100,000ℓ×1基

大規模災害時など
49,700 VAの供給が可能
1フロア当たり（22～31階の場合）

72
時間

電源供給例

100m2の災害対策室

15m2のサーバー室

100m2×6か所の集合スペース

情報収集や指揮命令など

データの保存・メールの送受信など

部署ごとの情報収集など

緑地

水再生施設雨天時
貯留池

屋上
緑化

壁面
緑化

太陽光採光
システム
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地域密着型商業施設
トラッド目白

トラッド目白はJR山手線目白駅前に立地する 
地域密着型商業施設として2014年10月に竣工
し、11月にオープンしました。企画段階から地
域住民や行政とともに施設づくりを進め、街の
歴史や文化・生活が積み重なっていく施設とな
るよう、周囲との調和を大切にしています。

目白の新しいランドマークとして、街の文化を発信
　トラッド目白は、目白駅前に立地する、街のブランドイメージをリードする商業施設です。目白に
ふさわしい物販・飲食店舗に加え、ウエディングやバレエアカデミーといった、ライフイベント・文化
発信を担う業態を戦略的に組み合わせており、その結果、全区画にテナントが入居した状態で
2014年11月にオープンしました。
　オープン後は、地域の人々や街を訪れる人々の多様なニーズに応える施設として利用されてい
ます。2階のイベントスペースでは、JRや学校等の近隣地域と連携したワークショップや演奏会、
展示会等のイベントが開催されており、街や地域のコミュニティ醸成の場となっています。
　培ってきた商業施設の運営ノウハウを活かし、目白の新しいランドマークとして地域の人々から
長く愛される施設とすることにより、当社のブランドイメージをさらに向上させることを目指して
いきます。

