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にとっての適合性などを保証するものではありません。当資料に記載されたいかなる想定・期待リターン値は保証されたもの

ではあ りません。当資料の内容は、将来予告なく変更される可能性があります。 
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シアトル一帯の不動産は、広く機関投資家が所有している。主要商業地区はダウンタウ
ンの中心にあるパシフィックプレイス、ウェストレイクセンター、ノードストローム周辺に集
中。NCREIF ODCE（Open End Diversified Core Equity）インデックスによると、米国
内で8番目の市場規模があり、ファンドのリターンは過去5年にわたり年率10%を超え
ている。

世界的金融不況後の米国経済の回復・発展は、東西海岸の知識集約型大都市の高
学歴・革新的なテクノロジー関連セクターの企業・労働者によって牽引されたが、シア
トルはまさにその主要な担い手が集積した都市と言える。

ボーイング、マイクロソフト、アマゾンといった世界的優良企業の本拠地があるほか、フェ
イスブックやタブローといったIT企業やヘルスケア、医療研究、ファイナンスなどの先
端産業が集積し、都市中心部の人口や雇用拡大に大きく貢献している。とりわけアマ
ゾンは、シアトルに建築予定のオフィスタワーの賃貸契約に合意、オフィス機能を72万
2,000ft2拡張した。州や政府の支援を受け新たに路面電車や大規模トンネル整備が進
捗するなど、都市インフラへの投資が旺盛で市民の住生活水準の改善が常にみられる。

シアトル都市圏の人口はおよそ380万人。シアトル市には70万人以上が居住している。
全米の人口上位50都市のなかで、過去1年間および5年間の人口増加率で1位を記
録している（2016年7月末時点統計予測）。都市化に伴って優良企業の移転や雇用拡
大、高学歴労働者の移住、エンターテインメント機能が集積。米国内の特にヤング・プ
ロフェッショナル層に大きな魅力となり、さらなる移住ニーズを創出している。住宅数は
増加しているが追いつかず、賃料が上昇する様相は政治的にも注目されている。

City overview  都市の概略

人口 CBD 商業中心地

70万人 ダウンタウン パシフィックプレイス、ウェストレ
イクセンター、ノードストーム周辺

海外不動産投資　
注目の都市、妙味ある街

Seattle
シアトル

第 2回

監修：アスタリスク

ベントール・ケネディが運用中の持続可能アーバン型アパートメント「Via6」

　 Market
不動産の機関化率、規制、
市場トレンド、参画プレーヤー

　 Opportunity (Core/Core+)

海外から（コア、コアプラス）
不動産投資家の入り込める余地

　 Viewpoints
「この国・都市なら、押さえておきたい」
基本情報

　 For beginners 
初心者、中級者向けの投資の適した
エリア／ゾーン、市場のポイント

　 Red-hot topics & 
　 remarkable points

不動産投資にまつわる
ホットな話題や注目点

ダグラス・キニー

Bentall Kennedy

エグゼティブ・ヴァイス・プレジデント

北米投資プラットフォームのクライアントリレーショ
ンおよび商品開発を統括。2016 年ベントール・
ケネディー入社。IR および商品開発チームととも
に、顧客基盤の拡大と多角化や米国コア不動産戦
略、クローズエンド・バリューアッド型戦略導入な
ど新規商品開発に従事。その他では欧州アジア地

域で事業増強しグローバル展開への移行に貢献し
た。同社グループならび米国経営委員会メンバー。

Real Capital Analytic （リアル・キャピタル・アナリティック）によると、2017年第3四半期
中の時点での3四半期累計において、86億ドルの商業用不動産物件が取引された。
対象は、ダウンタウン地区の集合住宅やリテール（商業不動産）が中心。今後の需要
動向に不透明性はあるものの、目下新規供給は常に消化されている。オフィスビルは、
CBDへのクラスＡビルの供給が薄く投資家は様子見状態にある。
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ボストンの2012～17年の平均年間不動産取引額は約640億米ドルで、全米でトップ８
位以内（Real Capital Analytics）を維持している。オープンエンドファンドが運用する不
動産規模では、全米6位（NCREIF ODCE index）となっている。

