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レンドリース 初となるハイパースケールデータセンターを日本

で開発 

 

最終的な開発総額は 8 億豪ドル（約 6 億米ドル、約 650 億円1）を超える、日本最大級のデー

タセンターとなります。 

 

 
データセンターの外観イメージ図 

 

2021 年 8 月 16 日 東京： レンドリースは本日、レンドリース・データセンター・パートナーズ

（LLDCP）による、初のデータセンター開発を日本で行うことを発表しました。このデータセンタ

ーは、日本では最大規模となり、世界的に重要性を増すデジタル経済化を後押しするものと

なります。 

 

当該施設は、首都圏内にある約 33,000 平方メートルの敷地に建設されます。段階的に開発

を進め、最終的な延べ床面積は 60,000 平方メートル以上となる予定です。延べ床面積の約

半分はすでに賃貸借契約が締結されており、年内に着工、第一期工事は 2024 年初めに完

成する予定です。最終的な開発総額は 8 億豪ドル（約 6 億米ドル、約 650 億円）以上となる

見込みです。 

 

新型コロナウイルスの流行により、デジタル化が企業の最優先課題となり、またデジタル主導

型経済への移行が進む中、データセンターへの需要が急増しています。日本は、世界のハイ

 
1 換算レート 1AUD ≒ 0.74USD, 1AUD ≒ 82 円 



レンドリース株式会社 
東京都港区六本木 7‐7‐7 トライセブン六本木 7 階 
https://www.lendlease.com/ja-jp/ 

 

パースケール・クラウド・プロバイダーの主要なコネクティビティおよびディストリビューション・

ハブとして、その地位を確立しており、データセンター・サービス・プロバイダーからの需要が

高まっています。 

 

LLDCP は、レンドリースが 20％、世界的な機関投資家が 80％出資しています。このファンド

は、オーストラリア、中国、日本、マレーシア、シンガポールでの既存物件の取得および新規

開発を行います。このパートナーシップでは、レンドリースは開発、建設、不動産および投資管

理を行います。 

 

レンドリースの日本マネジング・ダイレクター及びアジア・テレコムズ＆データ・インフラストラク

チャ－・ヘッドであるアンドリュー・ガウチは次のように述べています。 

 

「パンデミックの影響でインターネット関連サービスの利用が急増していることから、アジア太

平洋地域のデータセンターの需要は飛躍的に伸びると思われます。私たちは、レンドリース・

データセンター・パートナーズによる初めてのデータセンター開発に着手することを嬉しく思い

ます。デジタル経済において重要性が増している分野での大規模な開発となりますが、日本

における通信・データインフラ分野における 20 年以上の経験と、30 年以上に渡る日本でのプ

レゼンスを活かしていきたいと考えております。」 

 

レンドリース・アジア CEO であるジャスティン・ガッバーニは次のように述べています。 

 

「このパートナーシップは、当社の競争力を活用し、パートナーとともに価値を創造するという、

当社の最新の戦略を実践するモデルとなるものです。当社のエンド・ツー・エンドの統合能力

を活かして、今後もさらなる投資を検討していきます。これにより、業界最高水準の不動産ソリ

ューションを提供する当社のグローバルなリーダーシップをさらに強固なものにできると考えま

す。さらに、今回のプロジェクトは、他の 5 つの新規都市開発プロジェクトと並ぶ当社グループ

のグローバル開発パイプラインとなる重要なマイルストーンでもあります。」 

 

 

 

 

 

 

 
詳細については、以下担当者にお問い合わせください。 

 
 
コーポレート・アフェア 
マネジャー 

青根 静 
Shizuka.Aone@lendlease.com 
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About Lendlease  
 
レンドリースは、国際的な不動産グループです。街づくりや結びつきの強い地域社会を創造す

るエキスパートです。 

 

当社のパーパス（存在意義）は、「未来のために、持続可能な価値を生む場所を創造します」

です。 

 

