東京建物の価値創造

東京駅周辺の保有オフィスビル
当社グループは、本社ビルをはじめとして八日京エリア

しながら、ビルのあり方や価値観を提示し続けてきました。

に多数のビルを保有しています。開発にあたっては、文化・

特集

-

八重洲・日本橋・京橋エリアのまちづくり -

伝統が息づくまちとして、またグローバルビジネスの拠点

全・安心・快適」を提供し、都市の未来に貢献するまちづ

として、時代の変遷とともに変化し続けるこのエリアの発

くりを実現し続けます。

展を展望し、地域のニーズを汲み、当社のノウハウを活か

特集

価値創造と収益成長

これからも、ビルで働く人、訪れる人、一人ひとりに「安

【開発事例】
東京スクエアガーデン
東京駅と日本橋、銀座エリアの中間に位置する交通の
要衝・京橋において、街区を再編して大街区化を図ること

日本の鉄道網の中心・東京駅に面し、
多数の長距離バス路線や成田・羽田空港などへの
東京駅を中心とする日本橋室町エリア、大手町・丸の内・有楽町エリア、銀座エリアと連携して
大東京駅圏を形作るとともに、都内各エリアや地方都市、世界ともつながるハブとして、人・もの・情報が集積し、
グローバルビジネスの拠点にもなっています。
このエリアでは現在、数多くの大規模開発が計画、進行中です。
これまでの歴史のなかで育んできたまちの魅力を活かしながら、
将来に向けてまち全体の価値や国際競争力を高めるために、東京建物グループは様々な挑戦を行っています。

敷地面積

約8,131.39㎡

延床面積

約117,460.96㎡

主要用途

事務所、店舗、診療所、集会所、展示場、
自動車倉庫

竣工

2013年

中期経営計画

国内随一の高いアクセス性を有するのが、八重洲・日本橋・京橋エリア（八日京エリア）
です。

で、周辺地域で最大級の大規模複合ビルが実現。

国内トップレベルの環境性能
自然・再生エネルギーの活用や照明の LED 化、自然換気シス

テムなどの先端技術の導入に加え、省エネルギーの「見える化」

ツールを提供することで、テナント様と環境に対する意識を共有
対応するマテリアリティ

自然との調和

セグメント別報告

し、全館一丸となって省エネ活動を推進。

環境負荷の低減

八重洲・日本橋・京橋エリアにおける東京建物のまちづくりの取り組み
鉄道網・バス網の拠点である八日京エリアは交通利便

東京建物は、1896 年の創業当時から、魅力あふれるこ

性が高く、数多くの企業が集積していることから、ビジネ

のエリアを拠点として、多数の資産を保有するとともに、

スや文化、情報など様々な側面で日本の中心地と呼ぶこ

地域と連携した多様なまちづくり活動を推進してきました。

とができます。

❶

❷ ❽

私たちはこれからも、まちの一員として、まちとともに

このエリアでは、江戸時代からものづくり文化や食文化

成長し、まちの未来をともに考え具現化する一翼を担い
続けていきます。

❹

八日京エリアで取り組むまちづくり活動
● 日本三大祭
「山王祭」
への参加

報告

が豊かに育まれ、深く根付いて今に受け継がれています。

E
S
G

❸
❸ 東京建物⽇本橋ビル

❾

● 東京駅周辺エリアでの傘のシェアリングサービス
「アイカサ」

❶ 大手町タワー

❺

❷ 新呉服橋ビル
❸ 東京建物日本橋ビル
❶ ⼤⼿町タワー

❺ 東京建物本社ビル
❻ 京橋エドグラン

❻
❻

❼ 東京スクエアガーデン
❽ 八重洲一丁目北地区市街地再開発事業

❼

（呉服橋プロジェクト）
❾ 東京駅前八重洲一丁目東地区市街地再開発事業
（八重洲プロジェクト）
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❹ 東京建物八重洲ビル