記録的な株価と上昇する住宅価格、好調な労働市場、資産の成長により、消費は促され
経済成長が続く一方、新たな税制、医療法案の改正、貿易協定の再交渉による影響には
不透明性がある。不動産は一部に供給懸念があるが、ファンダメンタルズは全般的に好調
である。都市として、供給の不足がみられるボストンのような沿岸地域が長期安定的な投
資収益を見込めるエリアといえる。

需要は中心部に集中。特に、ヴァーテックスやステート・ストリート、グッドウィン・プロク
ターといった大手企業の拠点があるシーポート地区の伸びが著しい。同地区へはアマゾン
やリーボック、ボストン・コンサルティンググループなど、大手企業オフィスの新規転入が
相次ぐ。また、ゼネラル・エレクトリックの新本社の一部が転入、従業員800人が勤務す
る予定である。これに伴い住居やレストラン・店舗への需要が高まっており、開発プロジェ
クトも活発化している。また、ケンブリッジでは大手製薬企業がオフィス拡張を進めてお
り、ジェンジャイム、シャイア―・ヒューマン・ジェネリック・テラピューティックスやアルニ
ラム・ファーマシューティカルズが転入を計画中である。

米国内の企業は、若いプロフェッショナル層が望むライフスタイルが揃う都心部に移転を始
めている。特に「住む/働く/遊ぶ」という要素が整ったボストンは、高学歴労働者が集ま
る傾向が顕著となっている。

City overview  都市の概略

人口 CBD 商業中心地

480万人
ファイナンシャル・ディストリクト、
バックベイ、シーポート地区

バックベイ

海外不動産投資　
注目の都市、妙味ある街

Boston
ボストン

第 4回

監修：アスタリスク

22ボストン・ワーフ・ロード

Market
不動産の機関化率、規制、
市場トレンド、参画プレーヤー

Opportunity（Core/Core+）
海外から（コア、コアプラス）
不動産投資家の入り込める余地

Viewpoints
「この国・都市なら、押さえておきたい」
基本情報

For beginners 
初心者、中級者向けの投資の適した
エリア／ゾーン、市場のポイント

Red-hot topics & 
remarkable points
不動産投資にまつわる
ホットな話題や注目点

不動産運用、 クライアントリレーションズ、
商品開発、キャピタル・アドバイザリー分
野において 30 年以上の業務経験を有し、
90 を超える不動産・エネルギー・インフラ
ストラクチャー案件にて数百を超えるグロー
バル機関投資家との業務に携わる。シカゴ
の Heitman/JMB Realty Corp でキャリ

アを始め、クレディ・スイス不動産プライベー
トファンドグループの創設メンバーの一人と
しても活躍。Greenhill & Co.においてマ
ネージング・ディレクターを務め、直近では 

The Carlyle Group においてマネージン
グ・ディレクターとしてグローバル不動産キャ
ピタル組成を担当。テネシー大学卒業。

居住者層は、高学歴・高収入で国内平均を上回る家計の借家世帯が多い。また、大学研
究機関のほか、Googleやサノフィ・ジェンザイムなどテクノロジーや製薬産業の拠点が集
積する。こうした環境が投資家の魅力となり、特にオフィスや住居への投資に注力している。

ダグラス・キニー
エグゼクティブ・バイス・
プレジデント
クライアントリレーションズ
統括
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2017年末時点での年間雇用成長率は2.3％と全米平均を1％近く上回り、サンフランシ
スコ、オークランド、サンホセといった比較的好況な都市を凌ぐ。2010～16年の市の人
口増加率は9％超で、サンフランシスコ・ベイエリアや米国内主要都市を上回る。ポート
ランドにある不動産の約32億ドル相当をNCREIF’s ODCE index採用のファンドが保
有し、全米では20位の規模となる。Real Capital Analyticsによると、ポートランドでは
約50億ドルの商業不動産が2017年に売買されている。

特定の局所的な立地では供給過多によるリスクも想定されるが、ポートランド中心部から
半径2マイル圏内ではオフィス、店舗、住宅は全米でも最も魅力的な投資機会が見られる。
ロイド・センター周辺、パール地区、セントラル・イーストサイド地区などは注目のアーバ
ン・ロケーションの一例である。主要企業の拠点が集まるBeaverton-Hillsboroエリア
も投資家にとって興味深い。徒歩圏内にライフスタイル設備や機能を備える郊外コミュニ
ティ立地も投資妙味がある。

