GOODMAN
BUSINESS PARK
グッドマンビジネスパーク

LIVE+

WORK+

PLAY+

OPPORTUNITY+

ACCESSIBILITY+

グッドマンビジネスパーク

首都圏中央連絡自動車道

ロジスティクスとビジネススペースの 所有＋開発＋管理をグローバルに展開する、世界有数の
不動産エキスパートであるグッドマングループは、革新的でモダンなコンセプトの
「 ロジスティクス＋ビジネススペース」として、グッドマンビジネスパークを開発します。

東北自動車道

常磐自動車道
柏 IC

成長とチャレンジの時代

22Km

20Km

3

成田空港より

千葉港より

東京

千葉ニュータウン中央駅

日本経済はいま、ダイナミックな成長と変革の時を迎えています。アベノミクスによる
堅調な経済成長は、2020 年に開催される東京オリンピックに向けてさらなる高まりが期待され、
さまざまなビジネスチャンスも生まれています。一方、物流業界を含む多くの領域では、
地価や建築費の高騰、賃料の上昇、燃料や輸送コストの増加、人手不足など、成長を阻害
する深刻な問題にも直面しつつあります。

グッドマンビジネスパーク

東京外環自動車道
白井

北千葉道路

ソリューション

平成 30年度以降開通予定

22Km

八千代

成田 IC
成田空港より

京葉道路

グッドマンビジネスパークはカスタマーが抱える、さまざまな課題へのソリューションを
提案するプロジェクトとして誕生しました。
マスタープランには、
あらゆるビジネス機会をサポート
するための魅力がふんだんに詰まっています。

東京港

22Km
羽田国際空港
成田空港より

+ 都心への交通利便性が高く、主要道路、港、空港を含む交通インフラへのアクセスに
優れた立地です。

38Min

16

千葉港より

東京港より

日本橋駅より

千葉

東関東自動車道
千葉北 IC

原木IC

+ 首都圏に位置する最新鋭の物流施設でありながら、価格競争力の高い賃料でスペースを
ご提供します。

35Km

成田国際空港

平成 29年度 開通予定

東京駅

20Km

20Km

35Km

38Min

16Km

21Km

千葉港より

東京港より

日本橋駅より

千葉北ICより

柏ICより

+ カフェ、店舗、託児所などのアメニティ設備を備え、就業環境としての快適性を確保します。
+ 継続的な人口増加により新規雇用の確保に有利な立地であることに加え、
最寄駅の北総線
「千葉ニュータウン中央」駅から循環バスを運行しています。

グッドマンビジネスパーク

+ 自然を取り入れた緑の空間や公開広場を配置し、
千葉ニュータウンの街並みとの
調和をはかります。また、雨水リサイクル、再生可能エネルギーの利用など環境にも配慮した
設計を採用します。

グッドマンビジネスパーク
STAGE 3

北総線
千葉ニュータウン中央駅

グッドマンビジネスパークはカスタマーのあらゆるビジネスニーズに柔軟にお応えいたします。

STAGE 2
STAGE 1

464

AMENITY
北総線 小室駅

至 柏 IC

16

島田交差点

グッドマンビジネスパーク

米本交差点

現時点での計画、完成イメージの想定であり、今後の検討により変更となる可能性があります。

至 千葉北 IC

至 島田交差点

CONCEPT+
CAFE+

SYNERGY+
OFFICE+

PARK+

グッドマンビジネスパークは、ビジネスパークとして
あらゆる使い方の可能性が広がる施設です。
また、ビジネスの相乗効果や効率アップを叶えるため、
充実したアメニティを豊富にご用意。
魅力的な環境だからこそ生まれる、ダイナミックな
交流が見込めます。
ロジスティクス + ビジネス

GYM+

DATA CENTER+

CYCLE+

+ 冷凍冷蔵倉庫、保税倉庫を含むさまざまな用途の物流

施設や付帯する事務所

+ データセンター、ハイテクビジネスのリサーチセンター、

トレーニング施設

+ 軽工場および加工工場

アメニティ
RETAIL+

LIVE+

WAREHOUSE+

WORK+

PLAY GROUND+

PLAY+

+ 緑の空間や公開広場などのオープンスペース
+ カフェ
+ 託児所
+ スーパーマーケット
+ 店舗などの商業施設
+ ビジネスホテル
+ フィットネスセンター

