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国内におけるディベロッパーの将来を考えれば、人口減によるマーケットの

縮小を背景に、事業環境はさらに激しくなることは確実です。その中で当社が

存在感を保ち続けるためには、お客様や社会から「NTT都市開発という会社が

あってよかった」と言っていただけるよう、企業としてのブランド価値を高めて

いく必要があります。

業界では後発で中規模の当社がめざすべき方向性は、「量を追わずに、質を

追求する」ことと考えており、そのために重視しているポイントが3つあります。

1つは、賃貸オフィスに加えて、住宅や商業など多方面の事業ノウハウを蓄積

し、それらを組み合わせた複合開発に注力すること。次に、外部の多様なパート

ナーとのコラボレーションによって、社内だけでは得られない知見やノウハウ

を補い、シナジーを創出していくこと。そして最後に、デザインへの徹底したこ

だわりにより、建物、そして街全体の付加価値を高めていくことです。

近年、人々のライフスタイルの多様化にともなって、建物に求められる機能

も複合化しています。お客様の満足度を高めるためには、オフィスや住宅と

いった単一の機能を提供するだけでなく、オフィス＋ホテル、住宅＋商業施設な

ど、利用者から求められる様々な機能を組み合わせていく必要があります。

当社は、従来からの中核事業である賃貸オフィスに加えて、住宅や商業、さら

にはホテル･リゾートなど、事業の多様化を進める中で、様々な施設を開発･運

営するノウハウを蓄積してきました。これら多様な機能を1つの開発案件にバ

ランスよく集積することで、幅広いお客様の様々な価値観に合致した、付加価

値の高い施設を創造できるはずです。こうした考えのもと、東京都心部に加え、

大阪、名古屋、京都、福岡など地方中核都市においても特徴ある複合開発に取

り組んでいきます。

まちづくりはディベロッパー個社の力だけで成し遂げられるものではありません。

開発段階における共同事業者や設計事務所等との協働はもちろん、商業施設であれ

ば入居テナントとの連携が欠かせませんし、地域との協調も重要です。また、ホテルや

高齢者向け施設については専門ノウハウを持った運営事業者との提携が必要です。

例えば、株式会社ひらまつ様との提携によるスモールラグジュアリーホテル

の展開など、当社は様々なパートナーとの間に継続的な信頼関係を築き、互い

の理念やアイデンティティを尊重しながら、それぞれの知恵やノウハウを提供

し合うコラボレーションを図っていきます。

こうした協働関係を築くことは、まさに、コーポレートスローガンに掲げる「誠実

に、革新的に」を実践することであり、当社独自のブランド確立にもつながるはず

です。

私たちにしかできない“まちづくり”を通じて、
企業ブランド価値の向上を図ります

ＮＴＴ都市開発のブランド戦略
地域の方々

施設利用者

事業の多様化と
複合開発への

注力 多様で
付加価値の高い

まちづくり

豊かさ 満足度
向上

満足度
向上豊かさ

ブランド
価値の向上

徹底した
デザインへの

こだわり

外部との
積極的な

コラボレーション

常務取締役
商業事業本部長
チーフデザインオフィサー（CDO）

楠本 正幸

コンプレックス（複合開発）、コラボレーション、そしてデザイン――
企業ブランド価値を高めていくための3つのポイント。

求められる多様な機能を組み合わせることで、
不動産の価値を高める。

ポイント① コンプレックス（複合開発）

パートナーシップを重視した連携で、
確かなシナジーを創出。

ポイント② コラボレーション
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会社情報 42

逓信ビル跡地を含む約2haの敷地における市街地再開発事業です。当社
は共同施行者として、代表施行者である独立行政法人都市再生機構と
ともに、国内最高水準の通信環境の整備による国際的なビジネスセンター
の機能強化、大手町地区の業務継続能力の向上、うるおいのある快適な
都市基盤の創出をめざします。

所在地 東京都千代田区大手町二丁目1番17から34
用途 事務所、店舗、カンファレンス、地域冷暖房施設、駐車場等
敷地面積 約19,900m2

延床面積 約354,000m2

 A棟：約202,000m2　B棟：約152,000m2

建物構造 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
建物規模 A棟：地上35階、地下3階　B棟：地上32階、地下3階
建物高さ A棟：約178ｍ　B棟：約163ｍ
竣工 2018年7月（予定）