特集

大規模再開発を通じた東京の競争力向上への貢献

東京建物の価値創造

価値創造と収益成長

八重洲一丁目北地区市街地再開発事業（呉服橋プロジェクト）

現在、当社グループは、国際都市東京の将来の発展に

こうした開発によって、当社グループの賃貸利益の拡大

東京駅日本橋口至近かつ地下鉄日本橋駅に直結する交

貢献する開発プロジェクトを複数推進しています。東京駅

につなげるとともに、八日京エリアの更なる魅力向上を図

通利便性の高い立地において、国際競争力強化に資する

至近に古くから保有する資産を活用し、求められる都市機

ることで、既存物件の価値向上にも貢献できるものと考

高度金融拠点の形成と、日本橋川沿いエリアのゲートとし

能や環境配慮を見据えた建替えを通じて、競争力の高い

えています。

てふさわしい都市景観の整備を進めます。

東京駅前八重洲一丁目東地区市街地再開発事業（八重洲プロジェクト）
当社本社ビルを含む東京駅前八重洲エリアにおいて、

敷地面積

約9,260㎡

延床面積

約181,500㎡

主要用途
竣工予定

特集

オフィスビルの供給を行っていきます。

事務所、店舗、宿泊施設、駐車場等
（南街区）
2030年度、
（北街区）
2035年度

国際都市東京の陸の玄関口にふさわしい高度な都市機能
の集積と、八重洲の歴史と伝統を未来につなぐ賑わいが

日本橋川沿いの連続的な水辺空間と
歩行者ネットワークの整備

敷地面積

約10,600㎡

首都高地下化の実現に向けた各種協力の実施に加え、日本橋川

延床面積

約225,200㎡

主要用途

事務所、店舗、
バスターミナル、
カンファレンス、

交流拠点の象徴となる広場空間を整備。東京駅・大手町駅・日

本橋駅を接続する地下通路の一部を整備し、地下歩行者ネット

ワークを強化。

医療施設等
竣工予定

中期経営計画

融合したまちづくりの実現を目指します。

2025年

対応するマテリアリティ

都市機能の強化・高度化

※上記は、東京駅前八重洲一丁目東 B 地区市街地再開発事業に関する概要となり
ます。

セグメント別報告

東京駅前の交通結節機能の強化
国際空港や地方都市を結ぶ大規模バスターミナルを整備すると

ともに、
東京駅と周辺市街地等を結ぶ、
地上・地下の歩行者ネット

ワークを整備することで、
地上の混雑を緩和し歩行者環境を改善。
対応するマテリアリティ

都市機能の強化・高度化

外観イメージ

国際金融・都心型 MICE を支える
高度金融人材サポート施設

国際競争力を高める都市機能の導入と賑わいの創出
日本橋のライフサイエンスビジネス拠点と連携した交流施設等

東京駅周辺で働く・訪れる高度金融人材に対し、商談やビジネ

を整備するとともに、
高度医療施設と連携した初期医療施設を整

備。また、
賑わいを創出するカンファレンス施設の整備やイベント

ス交流、アフターコンベンションなど、様々なビジネスシーンで

外観イメージ

快適に利用・滞在できる施設を整備。

対応するマテリアリティ グローバル化への対応 イノベーションの推進

E
S
G

報告

活動を実施。

利用イメージ

エリア全体でのエネルギー利用効率化促進

東京駅

八重洲プロジェクト・呉服橋プロジェクトでは、コジェネレーション
分散型エネルギーシステムを導入予定です。CGSや CGS 廃熱の

中央

直接利用、廃熱利用冷凍機および蓄熱槽を組み合わせた高効率な

通り

地域冷暖房（DHC ）プラントを整備し、電力と熱を供給することで

八重
洲通
り

エネルギーの効率的利用を図ります。

八重洲・日本橋 DHC の連携により、地域全体でのエネルギーの効

率的利用を促進します。

カンファレンス施設イメージ

対応するマテリアリティ

対応するマテリアリティ 都市機能の強化・高度化 グローバル化への対応

八重洲
プロジェクト
DHCプラント
熱融通

日本橋駅

環境負荷の低減

さくら通り・八重洲仲通り沿いの低層部イメージ
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呉服橋
プロジェクト
DHCプラント

熱供給

データセクション

システム（CGS ）
および非常用発電施設等の、災害時に強い自立・

特集

イノベーション・エコシステムの推進
東京建物はビル開発にあたって、ハード面のクオリティ
のみならずソフトサービスの向上にも注力しています。
八日京エリアで推進している八重洲プロジェクトや呉服
橋プロジェクトは、規制改革を総合的・集中的に推進し、