企業は若いプロフェッショナル層を惹きつけるために、彼らが望むライフスタイルや機能を
備えた都市への移転を続けている。ポートランドは徒歩・自転車での移動に適した街であ
り、最近もMoney Magazines誌の選ぶ「住むのにベストな街」の一位に選ばれるなどト
レンドにも沿っている。

City overview  都市の概略

人口 CBD 商業中心地

64万人 ダウンタウン パール地区 /

ロイド・センター周辺

海外不動産投資　
注目の都市、妙味ある街

Portland 
ポートランド

第 5回

監修：アスタリスク

ベントール・ケネディ社が投資運用する高級高層住宅「The Ardea」（30階建て）。低層
階には商業施設が付帯。

Market
不動産の機関化率、規制、
市場トレンド、参画プレーヤー

Opportunity（Core/Core+）
海外から（コア、コアプラス）
不動産投資家の入り込める余地

For beginners 
初心者、中級者向けの投資の適した
エリア／ゾーン、市場のポイント

Red-hot topics & 
remarkable points
不動産投資にまつわる
ホットな話題や注目点

不動産運用、 クライアントリレーションズ、
商品開発、キャピタル・アドバイザリー分
野において 30 年以上の業務経験を有し、
90 を超える不動産・エネルギー・インフラ
ストラクチャー案件にて数百を超えるグロー
バル機関投資家との業務に携わる。シカゴ
の Heitman/JMB Realty Corp でキャリ

アを始め、クレディ・スイス不動産プライベー
トファンドグループの創設メンバーの一人と
しても活躍。Greenhill & Co.においてマ
ネージング・ディレクターを務め、直近では 

The Carlyle Group においてマネージン
グ・ディレクターとしてグローバル不動産キャ
ピタル組成を担当。テネシー大学卒業。

高水準の教育、ヘルスケア、テクノロジーなどが発展し、一方で不動産価格はボストン
やサンフランシスコと比べ割安。この2点から、不動産投資家と企業双方に魅力である。

Intel社が本社を構え、多額の研究開発や施設へ継続的に投資した。アパレルや靴メー
カーも多く、NikeやColumbia、Under Armour、Adidasなども拠点を構える。Nike

は都市圏内で100万 ft2規模に施設を拡大、オレゴン健康科学大学は新たに癌センター
を市内に設立した。

ダグラス・キニー
ベントール・ケネディ
エグゼクティブ・バイス・
プレジデント
クライアントリレーションズ
統括
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海外投資家資金が集中する都市のひとつ。140億米ドルを超える不動産をODCE（オープ

ン・エンド・コア・エクイティ）構成ファンドが保有し、NY、LA、シカゴに次ぐ市場規模を擁
する。2017年の投資額は230億米ドル超で、この値は市場サイクルでのピーク値に近い
水準である。大都市圏の経済は連邦政府の雇用と財政支出に大きく依存している。また、近
年向かい風の状況が続いており、18年2月末の雇用成長は国内成長率を若干下回る1.4%

に留まる。潜在的機会としては新政権の財政支出増による恩恵余地がある。大都市圏の不
動産ファンダメンタルズは堅調だが、オフィスやアパート市場の新規供給量は鈍化傾向。同
地区のビルは高さ制限が課せられているので、大規模供給による市場変動が辛うじて食い
止められている。Axiometrics社のレポートでは、大型供給にも関わらず賃貸アパートの稼
働率は95%で、対前年比の賃料上昇は18年第1四半期で1.0%弱。

道路混雑が激しく通勤者は地下鉄を頻繁に利用する。投資家は駅に隣接した物件をター
ゲットとするのが好ましい。ヴァージニア州やメリーランド州郊外に隣接する地域は、新規
投資家にとって最適の機会を見つけやすいが、比較的小規模な案件が多い。デベロッパー
も投資家と同様、駅周辺に商機を見出している。投資検討段階では供給リスクを慎重に
見極めることが肝要である。

若くて優秀な労働者は、快適なライフスタイルが提供される都市部へと移住している。ワシ
ントンD.C.の地下鉄網、自転車専用道路網、都市部道路の自転車専用レーンが、この傾
向を助長している。

City overview  都市の概略

人口 CBD 商業中心地

610万人 コロンビア特別区
〈ウエストヴァージニア〉タイソンズ・コーナー　〈ヴァージニア〉Hストリー
ト・コリドー、チャイナタウン、ガレープレイス
〈メリーランド〉ウィスコンシン・アベニュー・コリドー、べセスダ

海外不動産投資　
注目の都市、妙味ある街

Washington D.C. 
ワシントン D.C.