プロジェクト概要

所在地 東京都豊島区
敷地面積 1,676 m2

延床面積 7,575 m2

規模 地上4階、地下2階
主要用途 商業

オフィス・商業事業：CASE STUDY
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東京湾

お台場

皇居新宿御苑

明治神宮

東京タワー

東京スカイツリー®

東海道新幹線

ＪＲ総武本線

ＪＲ中央本線

羽田空港

環
七
通
り

J
R
山
手
線

浅 草

：都心 5区新規プロジェクト
：都心 5区フラッグシップビル
：当社開発物件

秋葉原駅

東京駅

新橋駅

品川駅

新宿駅

中野駅

渋谷駅

原宿駅

目白駅

有楽町駅

田町駅

浜松町駅

上野駅

神田駅

池袋駅

8.品川シーズンテラス

大手町二丁目地区
第一種市街地再開発事業A棟

アーバンネット
日本橋二丁目ビル

1.アーバンネット大手町ビル

6.シーバンスN館

5.秋葉原UDX

7.グランパークタワー

2.大手町
　ファーストスクエア

4.大手町フィナンシャルシティ
　ノースタワー

3.JAビル・経団連会館

アーバンネット
銀座一丁目ビル

J
R
東
海
道
本
線

主要物件リスト（東京都心5区）



1.アーバンネット大手町ビル

所在地  東京都千代田区
敷地面積 9,361m2

延床面積 117,618m2

規模  地上22階、地下5階
竣工  1990年6月

2.大手町ファーストスクエア

所在地 東京都千代田区
敷地面積 6,236m2（当社所有持分）
延床面積 54,284m2（当社所有持分）
規模  地上23階、地下5階（ウエスト

タワー）、地上23階、地下4階
（イーストタワー）

竣工 1992年2月（ウエストタワー）、
1997年5月（イーストタワー）

3.JAビル・経団連会館

所在地  東京都千代田区
敷地面積 1,506m2（当社所有持分、 

JAビル・経団連会館合計）
延床面積 26,517m2（当社所有持分、

JAビル・経団連会館合計）
規模  地上37階、地下3階（JAビル）、

地上23階、地下4階（経団連会館）
竣工  2009年4月

4.大手町フィナンシャルシティ
ノースタワー

所在地  東京都千代田区
敷地面積 約14,100m2 

（ノースタワー・サウスタワー全体）
延床面積 約110,000m2 

（ノースタワー全体）
規模  地上31階、地下4階　
竣工  2012年10月

5.秋葉原UDX

所在地  東京都千代田区
敷地面積 11,548m2

延床面積 155,629m2

規模  地上22階、地下3階
竣工  2006年1月

（注）  連結子会社の特定目的会社（SPC）が所有 
する物件です。

6.シーバンスN館

所在地  東京都港区
敷地面積 13,144m2

延床面積 78,488m2

規模  地上24階、地下2階
竣工  1991年1月

7.グランパークタワー

所在地  東京都港区
敷地面積 12,092m2（当社所有持分、 

タワー・ハイツ全体）
延床面積 117,659m2（当社所有持分、 

タワー・ハイツ全体）
規模  地上34階、地下4階
竣工  1996年10月

8.品川シーズンテラス

所在地  東京都港区
敷地面積 49,547m2（全体）
延床面積 202,716m2（全体）
規模  地上32階、地下1階
竣工  2015年2月

撮影：三輪晃久写真研究所 撮影：フォワードストローク

撮影：ナカサ アンド パートナー 撮影：門馬金昭写真事務所

撮影：三輪晃久写真研究所
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撮影：フォワードストローク
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住宅事業

主な市況データ 

東京23区 分譲マンション供給戸数
（千戸）

首都圏※2新規契約率
（%）

大規模※3 集合住宅建設費
（指数）

　2014年のマンション分譲市場は、消費税の増税に伴う反動減もあり、2014年のマンション販売戸数が5年ぶりに前年を下回りました。
　2014年の首都圏における新規供給戸数※1は、前年比20.5％減の44,913戸となりました。また、首都圏の累積契約率※1は、前年末 

から4.1ポイント低下し、87.6％となりました。一方、販売在庫数※1は前年までの474戸に2014年の在庫数5,568戸を加え、合計で
6,042戸となりました。
※1 首都圏における分譲マンション新規供給戸数、累積契約率、販売戸数は（株）不動産経済研究所の資料による

全国 マンション引渡戸数
（戸）

マンション 戸当たり単価
（百万円）

営業利益率（分譲事業）
（％）

NTT都市開発のKPI
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（注）2010年を100とした場合。
※3 延床面積10,000m2以上の住宅
出典：（財）建設物価調査会のデータをもとに加工

※2  調査対象：東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県南部
出典：（株）不動産経済研究所

出典：（株）不動産経済研究所

 撮影：川澄・小林研二写真事務所



NT T都市開発株式会社    アニュアルレポート 2015 21

2015年1月に、ブランドロゴとコンセプトのリニューアル
を行いました。これからもお客様に「今も、未来も、 
心地いい」住まいを提供していきます。

主なグッドデザイン賞受賞歴

住宅事業のビジネスフロー

持続的成長の実現に必要な「力」

　取得した土地に、物件を開発し付加価値を生み出し、販売することで利益を得るビジネスです。近年では、ライフスタイルの変化

や住宅に対するニーズの多様化により、さまざまな商品・サービスが求められており、その内容も多岐にわたります。

NTT都市開発の強み

ウエリスブランド

■ 優良な物件に関する 情報収集力

■ 物件の付加価値を高める 企画・開発力

■ 地域特性に配慮した プロジェクト推進力

用地取得 竣工 引渡し

管理・メンテナンス開発

販売活動

付加価値創出

販売収益

開発費 販促費

販促費

P22 CASE STUDY

2003年 グランウェリス哲学堂公園
2007年 秋葉原UDX、グランウェリス瀬田
2008年 UD日比谷ビル、ウェリス麻布狸穴
2014年 ウェリスタワー愛宕虎ノ門
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家族の変化に対応し、「ずっと、共に、心地よく」暮らせる住まい
　「つなぐTOWNプロジェクト」は、暮らし方や身体状況の将来的な変化に合わせて、住み慣れた
地域に自分らしく長く暮らせる住まい方を提案しています。当プロジェクト第1弾として、ウエリス
津田沼（分譲マンション）とウエリスオリーブ津田沼（サービス付き高齢者向け住宅）を開発しました。
　ウエリス津田沼では、30～50代の子育てファミリーや、シニア世代の幅広い住まいのあり方や 