施設の用途
+ 製造工場
+ 組立工場、リペアセンター、梱包・仕分け設備
+ 物流施設、倉庫、配送センター
+ 輸送用施設、宅配センター

すべての人に、
「LIVE+ WORK+PLAY」を。
グッドマンビジネスパークが掲げるコンセプトは、
「LIVE+WORK+PLAY」。
それらの調和とバランスを、どこまでも追求することがテーマです。
そのコンセプトがもっとも反映されているのが、アメニティゾーン。
働く人々のための宿泊施設、カフェ、託児所、スーパーマーケット、店舗、フィットネスセンターと
いった施設を敷地内に設け、地域住民にもご利用いただける、便利かつ快適な「生活空間 LIVE+」
を創出いたします。
もちろん、カスタマーにとってのベネフィットは最重要視。
グッドマンが国内およびグローバルで培ったノウハウを駆使し、 最新鋭の空間設計とテクノロジー
を取り入れた、ハイクオリティな「ロジスティクス＋ビジネススペース WORK+」をご提供します。
また、それだけではなく
さらに、緑や公開広場といった「憩いの場 PLAY+」を各所に配置し、利用するすべての人がリフレッ
シュできる、やさしい街づくりを実現いたします。

LOCATION+

働く人の利便性が保たれた、理想的な LIVE+WORK+PLAY の空間。
商業

縦横無尽のアクセスポテンシャルを有するこの場所なら、
従業員の皆さまにとっての、働きやすさが叶います。
アクセス

効率性

+ グッドマンビジネスパークは国道 16 号線、国道 464 号線の

+ グッドマンビジネスパークの主要道路は道路の幅員、路盤の

ふたつの幹線道路に近接しています。

+ 予定される東京外環自動車道、首都圏中央連絡自動車道、

国道 464 号線の伸長により、さらなる交通利便性の向上が
見込まれます。

+ 最寄駅の北総線「千葉ニュータウン中央」駅からは、京成

押上線、都営浅草線、京急線への直通乗り入れが可能です。
電車を利用した都心、羽田空港、成田空港へのアクセスに
すぐれたロケーションです。

+ 路線バスが利用可能なほか、最寄駅の北総線「千葉ニュータ

ウン中央」駅から循環バスが運行しています。

整備状況ともに良好で交通渋滞もほとんどありません。歩行
者専用の通路や、乗用車とトラックの通行を分離する設計を
採用し、安全性とスムーズな動線の確保に配慮しています。

+ 千葉ニュータウン周辺は人口集積地であるため新規雇用に

有利な立地です。グッドマンビジネスパークは 24 時間 365 日
稼働が可能で、カスタマーのビジネス効率アップをサポート
します。

+ 内陸の高台に位置しており、事業継続性の高いエリアです。

地盤の強固な洪積台地上に位置し、地震、水害のリスクが
少ないと言われています。

+ 多彩な商業施設や、戸建て・マンションなどの住居用施設の

開発も加速的に進んでおり、充実した生活機能と豊かな自然
環境が共存する快適な街づくりが特徴のエリアです。

住宅

南方面
北総線：小室駅

北総線：千葉ニュータウン中央駅
成田線：木下駅

16

至 船橋

至 柏

グッドマンビジネスパーク

至 成田

オフィス・研究所・データセンター

グッドマンビジネスパーク

至 国道 16 号線
356

北総線：千葉ニュータウン中央駅

至 松戸
現時点での計画、完成イメージの想定であり、今後の検討により変更となる可能性があります。

至 国道 16 号線

成田線: 木下駅

SURROUNDINGS+
物流ゾーン：グッドマンビジネスパーク
木下駅

オフィス・研究所・データセンターゾーン

公共施設ゾーン

千葉ニュータウン中央駅

商業ゾーン

住宅ゾーン

MASTER PLAN+

Stage 2

Stage 1｜East Building

AMENITY

現時点での計画、完成イメージの想定であり、今後の検討により変更となる可能性があります。

Stage 3

AMENITY+

利用する人の快適を考えた、アメニティゾーン。
グッドマンビジネスパークの中心部にはアメニティゾーンを設置します。
+ 循環バスを運行
+ カフェ、レストラン、店舗などの商業施設
+ 物流施設に付帯する、トラックドライバー用休憩室・宿泊施設
+ 公開広場、オープンスペースなどの憩いの場
+ 従業員および近隣住民の方々が利用できる託児所
+ フィットネスセンター