第7回

監修：アスタリスク

Market
不動産の機関化率、規制、
市場トレンド、参画プレーヤー

Opportunity（Core/Core+）
海外から（コア、コアプラス）
不動産投資家の入り込める余地

For beginners 
初心者、中級者向けの投資の適した
エリア／ゾーン、市場のポイント

Red-hot topics & 
remarkable points
不動産投資にまつわる
ホットな話題や注目点

大型の不動産投資家に最適機会をもたらす市場である。産業の多様性と安定性ある雇用
推進力、高い教育水準の労働者が経済成長を支えている。都市圏が大きいため、投資家は
様々な地域や不動産タイプで投資機会を得ることができる。ワシントンD.C.市場への投資
はほとんどの場合、連邦政府の動きや米国経済の長期的な方向性に寄り添った投資と位置
づけられる。

不動産運用、 クライアントリレーションズ、
商品開発、キャピタル・アドバイザリー分
野において 30 年以上の業務経験を有し、
90 を超える不動産・エネルギー・インフラ
ストラクチャー案件にて数百を超えるグロー
バル機関投資家との業務に携わる。シカゴ
の Heitman/JMB Realty Corp でキャリ

アを始め、クレディ・スイス不動産プライベー
トファンドグループの創設メンバーの一人と
しても活躍。Greenhill & Co.においてマ
ネージング・ディレクターを務め、直近では 

The Carlyle Group においてマネージン
グ・ディレクターとしてグローバル不動産キャ
ピタル組成を担当。テネシー大学卒業。

ダグラス・キニー
ベントール・ケネディ
エグゼクティブ・バイス・
プレジデント
クライアントリレーションズ
統括

ベントールケネディ社がワシントンDCで運用中の「Patriots Plaza I」
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機関投資家に不可欠な不動産市場である。NCREIF ODCEの市場規模では、資産価値
が120億米ドルに達し、全米トップ5にランクイン。不動産売買は過去10年間で年間92

億米ドル以上。2014～15年では年間160億米ドルを超えたが、ここ1年は雇用や賃料
上昇の減速で著しく減少している。対前年比の雇用成長は1.7%で、平均と近似値。主
要都市圏のテックブームで雇用が伸び、平均の2倍以上に成長した2014～16年とは対
照的だ。しかしながら、高学歴労働者への雇用需要は強く人材確保は困難。供給主導型
市場で、平均を上回るアパートの賃料上昇と、経済成長期における総合利回りの上昇が
続いたが、近年は活発化した新規開発が空室率を押し上げる形となり、賃料は横ばい。こ
の傾向は、サウス・ファイナンシャル地区を中心に供給が増加するオフィス市場でも同様。
とはいえ、同市場の空室レベルは、米国主要市場の中で最も低い。

機関投資家による投資の主流は、都市中心部の比較的小さなエリアに集中。ファイナン
シャル地区、ユニオンスクエア、サウス・オブ・マーケット（SoMA）地区には強い資本流
入が見られる。ミッションベイも同様で、カリフォルニア大学サンフランシスコ校キャンパス
周辺の発展に伴い、バイオテクノロジーの中心地として投資が増えている。

都市化や高学歴労働者が「住む・働く・遊ぶ」環境のより揃った場所への移動は、米国の
大きなトレンドであり、サンフランシスコは最も羨望のまなざしを向けられる都市である。全
国で最も人気の高い就業機会があり、居住においても魅力的なライフスタイル環境が与えら
れている。しかしながら、過去10年で物価は劇的に高騰している。