ここで言うデザインとは、単に建物の形や色といった外観だけではなく、都市

景観との調和や、施設の機能やサービス、オペレーションなどソフトも含めた、より

広い概念です。私たちは、この“広義のデザイン”に徹底してこだわり、決して真似

のできない唯一無二の施設づくり、まちづくりに取り組むことで、建物や地域の

価値を高めるとともに、同業他社との差異化を図っていきたいと考えています。

こうした姿勢を、プロジェクトの初期段階から運営段階まで、全社横断的に

貫いていくため、2015年には新たに「デザイン戦略室」を創設しました。すべて

の案件についてデザイン、そしてブランディングという観点から議論、検討を

重ね、お客様に感動していただけるような商品企画やまちづくりに徹底的にこだ

わっていきます。

地域の人々から愛されるまちづくりを実践していく。
ここまで述べてきた3つのポイントは、それぞれ従来からも案件ごとに織り

込んできたものですが、今後は総合ディベロッパーとしてより戦略的に取り

組むことで、お客様の期待に応えるのはもちろん、さらには期待を超えるまち

づくりを実践していきます。

その際に重視すべきと考えているのが、その地域のアイデンティティを尊重

し、それを街の魅力として活かすことです。そこに暮らす人々は、環境の変化に

応じて地域をより活性化していきたいという想いがある一方で、歴史の中で

培ってきた文化に強いこだわりを持っており、そうした人々への理解と配慮を

おろそかにしては、地域からの信頼は得られません。

また当社は、全国各地でNTTグループの不動産を活用したまちづくりを

進めていますが、それらはいずれもグループが長きにわたり地域の一員として

関わってきた証であり、街の資産でもあります。私たちには、培われてきた地域

社会との信頼関係を受け継ぎながら、長期的な視点に立って、周辺地域を含め

た街の魅力づくりを担い続けていく責任があるのです。

都内での代表的な事例が、現在工事中の「大手町二丁目地区第一種市街地

再開発事業」です。大手町は日本有数のオフィス街として知られていますが、本

プロジェクトの立地は､エリアの中では周縁部に位置するため、不動産価値が

相対的に低めに見られがちでした。しかし、俯瞰的な視点から捉え直してみる

と、神田、日本橋といった、それぞれ異なる個性を持った地域と隣接する、他に

はない特徴を持っています。

当社はこうした土地のポテンシャルを最大限に活かすため、周辺地域の様々

な機能や要素との相乗効果を図りながら、オフィスや国際会議場、商業施設等

を組み合わせた複合施設を企画・開発し、さらに完成後のオペレーションも

併せて担当することで、エリア全体の魅力づくりに携わっていきます。

また京都では、大正時代の電話局を活かしたホテルと商業の複合開発である「新

風館再開発プロジェクト」や、歴史的建築物をホテルにコンバージョンする「元 清水

小学校利活用プロジェクト」などで、まさに“街の一員”として再開発事業に携わり、

国内外からより多くの人々が訪れるよう、地域の魅力向上に貢献していきます。

世界の中の日本を考えた時も、固有の歴史や文化に根ざした「デザイン」が

今後重要なキーワードになっていくはずであり、そこに焦点をあてなければ

コモディティのなかで埋もれ疲弊してゆくだけだと思います。このような

「デザイン」への取り組みが、当社の競争力強化に資することはもとより、住む

人、働く人、訪れる人など、すべての人々に愛されるまちづくりを実現し、当社

のブランド価値向上にもつながっていくと考えています。

アーバンネット日本橋二丁目ビルは、「日本橋の伝
統と風格」をデザイン上のテーマとしています。国
内最大級の光ダクトを採用し、おもてなしのエントランス空間をつくりだす
など、オフィスワーカーが美しい光の変化を感じられる点などが評価され、
2016年度グッドデザイン賞を受賞しました。