現時点での計画、完成イメージの想定であり、今後の検討により変更となる可能性があります。

鹿黒

EMPLOYEES+

鹿黒

61

CYCLE+

人材確保を見すえた、プランニング。

至北
印西

グッドマンシャトルバス バスルート

路線バスルート
グッドマンシャトルバス バス停

当該地付近路線バス停

北総線 千葉ニュータウン中央駅

施設で働く従業員の皆様にご利用いただける無料のシェアサイクルを 30 台ご用意しています。
グッドマンビジネスパーク イーストの敷地内および最寄りの千葉ニュータウン中央駅前に専用
駐輪場を確保しています。通勤や休憩時間の買い物など、幅広い目的にご利用いただけます。
現在開発中のステージ 2 でもシェアサイクルを導入予定で、サービスの拡充を図ってまいります。

グッドマンビジネスパークは、高機能な「ロジスティクス＋ビジネススペース」を
ご提供するだけでなく、ご利用いただくカスタマーが抱える人材確保の問題
にも対応していきます。

千葉ニュータウン中央駅北口
駅前駐輪場 3F

+ 千葉ニュータウン周辺は継続的に労働力人口が増加しており、
「全国住みよさランキング
（東洋経済新聞社）」において 2012 年から 6 年連続で全国総合 1 位を獲得しています。
+ レストラン、カフェ、店舗、公開広場などのハイクオリティなアメニティを備え、就労
空間としての快適性を確保します。

専用駐輪場

+ リーズナブルな料金の保育サービスが不足している中、グッドマンビジネスパークは
働く女性やご家族にも安心してご利用いただける託児所の設置を検討しています。

464

北口

+ 最寄駅の北総線「千葉ニュータウン中央 」駅から循環バスを運行しています。
+ 物流施設の付帯施設として、トラックドライバーおよび従業員の皆様が、シフト間の
休憩やリフレッシュに利用可能な宿泊施設を併設することも検討中です。

北総線
千葉ニュータウン中央駅

BUS+

REFRESH+

路線バスが利用可能なほか、最寄駅の北総線「千葉ニュータウン中央」駅から循環バスが運行しています。
2017年 7月にはグッドマンビジネスパーク イースト前を経由する新路線が開通し、利便性が増しています。
至 成田線 木下駅

トラックドライバー休憩室はシャワー・トイレ・自動販売機・Wifi 等を完備した快適な空間
となっています。また、室内に設けられたギャラリースペースでは、地域の社会福祉法人
施設で季節ごとに制作されたアートをお楽しみいただけます。