海外不動産投資　
注目の都市、妙味ある街

San Francisco
サンフランシスコ

第 8回

監修：アスタリスク

Market
不動産の機関化率、規制、
市場トレンド、参画プレーヤー

Opportunity（Core/Core+）
海外から（コア、コアプラス）
不動産投資家の入り込める余地

For beginners 
初心者、中級者向けの投資の適した
エリア／ゾーン、市場のポイント

Red-hot topics & 
remarkable points
不動産投資にまつわる
ホットな話題や注目点

米国最大で最も周知された急成長のテック系企業が多数拠点を構え、それゆえにコア型投
資家の重要な投資先である。急成長する企業は入居スペース確保で熾烈に競争しており、
不動産セクターでの健全な賃料収入増を助長している。テック系産業の業績は、米国経済
よりも循環的であり、投資が縮小し始めた場合、高いボラティリティや賃料減少へと影響す
る可能性がある。

不動産運用、 クライアントリレーションズ、
商品開発、キャピタル・アドバイザリー分野
において 30 年以上の業務経験を有し、
90 を超える不動産・エネルギー・インフラ
ストラクチャー案件にて数百を超えるグロー
バル機関投資家との業務に携わる。シカゴ
の Heitman/JMB Realty Corp でキャリ

アを始め、クレディ・スイス不動産プライベー
トファンドグループの創設メンバーの一人と
しても活躍。Greenhill & Co.においてマ
ネージング・ディレクターを務め、直近では 

The Carlyle Group においてマネージン
グ・ディレクターとしてグローバル不動産キャ
ピタル組成を担当。テネシー大学卒業。

ダグラス・キニー
ベントール・ケネディ
エグゼクティブ・バイス・
プレジデント
クライアントリレーションズ
統括

City overview  都市の概略

人口 CBD 商業中心地

約 170万人（都市圏）
ファイナンシャル地区と

サウス・ファイナンシャル地区 ユニオンスクエア地区 サンフランシスコでベントール・ケネディ社が運用する「Solaire」
（左）と「Latham Square」（右）
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まだ機関投資家の存在感は薄く、ODECE構成銘柄のオープンエンド・コア型ファンドが
保有する不動産の資産価値は13.4億ドルで、フィラデルフィア（ペンシルベニア最大都市
の）の6分の1の規模。取引高は控えめで、2017年は13億ドルに留まる。

他の国内大都市と比べ小規模な都市ながら、人口が伸び、成長している都市で、かつ不
動産が手ごろな価格帯であることが魅力。先に挙げた医療機関は、米国国立衛生研究所
から莫大な資金を獲得し、米国特許局から毎年900に及ぶ新たな特許が与えられている。
そのほか、野球、アイスホッケー、アメリカンフットボールといった全米レベルのプロチーム
が本拠地を置いてCBDの活性化を助長し、地域の小売店舗や施設の活性化にも貢献し
ている。

病院や大学、大手テック企業やフォーチュン500企業があるダウンタウンこそ投資対象で
ある。ダウンタウンとその周辺地域には、教育水準の高いミレニアル人口が集中する反面、
郊外についてはそうとは言えない。投資に踏み出すのは控えたほうがよい。なお、ストリッ
プ地区として知られる地域は、成長中のテック分野や新築住宅、新たな店舗がその注目度
を高め、魅力的と言える。

米国では都市化の流れが、高学歴労働者にとって「住む・働く・遊ぶ」環境の揃った場
所へと移動する傾向が強い。ピッツバーグ・ダウンタウンはこの流れに沿った成長都市で
ある。医療研究や無人乗用車技術の成功も、主要都市圏にとって長期的に好ましい前兆
と考えられる。　

海外不動産投資　
注目の都市、妙味ある街

Pittsburgh
ピッツバーグ

第 11回

監修：アスタリスク

Market
不動産の機関化率、規制、
市場トレンド、参画プレーヤー

Opportunity（Core/Core+）
海外から（コア、コアプラス）
不動産投資家の入り込める余地

Viewpoints
「この国・都市なら、押さえておきたい」
基本情報

For beginners 
初心者、中級者向けの投資の適した
エリア／ゾーン、市場のポイント

Red-hot topics & 
remarkable points
不動産投資にまつわる
ホットな話題や注目点

アマゾンの第2本社候補地上位20拠点にピッツバーグがランクインしている。カーネギー
メロン大学やピッツバーグ大学医療センターといった世界規模の教育、医療機関の存在が
魅力となり人口が増加中。投資家が注目するべきは都市中心部で、オフィス再開発や集合
住宅の取得を注意深く検討すれば、国内の他の大都市と比べ、より高いキャッシュ利回り
を得る可能性がある。　　