※当社はA棟の建築を担当（大手町2-1プロジェクト）

サービス、オペレーションなど、ソフトも含めた
デザインへのこだわりを徹底。

ポイント③デザイン

Topics
大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業を推進

アーバンネット日本橋二丁目ビルが、
2016年度グッドデザイン賞を受賞

＊

Topics

15

16



アニュアルレポート 2016

特集
NTT都市開発の

ブランド戦略

アニュアルレポート 2016

特集
NTT都市開発の

ブランド戦略

NTT都市開発について 02

社長メッセージ 07

特集　
NTT都市開発の
ブランド戦略 13

 事例1 京都エリアの開発 17

 事例2 つなぐTOWN
  プロジェクト 19

 事例3 リノベーション
  分譲事業 20

財務ハイライト 21

NTT都市開発のビジネス 22

コーポレート・ガバナンス 31

役員一覧 34

独立役員からのメッセージ 35

CSRマネジメント 37

データサマリー 39

会社情報 42

NTT都市開発について 02

社長メッセージ 07

特集　
NTT都市開発の
ブランド戦略 13

 事例1 京都エリアの開発 17

 事例2 つなぐTOWN
  プロジェクト 19

 事例3 リノベーション
  分譲事業 20

財務ハイライト 21

NTT都市開発のビジネス 22

コーポレート・ガバナンス 31

役員一覧 34

独立役員からのメッセージ 35

CSRマネジメント 37

データサマリー 39

会社情報 42

逓信ビル跡地を含む約2haの敷地における市街地再開発事業です。当社
は共同施行者として、代表施行者である独立行政法人都市再生機構と
ともに、国内最高水準の通信環境の整備による国際的なビジネスセンター
の機能強化、大手町地区の業務継続能力の向上、うるおいのある快適な
都市基盤の創出をめざします。

所在地 東京都千代田区大手町二丁目1番17から34
用途 事務所、店舗、カンファレンス、地域冷暖房施設、駐車場等
敷地面積 約19,900m2

延床面積 約354,000m2

 A棟：約202,000m2　B棟：約152,000m2

建物構造 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
建物規模 A棟：地上35階、地下3階　B棟：地上32階、地下3階
建物高さ A棟：約178ｍ　B棟：約163ｍ
竣工 2018年7月（予定）

