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【MIPIM Asia Awards 2020】にて金賞受賞
― アジア不動産業界の「オスカー」 アジア No.1 の社会・経済インフラとして評価 ―

ESR 尼崎ディストリビューションセンター

ESR 株式会社（代表取締役:スチュアート・ギブソン、本社:東京都港区虎ノ門 以下、ESR）は、「ESR 尼崎ディストリ
ビューションセンター」（以下、尼崎 DC）が 2021 年 1 月 26 日に開催された［MIPIM Asia Awards 2020］において、
「Best Infrastructure, Community & Civic Building」（社会・経済インフラ）部門で最高位である金賞を受賞した
ことをお知らせいたします。
MIPIM（ミピム）は、仏リード・ミデムが主催する不動産プロフェッショナル国際マーケット会議のことで、世界の不動産・建築関係者
が一堂に会する世界最大の不動産見本市です。
MIPIM のアジア部門である「MIPIM Asia」 では、毎年[MIPIM Asia Awards]が開催され、11 のカテゴリーの中から、その年の
革新性や偉業を成し遂げた優れたプロジェクトが表彰されます。機関投資家を中心に構成された審査委員会が、発注者側の視点
で開発プロジェクトを評価するのが特徴で、設計の巧拙だけでなく、地域社会への影響や⾧期的な投資価値も考慮されます。
[MIPIM Asia Awards]はアジアの不動産業界における最も権威ある賞の一つであり、アジアの不動産業界の「オスカー」と呼ばれ
ています。
ESR が受賞した「Best Infrastructure, Community & Civic Building」部門は、社会または経済インフラの開発を通じて、
経済成⾧を促進し、生活の質の向上に貢献した優れた施設やサービスを表彰することを目的としており、空港、駅、病院、文化セン
ター、図書館、スタジアム、政府関連の建物、物流施設などが含まれます。
ESR にとって今回が初の MIPIM Asia Awards 受賞となります。
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例年はグランドハイアット香港で受賞発表及び授賞式が行われていましたが、今回はオンラインでの開催となり、弊社からはスチュア
ート・ギブソンが出席、ライブ中継もされ、ESR グループの全社員も共に受賞の瞬間を祝うことができました。
（左）受賞の瞬間 （上）オンラインでの授賞式の様子
（下）金賞のトロフィー

■ESR 代表取締役 スチュアート・ギブソン
「MIPIM Asia から名誉ある金賞を受賞したことを大変光栄に思います。
物流施設は、新しい経済にとって不可欠なインフラです。尼崎 DC は弊社の
理念「HUMAN CENTIRIC DESIGN. （人を中心に考えたデザイン）」に基づ
き、テナント企業様とその従業員の皆様のウェルビーイングを促進するために、
革新的で高品質な空間・ソリューションを提供し、物流およびテナント企業様
の発展をサポートしながら、地域社会にもポジティブな変化をもたらす先進型
巨大物流施設になることを目指し建設しました。
大成建設様をはじめとするパートナー企業のプロフェッショナルな献身的なお
力添えと、新境地を開拓するための弊社コンストラクションチームのたゆまぬ努
力のおかげで、尼崎 DC は ESR と物流不動産業界にとって重要なベンチマークとなり、今後もその重要性を増していくことでしょう。
世界的な新型コロナウィルス感染症の流行は経済活動と市民生活に大きな変化をもたらし、人々の消費行動のオンラインへの移行
も加速させました。今後もこの傾向は続くと予想され、ESR は国内外のテナント企業様がより迅速に消費者にお届けできるよう、さら
に高い機能と機動力を備えた、一歩先の物流施設の創出のために引き続き努力してまいります。
今回の受賞は、尼崎 DC の設計の革新性のみならず、物流施設が果たす社会および経済インフラとしての意義を高くご評価頂いた
結果だと受け止め、アジア太平洋地域をリードする物流不動産プラットフォームとしてだけでなく、最高水準の品質と革新性で常に業
界をリードする企業としての当社の地位をさらに確固たるものにして頂けたと思っております。
何よりもこの受賞は多くの皆様のご支援とご協力の賜物であり、この場をお借りし心より御礼申し上げます。」
尼崎 DC は兵庫県尼崎市末広町に 2020 年 6 月 30 日に竣工した、建物単体として日本のみならずアジア太平洋地域でも最
大の延床面積 388,570 ㎡（117,542 坪）を誇る※16 階建て・ダブルランプウェイタイプのマルチテナント型物流施設です。
阪神工業地帯中核エリアの陸海空の結節点にあり、関西圏の消費地へのエリア配送及び日本全国への広域配送が可能で、世
界各国との輸出入サービスも提供できる関西圏屈指の物流拠点です。
ESR の基本理念である「HUMAN CENTRIC DESIGN.」に基づき、ラウンジ、ショップ、託児所、緑豊かな憩いの空間などワーカ
ー様にとって快適で魅力的な施設となっております。
また、CASBEE※2A ランクの認証を取得し、太陽光発電システムを設置するなど再生可能エネルギーを積極的に活用し、省エネ
ルギーで将来を見据えた持続可能な設備を備えております。さらに、敷地内にビオトープエリアを設け、ABINC※3 認証も 2020 年 3
月に取得しており、自然と共生する物流施設の実現にも取り組んでいます。
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＜ ESR 尼崎ディストリビューションセンター 概要 ＞
□所在地:兵庫県尼崎市末広町 1-5-1
□敷地面積:194,428 ㎡（58,815 坪）