City overview  都市の概略

人口 CBD 商業中心地

240万人
（大都市統計圏地区）

ピッツバーグ・ダウンタウン
ステーション・スクエア、
サウスサイドワークス、
シェイディーサイド

中心部では都市開発が進行中

不動産運用、 クライアントリレーションズ、
商品開発、キャピタル・アドバイザリー分野
において 30 年以上の業務経験を有し、
90 を超える不動産・エネルギー・インフラ
ストラクチャー案件にて数百を超えるグロー
バル機関投資家との業務に携わる。シカゴ
の Heitman/JMB Realty Corp でキャリ

アを始め、クレディ・スイス不動産プライベー
トファンドグループの創設メンバーの一人と
しても活躍。Greenhill & Co.においてマ
ネージング・ディレクターを務め、直近では 

The Carlyle Group においてマネージン
グ・ディレクターとしてグローバル不動産キャ
ピタル組成を担当。テネシー大学卒業。

ダグラス・キニー
ベントール・ケネディ
エグゼクティブ・バイス・
プレジデント
クライアントリレーションズ
統括
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大都市圏地域では、不動産インデックス「NCREIF ODCE」 に採用されたファンドが

180億米ドルに及ぶ商業用不動産を保有している。これを超える都市はニューヨークとロ
サンゼルスのみである。また、米国の不動産調査会社Real Capital Analytics社によれ
ば、2018年第3四半期までの1年間で200億米ドル超の投資が実行された。投資セク
ターでは、オフィスビルと産業用不動産が牽引している。主要プレーヤーは私募・公募の

REITと投資運用会社で、最近は外国資本が目立ってきた。他の主要都市圏の経済成長
は鈍化傾向がみられるが、シカゴ市内のプライム立地では人口動態、雇用成長、空間需
要の堅調さが際立っている。カナダとメキシコとの貿易摩擦が解消したことは、北米の商
業市場に好材料となっているが、国・地方の軟調な財政状況は、将来の税金水準や政府
サービスの供給に影を落とすとの見方もある。

投資家は都市中心部に注目している。その1つであるフルトンマーケット近郊は、Google

やマクドナルドといった主要企業の移転によって飛躍的な成長が見込まれている。また、
グースアイランドも開発エリアとして長期的成長が見込まれている。最近の動きでは、「郊
外」と「中心部」に二極化が見られる。ミレニアル世代の優秀な人材がシカゴ中心部へ移
り住むとともに、企業が都市中心部への移転を望む傾向が加速している。

高学歴労働者が「住む・働く・遊ぶ」環境の整った都市へと移動する傾向は、シカゴはも
とより米国の大きなトレンドである。企業は、若く優秀な人材が喜ぶ生活環境の整った都
心部へ移転を始めている。生活利便性の高さや、公共交通機関、近代的な住宅などの選
択肢が多く環境が整っている点から、中心部により力強い成長余地がある。

海外不動産投資　
注目の都市、妙味ある街

Chicago
シカゴ

第 13回

監修：アスタリスク

Market
不動産の機関化率、規制、
市場トレンド、参画プレーヤー

Opportunity（Core/Core+）
海外から（コア、コアプラス）
不動産投資家の入り込める余地

For beginners 
初心者、中級者向けの投資の適した
エリア／ゾーン、市場のポイント

Red-hot topics & 
remarkable points
不動産投資にまつわる
ホットな話題や注目点

主要投資家の間では投資先として上位に挙げられる市場。投資地域を広げたり異なる不
動産タイプに着手したりする上での橋渡し的な役割を担っている。

不動産運用、 クライアントリレーションズ、
商品開発、キャピタル・アドバイザリー分野
において 30 年以上の業務経験を有し、
90 を超える不動産・エネルギー・インフラ
ストラクチャー案件にて数百を超えるグロー
バル機関投資家との業務に携わる。シカゴ
の Heitman/JMB Realty Corp でキャリ

アを始め、クレディ・スイス不動産プライベー
トファンドグループの創設メンバーの一人と
しても活躍。Greenhill & Co.においてマ
ネージング・ディレクターを務め、直近では 