ここで言うデザインとは、単に建物の形や色といった外観だけではなく、都市

景観との調和や、施設の機能やサービス、オペレーションなどソフトも含めた、より

広い概念です。私たちは、この“広義のデザイン”に徹底してこだわり、決して真似

のできない唯一無二の施設づくり、まちづくりに取り組むことで、建物や地域の

価値を高めるとともに、同業他社との差異化を図っていきたいと考えています。

こうした姿勢を、プロジェクトの初期段階から運営段階まで、全社横断的に

貫いていくため、2015年には新たに「デザイン戦略室」を創設しました。すべて

の案件についてデザイン、そしてブランディングという観点から議論、検討を

重ね、お客様に感動していただけるような商品企画やまちづくりに徹底的にこだ

わっていきます。

地域の人々から愛されるまちづくりを実践していく。
ここまで述べてきた3つのポイントは、それぞれ従来からも案件ごとに織り

込んできたものですが、今後は総合ディベロッパーとしてより戦略的に取り

組むことで、お客様の期待に応えるのはもちろん、さらには期待を超えるまち

づくりを実践していきます。

その際に重視すべきと考えているのが、その地域のアイデンティティを尊重

し、それを街の魅力として活かすことです。そこに暮らす人々は、環境の変化に

応じて地域をより活性化していきたいという想いがある一方で、歴史の中で

培ってきた文化に強いこだわりを持っており、そうした人々への理解と配慮を

おろそかにしては、地域からの信頼は得られません。

また当社は、全国各地でNTTグループの不動産を活用したまちづくりを

進めていますが、それらはいずれもグループが長きにわたり地域の一員として

関わってきた証であり、街の資産でもあります。私たちには、培われてきた地域

社会との信頼関係を受け継ぎながら、長期的な視点に立って、周辺地域を含め

た街の魅力づくりを担い続けていく責任があるのです。

都内での代表的な事例が、現在工事中の「大手町二丁目地区第一種市街地

再開発事業」です。大手町は日本有数のオフィス街として知られていますが、本

プロジェクトの立地は､エリアの中では周縁部に位置するため、不動産価値が

相対的に低めに見られがちでした。しかし、俯瞰的な視点から捉え直してみる

と、神田、日本橋といった、それぞれ異なる個性を持った地域と隣接する、他に

はない特徴を持っています。

当社はこうした土地のポテンシャルを最大限に活かすため、周辺地域の様々

な機能や要素との相乗効果を図りながら、オフィスや国際会議場、商業施設等

を組み合わせた複合施設を企画・開発し、さらに完成後のオペレーションも

併せて担当することで、エリア全体の魅力づくりに携わっていきます。

また京都では、大正時代の電話局を活かしたホテルと商業の複合開発である「新

風館再開発プロジェクト」や、歴史的建築物をホテルにコンバージョンする「元 清水

小学校利活用プロジェクト」などで、まさに“街の一員”として再開発事業に携わり、

国内外からより多くの人々が訪れるよう、地域の魅力向上に貢献していきます。

世界の中の日本を考えた時も、固有の歴史や文化に根ざした「デザイン」が

今後重要なキーワードになっていくはずであり、そこに焦点をあてなければ

コモディティのなかで埋もれ疲弊してゆくだけだと思います。このような

「デザイン」への取り組みが、当社の競争力強化に資することはもとより、住む

人、働く人、訪れる人など、すべての人々に愛されるまちづくりを実現し、当社

のブランド価値向上にもつながっていくと考えています。

アーバンネット日本橋二丁目ビルは、「日本橋の伝
統と風格」をデザイン上のテーマとしています。国
内最大級の光ダクトを採用し、おもてなしのエントランス空間をつくりだす
など、オフィスワーカーが美しい光の変化を感じられる点などが評価され、
2016年度グッドデザイン賞を受賞しました。

※当社はA棟の建築を担当（大手町2-1プロジェクト）

サービス、オペレーションなど、ソフトも含めた
デザインへのこだわりを徹底。

ポイント③デザイン

Topics
大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業を推進

アーバンネット日本橋二丁目ビルが、
2016年度グッドデザイン賞を受賞

＊

Topics
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烏丸御池駅

＊＊

国内外から多くの観光客が訪れる歴史と文化の街、京都。当社はこの地で

NTTグループが所有してきた不動産等を再開発することで、不動産価値を

高めると同時に、まちづくりの視点から、地域全体の魅力向上にも貢献して

いきたいと考えています。

京都に暮らす人々は、古くからの歴史と伝統に誇りとこだわりを持っており、

それらを将来にわたって大切に受け継いでいくため、新たな建築物の建設に

あたっても景観などに厳しい規制があります。当社が開発する不動産は、NTT

グループが電電公社時代から長きにわたり“街の一員”として大切に維持･管理

してきたものであり、そうした歴史のなかで培われてきた地域での信頼関係

は、他のディベロッパーにはない大きな財産と言えます。

当社はNTTグループの一員として、地域社会との信頼関係をしっかりと受け

継ぎ、人々の価値観やアイデンティティを大切にしながら、京都にふさわしい不

動産開発に注力していきます。古都の伝統と先進の技術を融合させた高い

付加価値の創出を通じて、より多くの人々が訪れる魅力的な地域活性化を

めざします。

大正15年に烏丸御池に建築された京都中央電話局は、京都市指定・登録

文化財の第1号にも選ばれた由緒ある建物です。当社は、この歴史的建築物の

意匠を活かした商業施設として2001年に「新風館」を開発。2010年に開業した

「ラクエ四条烏丸」とともに、烏丸エリアの地域活性化と魅力的なまちづくりを

めざして運営してきました。そして2016年3月、新風館を閉館し、ホテルを併設

した複合商業施設の再開発に向けてスタートしました。2019年度の開業に

向けて、古都の魅力を活かした開発を進めていきます。

京都市立清水小学校は、日本初の学区制小学校「番組小学校」として明治

2年に開校しました。歴史的背景を尊重し、既存校舎の意匠や構造を活かし、

日本の心を世界に発信する質の高い宿泊施設を整備するとともに、先進のICT

を活用して地域の絆を深めるコミュニティ空間を創出する跡地活用の提案を

行い、清水地域のブランド力のより一層の向上をめざしました。公募型プロ

ポーザル方式による審議の結果、2016年5月に契約候補事業者として選定され、

7月に京都市と基本協定書を締結しました。

元 清水小学校（現況）新風館（2016年3月閉館）

ブランドへの信頼感を礎に、良質な
社会ストックの維持･発展に取り組んでいます

京都市役所

三条通

四条通

四条駅

烏丸御池駅

清水五条駅

烏丸駅ラクエ四条烏丸

新風館

UD京都清水ビル

元 清水小学校
利活用プロジェクト

東本願寺西本願寺

京都駅

京都国立
博物館

伝統と先進性を兼ね備えたまちづくり

Ⅰ. 京都エリアの開発

歴史的建築物の魅力を複合施設に活かす
新風館再開発プロジェクト

明治以来の歴史をもつ小学校を京都ならではのホテルに
元 清水小学校利活用プロジェクト
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烏丸御池駅