暮らし方に対応したプランニングとし、緊急コールボタンや IHクッキングヒーター等、高齢者に配慮 

した設備が導入されています。
　ウエリスオリーブ津田沼では、デイサービスやレストランを併設しており、これらは入居者のみな
らずウエリス津田沼の住民も利用できます。別途申込によりウエリスオリーブ津田沼のスタッフが、
ウエリス津田沼の住民に対して毎日の見守りや緊急時の駆けつけといったサービスの提供を実施
します。また、ウエリス津田沼の購入者およびそのご家族には、ウエリスオリーブ津田沼への優先
入居権があるため、親世代の呼び寄せや住み替えも可能となっています。
　立地・住環境・品質にもこだわったウエリス津田沼は、2014年12月に販売を開始し、2015年5月
には完売しました。ウエリスオリーブ津田沼は2016年3月にオープンを予定しています。

多世代永住の住まいづくり
つなぐTOWNプロジェクト第1弾 
―ウエリス津田沼・ウエリスオリーブ津田沼の同時開発

住宅事業：CASE STUDY

プロジェクト概要

所在地 千葉県船橋市 
　　　　（NTT独身寮跡地）

ウエリス津田沼
敷地面積 2,472m2

延床面積 5,086m2

規模 地上6階、58戸
主要用途 分譲マンション

ウエリスオリーブ津田沼
敷地面積 1,997m2

延床面積 3,822m2（予定）
規模 地上6階、74戸（予定）
主要用途  サービス付き高齢者 

向け住宅（デイサービス、
訪問介護事業所、居宅 
介護支援事業所併設）

高齢化社会における暮らしの安心を実現するため、分譲
マンションとサービス付き高齢者向け住宅を隣接地で同時
開発し、連携してサービスを提供するという新しい仕組みを
打ち出しました。「つなぐTOWNプロジェクト」は、当社が 

早くから高齢者向け住宅事業に取り組んできたことと、
NTTグループとの連携により実現が可能となりました。
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　当社では分散投資の一環として、グローバル事業を展開しています。国内で培ったノウハウを活かし、欧米では安定的な
収益基盤の確保、アジアでは東南アジアを中心とした成長市場への挑戦・事業機会の創出を目指し、今後のグローバルビジ
ネスを着実に推進していきます。

当社は、引き続き分散投資とグローバルスタンダードの視点を踏まえ、利回りや各案件におけるさまざまな 

ノウハウの蓄積を念頭に、精力的に事業展開を図ります。

米国

　米国では、2015年1月にボストン市において、2物件を取得し
ました。これらは、歴史的にも文化的にも魅力あるエリアに位置
しており、これからの成長が見込まれます。またニューヨーク市
では、マンハッタンのミッドタウンサウスエリアに位置している、 
オフィス・商業複合ビルの再開発プロジェクトに参画しています。
テクノロジー企業により、成長著しいエリアに隣接するこの物件
は、2016年4月竣工予定でのリノベーションが進行しています。

　当社のグローバル事業の起点は、2009年に英国ロンドンに所
得した物件です。この物件取得を皮切りに、英国では累計4物件
を取得し、現在は3物件を保有しています。当期においては、ロン
ドンの金融街に位置する1 King William Streetのリニューアル
工事を開始し、2016年8月に竣工予定です。これは当社初の海
外におけるオフィスビルリニューアル案件で、歴史的建造物保護
地区に所在する当ビルの内部を最新設備に刷新するものです。

英国

※ リニューアル工事実施後です。

今後の見通し

名称 貸床面積 規模 主要用途

1 1 King William Street 
（ロンドン）

約9,222m2※ 

（約99,265sqf）
地上8階、 
地下1階※

オフィス

2 20 Finsbury Circus 
（ロンドン）

約8,029m2 

（86,427sqf）
地上7階、 
地下1階

オフィス

3 265 Strand  
（ロンドン）

約7,049m2 

（75,883sqf）
地上8階、 
地下1階

オフィス

名称 貸床面積 規模 主要用途

1 119 West 25th Street  
（ニューヨーク）

約12,700 m2※ 

（約137,000sqf）
地上11階、
地下1階

オフィス、
商業

2 141 Tremont Street  
（ボストン）

約6,377 m2 

（68,645sqf）
地上13階 オフィス

3 27 School Street  
（ボストン）

約5,799 m2 

（62,427sqf）
地上6階、 
地下1階

オフィス、
商業

※ リニューアル工事実施後です。
2 3

1

グローバル事業

2

31