The Carlyle Group においてマネージン
グ・ディレクターとしてグローバル不動産キャ
ピタル組成を担当。テネシー大学卒業。

ダグラス・キニー
ベントール・ケネディ
エグゼクティブ・バイス・
プレジデント
クライアントリレーションズ
統括

City overview  都市の概略

人口 CBD 商業中心地

950万人
（大都市統計圏）

“ループ ”
（ミシガン湖沿岸） マグニフィセント・マイル地区

シカゴでベントール・ケネディが運用する賃貸マンション「ハバード・プレイス」
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トロント周辺6行政地区にまたがる「グレーター・トロント・エリア（GTA)」には770万人

が居住。不動産取引高（2017年）は157億ドルでカナダ国内取引額の37％を占める。18

年第3四半期までの取引は145億ドルで、前年を確実に上回る見通し。ＭＳＣＩの「リア
ルパックカナダ不動産インデックス」（18年第三四半期）によると、GTAの総資産価値の

40％（620億ドル）は機関投資家を包含している。

オフィスビルの投資利回りは、ダウンタウンのクラスAで2.4%と北米最低水準。クラスA

ビルはテック系の新興企業と金融などの伝統的企業ともに引く手あまたの状況だ。一方、
サブマーケット（北部・西部）は投資パフォーマンスが期待できる市場となっており、複合
型オフィスビルに人気がある。また、産業用不動産の市場規模は北米第3位と大きい。空
室率は1.6%。需要は西側地域に顕著である。

需要拡大に伴う、物流施設の人材確保が課題である。福利厚生が充実したウェルネス配
慮型オフィスビルの新規開発が見られる。一方、生活環境のよい郊外（北部、西部、東部）

に拠点を構える優良企業もでてきた。今後、成長したミレニアル世代の子育てニーズの高
まりで、居住スペースが広く、優秀な学校がある郊外部への移転が進むとみられる。

海外不動産投資　
注目の都市、妙味ある街

Toronto
トロント

第 14回

監修：アスタリスク

Market
不動産の機関化率、規制、
市場トレンド、参画プレーヤー

Opportunity（Core/Core+）
海外から（コア、コアプラス）
不動産投資家の入り込める余地

For beginners 
初心者、中級者向けの投資の適した
エリア／ゾーン、市場のポイント

Red-hot topics & 
remarkable points
不動産投資にまつわる
ホットな話題や注目点

IT、メディア、製造など、グローバル大手企業が数多く拠点を構える。背景は豊富な人材
資源。圏域労働人口500万人のうち100万人は経営管理、金融、IT、科学関連の従事
者である。地元主要大学との強い連携がある。
コア型あるいは ビルド・トゥ・コア型 戦略において理想的なロケーションと言える。　
a） ダウンタウン中心部や交通接続性の高いエリアの優良オフィス　　　
b） 都心部複合施設、郊外のショッピングモールやフードコート併設型SC

c） 次世代型の流通に特化した交通幹線網に近い物流施設
d） 交通アクセスに優れたライフスタイル型賃貸住宅
他の市場より高価格帯だが、純収益成長や長期で平均を上回るトータルリターンが期待でき
る。トロントの産業用、オフィス用物件は、過去4四半期で二桁台のリターンを創出している。

不動産運用、 クライアントリレーションズ、
商品開発、キャピタル・アドバイザリー分野
において 30 年以上の業務経験を有し、
90 を超える不動産・エネルギー・インフラ
ストラクチャー案件にて数百を超えるグロー
バル機関投資家との業務に携わる。シカゴ
の Heitman/JMB Realty Corp でキャリ

アを始め、クレディ・スイス不動産プライベー
トファンドグループの創設メンバーの一人と
しても活躍。Greenhill & Co.においてマ
ネージング・ディレクターを務め、直近では 

The Carlyle Group においてマネージン
グ・ディレクターとしてグローバル不動産キャ
ピタル組成を担当。テネシー大学卒業。

ダグラス・キニー
ベントール・ケネディ
エグゼクティブ・バイス・
プレジデント
クライアントリレーションズ
統括

City overview  都市の概略

人口 CBD 商業中心地

280万人 ダウンタウン クイーン・ストリート・ウエスト
ブルア・ストリート

ベントール・ケネディがトロントで運用する高級賃貸住宅「Two st. Thomas」と、郊外の物流施設


	海外不動産　北米 (2).pdf
	RE Global Cities - North America 8 Cities- PMM.pdf
	海外不動産　北米