＊＊
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NTTグループが所有してきた不動産等を再開発することで、不動産価値を

高めると同時に、まちづくりの視点から、地域全体の魅力向上にも貢献して

いきたいと考えています。

京都に暮らす人々は、古くからの歴史と伝統に誇りとこだわりを持っており、

それらを将来にわたって大切に受け継いでいくため、新たな建築物の建設に
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イクシクス麻布十番
当社と（株）リビタが共同でリノベーション分譲事業を
推進する「イクシクス麻布十番」が、2016年7月に
共用部のリノベーション工事を完了し、竣工しました。

ウエリスオリーブ津田沼
「つなぐTOWNプロジェクト」第一弾として、同時開発した分譲マンション「ウエリス津田沼」からの
住み替え優先サービスや、つなぐカフェを地域に開放するなど、安心の暮らしと多世代の交流を
実現しています。

つなぐカフェ つなぐカフェでのコミュニティイベントウエリスオリーブ津田沼
写真：ウエリスオリーブ津田沼

当社では、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取り組み「つなぐTOWN

プロジェクト」を展開しています。

そのコンセプトは、家族みんながずっと心地よく快適に暮らせる「多世代未来

街区」。時とともに変化する家族構成やライフスタイルを見据え、あらかじめ将

来のニーズ変化に対応できる工夫を施しています。ライフステージが変化した

としても自分らしく暮らし続けられる住まいやまちづくりをめざしています。

良質な社会ストックを維持･発展させるうえで、注目を集めているのが、既存

の建物に改修を施し、時代のニーズに合わせた新たな価値を付与する「リノ

ベーション」です。

当社は新規事業としてリノベーション分譲事業に取り組んでいます。この

事業は、良質な既存建物を第三者機関による調査・診断をしたうえで、共用部を

改修し、専有部はお客様のご要望に合わせて間取りやデザインを変更できる

自由設計のマンションとして再生し、分譲するものです。

建物の資産価値を維持・向上させるとともに、世代を超えて住み継がれる

住まいづくりをめざします。

※つなぐTOWNは、エヌ・ティ・ティ都市開発の登録商標です。

家族が末永く安心して暮らせるまちづくり

Ⅱ.つなぐTOWNプロジェクト

世代を超えて住み継がれるまちづくり

Ⅲ.リノベーション分譲事業
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イクシクス麻布十番
当社と（株）リビタが共同でリノベーション分譲事業を
推進する「イクシクス麻布十番」が、2016年7月に
共用部のリノベーション工事を完了し、竣工しました。

ウエリスオリーブ津田沼
「つなぐTOWNプロジェクト」第一弾として、同時開発した分譲マンション「ウエリス津田沼」からの
住み替え優先サービスや、つなぐカフェを地域に開放するなど、安心の暮らしと多世代の交流を
実現しています。

つなぐカフェ つなぐカフェでのコミュニティイベントウエリスオリーブ津田沼
写真：ウエリスオリーブ津田沼

当社では、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取り組み「つなぐTOWN

プロジェクト」を展開しています。

そのコンセプトは、家族みんながずっと心地よく快適に暮らせる「多世代未来

街区」。時とともに変化する家族構成やライフスタイルを見据え、あらかじめ将

来のニーズ変化に対応できる工夫を施しています。ライフステージが変化した

としても自分らしく暮らし続けられる住まいやまちづくりをめざしています。

良質な社会ストックを維持･発展させるうえで、注目を集めているのが、既存

の建物に改修を施し、時代のニーズに合わせた新たな価値を付与する「リノ

ベーション」です。

当社は新規事業としてリノベーション分譲事業に取り組んでいます。この

事業は、良質な既存建物を第三者機関による調査・診断をしたうえで、共用部を

改修し、専有部はお客様のご要望に合わせて間取りやデザインを変更できる

自由設計のマンションとして再生し、分譲するものです。

建物の資産価値を維持・向上させるとともに、世代を超えて住み継がれる

住まいづくりをめざします。

※つなぐTOWNは、エヌ・ティ・ティ都市開発の登録商標です。

家族が末永く安心して暮らせるまちづくり

Ⅱ.つなぐTOWNプロジェクト

世代を超えて住み継がれるまちづくり

Ⅲ.リノベーション分譲事業
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