オーストラリア・シドニーに本社を置き、オーストラリア証券取引所に上場しています。オースト

ラリア、アジア、ヨーロッパ、アメリカに拠点を置き、世界で約 9,500 人の社員を擁する企業で

す。 

 

当社の強みは、不動産開発、投資そして建設の事業セグメントに表れています。中国語では

联 实で知られています。詳細については、ウエブサイトをご覧ください。www.lendlease.com 
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Lendlease launches its first hyperscale data 

centre project in Japan 
 

With an end development value in excess of A$800 million (US$600 

million)1, the data centre will be one of the largest in Japan 

 

 
Caption: Artist’s impression of exterior of data centre project  
 

Tokyo, 16 August 2021: Lendlease today announced its first data centre 

development in Japan under Lendlease Data Centre Partners (LLDCP). The 

data centre development will be one of the largest of its scale in Japan, poised 

to fuel an increasingly important global digital economy.  

 

Located in Greater Tokyo, the facility is sited on approximately 33,000 sqm of 

land. The phased development is planned to deliver more than 60,000 sqm of 

gross floor area, in which close to half of the site has been pre-leased. 

Construction will commence later this year with the initial phase to be completed 

by early 2024. The gross development value of the project is in excess of A$800 

million (US$600 million)1 upon completion of all phases.  

 

Demand for data centres has surged during the ongoing COVID-19 pandemic 

 
1 Based on exchange rate of 1AUD ≒ 0.74USD 
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with digitalisation emerging as a top priority for businesses amid an overall shift 

to a digital-led economy. Japan is well-placed as a key connectivity and 

distribution hub for global hyperscale cloud providers, which, in turn, is driving 

high demand from data centre service providers.  

 

LLDCP is funded 20 per cent by Lendlease and 80 per cent by a global 

institutional investor. The fund’s mandate covers Australia, China, Japan, 

Malaysia and Singapore, and includes both completed assets and new 

development opportunities. Under the partnership, Lendlease undertakes 

development, construction, property and investment management. 

 

Quote attributable to Managing Director of Japan & Head of Telecoms and 

Data Infrastructure Asia, Andrew Gauci: 

 

“The demand for data centres in the Asia Pacific is set to grow exponentially, 

with internet-related services usage soaring due to the pandemic. We are 

excited to launch our first data center development under Lendlease Data 

Centre Partners. This project is of significant scale in a sector of growing 

importance in the digital economy, leveraging our more than 20 years’ 

experience in the local communications and data infrastructure space, as well 

as Lendlease’s broader presence in Japan for over 30 years.” 

 

Quote attributable to Chief Executive Officer Asia, Justin Gabbani: 

 

“This partnership is an exemplar of our updated strategy in action, leveraging 

our competitive edge and creating value with our partners. With our end-to-end 

integrated capabilities, we look forward to building on this to explore further 

investments in the future. This further cements our global leadership in providing 

best-in-class real estate solutions. Moreover, this also marks a significant 

milestone for the Group, adding to its global development pipeline alongside five 

other new urbanisation projects globally.” 

 

 

ENDS 
 
 
For more information please contact:  
 
Lendlease 
Esther Ee 
Esther.Ee@lendlease.com  
 
Omnicom Public Relations Group  
sng.lendlease@omnicomprgroup.com  
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About Lendlease  
 
Lendlease is an international real estate group with core expertise in shaping 
cities and creating strong and connected communities.  
 
Our purpose is Together we create value through places where communities 
thrive.  
 
Headquartered in Sydney, Australia, and listed on the Australian Securities 
Exchange, Lendlease has operations in Australia, Asia, Europe and the 
Americas, with approximately 9,500 employees internationally.  
 
Our core capabilities are reflected in our operating segments of Development, 

Investments and Construction. We are known as 联实 in Chinese. For more 

information, please visit: www.lendlease.com  

http://www.lendlease.com/