第31回無担保社債

（社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティボンド）

指します。イノベーション・エコシステムでは、クロステッ

当社は、八重洲プロジェクトや呉服橋プロジェクトといっ

クや SDGs、食、モビリティ等、大手企業の経営課題や

た市街地再開発事業や、イノベーション・エコシステム形

成長分野を重点カテゴリーとして、エリアのポテンシャル
を活かした取り組みを蓄積していきます。

第32回無担保社債

（社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティボンド）

発行年限

5年

10 年

成に資する取り組みなど、当社グループが八日京エリア

発行額

200 億円

200 億円

で展開する社会課題解決に貢献するまちづくりに関するプ

利率

0.220%

0.500%

発行日

2020 年 7 月 16 日

取得格付

A －（株式会社日本格付研究所）

ロジェクトを資金使途とする、サステナビリティボンド を
※

大規模再開発とその他の取り組みによる
イノベーション・エコシステムの推進イメージ

成促進を図る「国家戦略特区」に指定されています。こ
のエリアをビジネスに最適な環境として整備し、世界中か
ら資金・人材・企業を集める国際ビジネス拠点を形成し、

発行しました。
本社債発行により、当社グループのサステナビリティへ
の考え方が幅広く認知されることを目指しています。なお、

成長

国際競争力のある新事業の創出を実現できれば、日本全
スタートアップ
移転

私たちは、八日京エリアの再開発によって大手企業の
キャピタルの活動拠点を創出し、国内外の様々な企業・

リソース提供

人の交流を活性化することでエリア全体のイノベーション

サポート

（フレーム
ワーク）

※調達資金の使途が、①社会的課題の解決に資するものであること（ソーシャル性）
および、②環境改善効果があること（グリーン性）の双方を有する債券。

海外

投資家など

を促進する「イノベーション・エコシステム」の推進を目

社会課題解決と環境配慮を目的とした社債の発行は、国

八日京エリアにおける、既存のイノベーション・エコシステム取り組み事例

当社の強みを最大限に活用し、新たな付加価値を創出するまちづくりを目指します
面での魅力を向上させる劇場、国際金融を支えるサポー

ターミナル駅である東京駅前に位置しており、圧倒的な

ト施設等、グローバル化に対応する機能を充実させるこ

交通利便性を有しています。その一方で、江戸時代から

とで、
より多くの人をこのエリアに呼び込むことができる

続く商業・文化の中心地であり、
「まちの人」が結束し

と考えています。また、ハードだけではなくソフトの取り

て継承してきた歴史・伝統が今もなお息づいている大

組みにも注力し、スタートアップ企業の支援や、オープン

変稀有なエリアです。

イノベーション施設の整備等、大規模再開発と連動する

xBridge-Tokyo
「スタートアップスタジオ」
によるスタートアップの創出・成長支援、

持 続 可 能 な 都 市・社 会 づくりを 行うため の Open Innovation

利用者同士を中心として互いに知識・ノウハウを共有できるコミュ

Platform。知見の提供、コミュニティづくり、ビジネス創出支援の 3

ニティの形成を目指します。

つの視点からプログラムを提供しています。約 300㎡のスペース

に会議室やサロン、
レンタルスペースを備えています。

様々な仕掛けを今後も継続していきたいと思います。
これらの開発には再開発組合の組合員の皆様はもち

ていくためには、個別のプロジェクトの推進のみに注力

ろん、地元の方々や周辺企業、行政との連携が不可欠で

するのではなく、エリア全体の価値向上を見据えた視点

あり、
これまで多くの関係者と相当の時間をかけて検討

が不可欠です。さらに昨今の新型コロナウイルスがもた

してきました。そのなかで培った信用力・ノウハウは、当

らした働き方への意識転換により、オフィスを構える意

社の大きな強みにもなっています。目指すべきまちの将

味や価値はこれまで以上に重視され、尚更エリア全体で

来像に必要な役割を担うことで、八日京らしい魅力ある

のまちづくりの重要性が増していくことと思います。

まちづくりとエリア全体の価値向上につなげていきます。

当社では、八日京エリア固有の魅力を活かしながら新

E
S
G

報告

ますが、国内外で激化している都市間競争を勝ち抜い

セグメント別報告

八日京エリアは国際空港や地方都市を結ぶ大規模

現在八日京エリアでは多数の再開発が推進されてい

City Lab TOKYO

八日京エリアにおける社会課題解決に貢献するまちづくり
①八重洲プロジェクト ②呉服橋プロジェクト ③東京
スクエアガーデン ④東京建物日本橋ビル ⑤City Lab
TOKYO ⑥TOKYO FOOD LAB ⑦xBridge -Tokyo/
xBridge -Tokyo Next ⑧Kitchen Studio SUIBA ⑨TOKYO
IDEA EXCHANGE
中期経営計画

オープン
イノベーション

資金使途

内において不動産セクター初となります。

進出

更なる集積を進めると同時に、スタートアップやベンチャー

移転

体のイノベーションや成長の大きな牽引力となり得ます。

アイデア・技術

大企業

特集

産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動拠点の形

サステナビリティボンドの発行

東京建物の価値創造

価値創造と収益成長

たな付加価値を創出するまちづくりを推進するため、独
自の内部構想として「想いをつなぎ、新しきを育むまち」
をコンセプトとする八日京エリアの「まちづくりビジョン」
を策定しました。開発により生み出される新しい街並み
と歴史ある古くからの街並みが、お互いを活かしあう形

古林 慎二郎

で共存していくことの面白さを伝えていきたいと思って

Kitchen Studio SUIBA

TOKYO FOOD LAB
最先端の植物工場と食の知見を共有・体験できるコミュニティ拠

「食」
を通じて賑わいの場を創出するキッチンスタジオ。世代・性別

点。テクノロジー・サイエンスとシェフのクリエイティビティ等を融

を問わず自然とコミュニケーションが生まれる「食のコンテンツ」
を

合することで、世界共通の社会課題解決や SDGsに対応したまち

通じ、賑わいを創出します。

います。
当社は現在八重洲プロジェクトと呉服橋プロジェクトと
いう2 つの大規模再開発を推進し、エリアの魅力や競争
力を高める取り組みに力を入れています。例えば、文化

づくりを目指します。
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執行役員
都市開発事業部長