割野

グッドマンビジネスパーク
ステージ 2（予定）

割野

グッドマンビジネスパーク
イースト
鹿黒

鹿黒

グッドマンビジネスパーク
グッドマンビジネスパーク

61
至 北総線
印西牧の原駅

アート制作 : 森のアトリエ / いんば学舎

グッドマンシャトルバス バスルート

2013 年設立。社会福祉法人印旛福祉会

路線バスルート

いんば学舎・オソロク倶楽部が障がいの
ある方のアートを応援するための施設として
運営しています。

グッドマンシャトルバス バス停

当該地付近路線バス バス停
現時点での計画、完成イメージの想定であり、今後の検討により変更となる可能性があります。

北総線 千葉ニュータウン中央駅

STAGE 1 | EAST BUILDING+

100% 契約済

STAGE 2+
Multi Customer |

マルチカスタマー型

総賃貸面積 37,830 坪、ダブルランプウェイを完備した 4 階建ての先進的な物流施設

ルーフトップテラス

ルーフトップテラス

4,755 坪｜Tsubo
2,387 坪｜Tsubo

2,368 坪｜Tsubo

2,368 坪｜Tsubo

2,387 坪｜Tsubo

4,755 坪｜Tsubo

2018 年 1月竣工予定
グッドマンビジネスパーク ステージ 2 鳥瞰

ラウンジテラス

PLANS+

ラウンジ

floor 2/3

4,690 坪｜Tsubo

4,755 坪｜Tsubo

4,690 坪｜Tsubo

2,387 坪｜Tsubo

4,630 坪｜Tsubo

2,368 坪｜Tsubo
Lounge

4,730 坪｜Tsubo
Floor 1

2,368 坪｜Tsubo

4,730 坪｜Tsubo

2,387 坪｜Tsubo

4,760 坪｜Tsubo

4,755 坪｜Tsubo
Floor 2/3

Floor 4

賃貸面積（坪）
階数

4F
3F

倉庫+バース

9,130
9,220

floor
19,390
260

事務所

290

合計

9,510

2F

9,220

290

9,510

1F

9,120

300

9,420

36,690

1,140

37,830

Total

floor 1

現時点での計画、完成イメージの想定であり、今後の検討により変更となる可能性があります。

floor 2/3

所在地
用途地域
建ぺい率
計画条件

前面道路
防火指定
容積率

floor 4

千葉県印西市鹿黒南一丁目3

敷地面積

準工業地域

建物形体

60%
北側：約25m

側：約9.5m

計画内容
東側：約17m

南側：約9.5m

法第22条指定地域

4,630 坪｜Tsubo
200%

西

63,540㎡（19,220坪）
鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 4階建 ランプウェイ

床荷重

1.5トン／㎡

駐車場

普通乗用車 338台

天井高

梁下有効 5.5m

FLEXIBILITY+
Build To Suit | BTS 型

グッドマンビジネスパークでは、カスタマーのあらゆるスペースニーズにお応えすることができます。
グッドマンは日本国内および世界各地で BTS 型施設開発の優れた実績を有しており、本プロジェクト
でも、
カスタマーの細かなご要望にお応えした、
カスタムメイドの施設を開発可能です。課題に合わせた、
柔軟なソリューションをご提供します。

軽工場 + 組立施設
+ 倉庫、軽工場、組立作業用の施設などを一カ所に
集積することにより、業務のシナジーを実現します。

− 衣料、家具、日用雑貨
− ハイテク製品、家電製品
− リペア＆メンテナンスサービス
+ 人口密度の高い首都圏へのアクセス性に優れた
ロケーションでありながら、競争力の高い賃料で
スペースをご提供します。

食品加工 + 定温管理倉庫
+ 生鮮食料品の生産量が日本有数の千葉県に位置
しています。

− 生鮮食品の保管、配送および加工
− 定温管理のニーズに対応可能
+ 都心部至近の立地により、ライフタイムが短い
生鮮食料品の即日配送が可能な拠点です。また
成田空港へのアクセス性に優れ、輸出入品の配送
※ BTS ＝ Built to Suit 特定のカスタマーに向けて、個別のご要望にカスタマイズして開発する施設