□延床面積:388,570 ㎡（117,542 坪）

□構造:地上 6 階建 RC＋S 造 耐震構造

□用途地域:工業専用地域

□企画設計・マスタープラン:ESR 株式会社（スチュアート・ギブソン、武田 諭、落合亮太）
□設計:大成建設一級建築士事務所 ＜ラウンジ・託児所デザイン＞タカトタマガミデザイン
＜ランドスケープデザイン＞a+L／渡辺美緒デザイン事務所
□施工:大成・⾧谷工・錢高・ノバック・神鋼興産建設特定建設工事共同企業体
□アクセス: 【車】 阪神高速 5 号湾岸線「尼崎末広 IC」より 700ｍ、阪神高速 3 号神戸線「尼崎西 IC」／【電車】 阪神電車「武庫川」
駅・「東鳴尾」駅より 2.7km、同「出屋敷」駅より 3.5km、同「尼崎」駅より 4.7km／【バス】 阪神バス「末広町」より徒歩 1 分

■ESR 尼崎ディストリビューションセンター 紹介 Movie
https://www.esr.com/video/ESR_AmagasakiDC.mp4

メインエントランスホール
※1 2021 年 1 月現在、当社調べ ※2 CASBEE (キャスビー):国土交通省が主導する（財）建築環境・省エネルギー機構にて開発が進められている建物の環境
性能及び建物以外の環境性能を総合的に評価、格付けする建築環境総合性評価システム

※3 ABINC (エイビンク): 「一般社団法人いきもの共生事業推進協

議会」による土地利用における生物多様性保全の取り組みの成果を可視化して認証する制度

＜ESR について＞ www.esr.com/jp (日本語サイト)
ESR はアジア太平洋地域に特化した戦略で挑戦を続ける物流不動産会社です。
香港にグループ本社を置き、日本・中国・韓国・シンガポール・インド・オーストラリアを拠点に、そのネットワークを活かし、お客様には先進的な物流施
設・ソリューションの提供を通じビジネスをサポートし、投資家の皆様には物流不動産セクターへのダイナミックな投資機会を提供いたします。
2006 年にレッドウッド・グループとしてその歩みを始め、2016 年イーシャン（米国プライベートエクイティ投資会社のウォーバーグ・ピンカス、現 ESR 共同
CEO ジェフェリー・シェンが共同創設した物流不動産会社）との経営統合により ESR は設立されました。2016 年 10 月に日本法人レッドウッド・グルー

プ・ジャパン株式会社は現・ESR 株式会社に社名変更。また、ESR は 2019 年 11 月 1 日に香港証券取引所に上場いたしました。
［HUMAN CENTRIC DESIGN.（人を中心に考えたデザイン）］を基本理念に、弊社施設で働くことを誇りに思っていただけるよう、快適な物流施
設の創出に力を入れています。
日本では大都市圏（首都圏・関西圏・中京圏）を中心に物流施設を開発しており、2020 年 6 月竣工のアジア最大の延床面積を誇る「ESR 尼崎デ
ィストリビューションセンター」を含めこれまでに 22 の物流施設を竣工させ、現在 7 プロジェクトを開発中。※1 ESR グループの運用資産残高（AUM）
は約 265 億米ドル、延床面積（GFA）は約 1,870 万㎡。日本の AUM は約 8,400 億円、GFA は約 340 万㎡。※2
これからもアジア太平洋地域の 21 世紀の新しい経済と物流の未来のために、環境と働く人にも考慮した先進的物流施設とソリューションの創出に全力
で取り組んでまいります。
※1:2021 年 1 月 28 日時点

※2:2020 年 6 月 30 日時点

本リリースに関するお問い合わせ先
ESR 株式会社 広報担当:横山智子
□Tel. (直通) 03‐4578‐7148/090‐8589‐6740

□Email. pr@jp.esr.com
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