拠点としてご利用いただけます。

マテハン機器の導入対応

リサーチ + テクノロジー

+ マテハン機器の設置を考慮した汎用性のある設計

+ 地震、水害のリスクが少ないと言われる地盤の

を取り入れています。

強固な洪積台地上に位置し、安定的な電力供給が

− 省力化による人件費削減

見込める立地により、リサーチ＋テクノロジー関連

− 業務効率向上と生産性のアップ
+ 天井高や床荷重などの建物仕様に関するご要望
にも、個別に柔軟な対応をさせていただきます。

+ 耐震性の高いロケーションと、スーパーフラットフロ
ア設計により、精密機器の設置に適しています。

の施設に適しています。

− データセンター
− R&D 施設、研修センター
− 組立作業施設
+ データセンターや安定的な電力供給を必要とする
設備に最適です。

+ 労働人口集積率の高いエリアです。

現時点での計画、完成イメージの想定であり、今後の検討により変更となる可能性があります。

GOODMAN+
Goodman Group

GLOBAL NETWORK FACTS

34.6

A$
billion
total assets under
management

グローバルネットワークの
主要指標

運用総資産

346 億豪ドル
approximately

Goodman is a leading integrated property group with global
operations throughout Australia, New Zealand, Asia, North
America, Brazil, Europe and the United Kingdom. We are
experts in industrial and business space.
Goodman also offers a range of investment property funds,
giving investors access to our specialist fund management
services and industrial and business space assets.
グッドマンはオーストラリア、ニュージーランド、アジア、北米、ブラジル、
ヨーロッパにおいて、インダストリアル不動産およびビジネススペース

に特化した事業を展開する、世界有数の不動産グループです。
さまざまな不動産ファンドを運用し、投資家の皆様にグッドマンの専門的
なファンドマネジメントサービスや、インダストリアル不動産およびビジ
ネススペースへの投資機会を提供しています。

SERVICE+

Superior customer service is the foundation of Goodman’s
success. Our integrated own+develop+manage customer
service offering is at the heart of everything we do.
優れたカスタマーサービスがグッドマンの成功の基盤です。所有＋
開発＋管理を含む総合的なカスタマーサービスが、ビジネスの真髄を
なしています。

OWN+

We invest in properties for the long-term, providing
ongoing relationships with customers and investment
opportunities for our funds.

1,135 staff

16 カ国
28 都市

社員数

17 million sqm

顧客数

管理スペース総面積

約

約

1,750 社

1,135 名

387

approximately

1,750
customers

WHO WE ARE+

28 cities in
16 countries

properties under
management

space under
management

1,700 万㎡

管理物件数

387棟

GROUP OPERATIONS

グループオペレーション
Europe/ UK
142 properties

グッドマンは、カスタマーと継続的な信頼関係を築くとともに、投資家
の皆様に運用するファンドの投資機会を提供するため、長期保有を前提

ヨーロッパ/イギリス
142物件

として不動産を取得しています。

DEVELOP+

Asia
55 properties
アジア

55物件

Our tailor-made developments across Asia Pacific, North
America, Brazil, Europe and the United Kingdom are
designed to meet the individual needs of our customers.
グッドマンはアジア太平洋、ヨーロッパ、北米およびブラジルにおいて、
個々のお客様の多彩なニーズに柔軟に対応する施設開発を行っています。

MANAGE+
Our in-house property service teams ensure our customers’
operational needs are met and our properties are
maintained to an exceptional standard. This helps generate
increased customer satisfaction, higher retention rates and
in turn, stable returns for investors.
グッドマンは、社内にプロパティサービス部門を設け、カスタマー の
ニーズに迅速に対応するとともに、施設のクオリティーを高水 準に
維持しています。充実したプロパティマネジメントはお客様の需要を
喚起し、顧客満足度とリピート率を向上させ、投資家の皆様に安定
したリターンを提供します。

The Americas
16 properties
北南米
16物件

Australia / New Zealand
174 properties
オーストラリア / ニュージーランド
174物件
*Figures as at 30 June 2017 | 上記は2017年6月30日時点の数字です

GOODMAN JAPAN NETWORK
グッドマンジャパンのネットワーク

Matsudo | 松戸

Ibaraki | 茨木

Goodman Business Park

Settsu | 摂津

グッドマンビジネスパーク

Sakai | 堺

Ichikawa | 市川
Osaka Nanko | 大阪南港
Akamatsudai | 赤松台

Mizue | 水江

Kobe | 神戸
Naruohama | 鳴尾浜

Obu | 大府

CONTACT+ 連絡先
東京

大阪

Tel: 03 6910 3313
Fax: 03 6910 3301

Tel: 06 7777 9988
Fax: 06 7777 9989

BusinessPark@goodman.com
jp.goodman.com/goodman-business-park

グッドマンジャパン株式会社 〒100-6736 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウノースタワー 36階

goodman.com

免許番号：国土交通大臣（3）第 6483号

取引態様：媒介
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