
 

 

 

レンドリース、プリンストン・デジタル・グループの 100MW 

データセンター・キャンパスの建設を開始 
 
2022 年 6 月 13 日 – レンドリースとプリンストン・デジタル・グループ（PDG）は本日、さいたま市内におい

て、100MW のデータセンター・キャンパスの地鎮祭を執り行い、その建設に着手しました。当該プロジェク

トは、レンドリース・データセンター・パートナーズ（LLDCP）にとって初のプロジェクトで、PDG に長期間リー

スされる予定です。LLDPC は、コア＆シェルをビルド・トゥ・スーツ型で開発、建設し、PDG は、データセン

ターの機械・電気設備の投資・運用を行います。このデータセンターは、日本では最大規模となり、世界最

大級のクラウド、コマース、コンテンツ企業が求めるハイパースケール要件に対応するものです。レンドリー

スの最終的な開発総額は 8 億豪ドル以上、PDG の総投資額は 10 億米ドルとなる見込みです。 
 

 
写真左から：レンドリース日本マネジング・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 アンドリュー・ガウチ、PDG 会長兼最高経営責任者（CEO）ラング・サルガメ、レンドリース・アジア・チー

フ・エグゼクティブ・オフィサー ジャスティン・ガバーニ、PDG チーフ・オペレーション・オフィサー バルーン・

ラガバン 

 

東京都心から北へ約 30 キロに位置するさいたま市は、首都圏の主要な商業都市の一つです。当該施設

は、同市内の約 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、IT キャパシティは 100MW 相当となる予定です。 

 

日本はアジアで二番目に大きなデータセンター市場であり、特にグローバルなハイパースケーラーの参入

と事業拡大が著しいという点において、日本および首都圏はまだその成長の初期段階にあります。 
 
新しく建設する施設は、最新のハイパースケール設計と基準に基づいて建設され、より高いスケーラビリテ

ィ、コネクティビティ、および信頼性を実現します。施工は鹿島建設株式会社、設計は株式会社日建設計が

担当します。第一期工事は 2024 年に完了する予定です。 

 
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。 



 

 

 
「アジア市場のリーダーである PDG の要望に応えるべく、LLDCP 初となるデータセンター・プロジェクトの

建設を開始できることを嬉しく思っています。このプロジェクトは、日本国内のデータ通信能力を向上させ、

デジタル・レジリエンスを改善するという日本政府の計画を後押しするものです。レンドリースにとってデー

タセンターは重要なセクターであり、戦略的市場においてデータインフラ事業の成長を加速させて参りま

す。」 
 
PDG の会長兼最高経営責任者（CEO）を務めるラング・サルガメは、次のように述べています。 
 

「日本は、私たちのお客様にとって重要かつ戦略的な市場です。その日本において、本日 PDG は日本に

おける計画の大きな節目を迎えました。当該プロジェクトにおいては、デベロッパーであるレンドリースと協

力し、予定通り建設を開始することができました。これは、各市場に適したモデルを採用する当社のアプロ

ーチが有効であることを示しています。このように、当社がコミットメントを継続的に実現させる実績が、

PDG がアジア地域のハイパースケーラーに選ばれる重要な要素となっています。」 

 

さいたま市内データセンターの完成イメージ図 

 
For more information please contact:  
 
 
Lendlease       
青根 静 
Shizuka.Aone@lendlease.com 
 
 
 

 
Princeton Digital Group 
Pritimukta Sarangi  
pritimukta.sarangi@princetondg.com   
  



 

 

PRecious Communications for Princeton 
Digital Group  

PDG@preciouscomms.com  
 

 
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 8,000 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。詳細につい

ては、ウエブサイトをご覧ください。www.lendlease.com 
 
 
 
 
About Princeton Digital Group  
 

プリンストン・デジタル・グループ（PDG）は、インターネットインフラの開発および運営を行うリ

ーディングカンパニーです。シンガポールに本社を置き、中国、シンガポール、インド、インドネ

シア、および日本で事業を展開しています。データセンターのポートフォリオは、アジア全域で

最も急成長しているデジタルエコノミーのハイパースケーラーや企業の事業拡大を後押しして

います。詳細情報については、www.princetondg.com/をご覧いただくか、LinkedIn のフォ

ローをお願いします。 
 
 



 

 

 
 

Lendlease commences construction on 100 MW data 
centre campus in Japan for Princeton Digital Group 

 

Tokyo, 13 June 2022 – Lendlease and Princeton Digital Group (PDG) today marked the 
commencement of construction of a 100 MW data center campus with a groundbreaking ceremony 
in Saitama City, north of Tokyo. This is the first project under Lendlease Data Centre Partners. 
Lendlease is developing and constructing the core and shell on a built-to-suit basis for PDG, on a 
long-term lease. PDG will invest in and operate the data center with its mechanical and electrical 
equipment. This data center will be one of the largest in Japan and is well poised to serve the 
hyperscale requirements of some of the world’s largest cloud, commerce and content companies. 
The gross development value of the project post completion of all phases will be in excess of A$800 
million for Lendlease, while PDG is investing US$1 billion of capital in this new data center. 
 

 
At the ground breaking ceremony in Saitama City, Japan 
From left to right: Andrew Gauci, Lendlease Managing Director of Japan & Head of Telecoms and Data 
Infrastructure Asia; Rangu Salgame, Princeton Digital Group Chairman & CEO; Justin Gabbani, Lendlease 
Chief Executive Officer Asia; and, Varoon Raghavan, Princeton Digital Group Chief Operating Officer 

 
Located in Saitama City, 30 km north of central Tokyo, the facility is sited on approximately 33,000 
sqm of land in one of the major commercial centers in the Greater Tokyo area. The phased 
development is planned to deliver more than 60,000 sqm of gross floor area and close to 100 MW of 
IT capacity.  
 
Japan is the second largest data center market in Asia. Japan and Greater Tokyo are still in the early 
stages of growth, particularly in terms of entry and expansion of global hyperscalers. 
 
The new facility will be built to the latest hyperscale design and standards, offering enhanced 
scalability, connectivity and reliability. Kajima Corporation has been appointed as contractor and 
Nikken Sekkei Ltd designer. This phase will be completed in 2024. 
 



 

 

 
 
Quote attributable to Andrew Gauci, Managing Director of Japan & Head of Telecoms and Data 
Infrastructure Asia: 
 
“We are excited to commence construction of our first data center project under Lendlease Data 
Centre Partners, for a Pan-Asia market leader like PDG. This contributes to the Japanese 
government’s plans to increase data capability in the country and improve digital resilience. Data 
centers is also a key sector for Lendlease and we look forward to accelerating our growth in the data 
infrastructure sector across our strategic markets.” 
 
Quote attributable to Rangu Salgame, Chairman and CEO of Princeton Digital Group: 
 
“Today marks an important milestone in PDG’s plans in Japan, which is an important and strategic 
market for our customers. The on-time commencement of construction is a validation of our approach 
of adopting the right model for each market such as working with leading developers like Lendlease 
for this project. Our continued track record of delivering on our commitments is a key factor in why 
PDG is a partner of choice for hyperscalers across the region.” 
 

Artist’s impression of the data centre in Saitama 
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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 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 8,000 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  
 
 
About Princeton Digital Group  
Princeton Digital Group (PDG) is a leading developer and operator of Internet 
infrastructure. Headquartered in Singapore with presence and operations in China, 
Singapore, India, Indonesia, and Japan, its portfolio of data centers powers the 
expansion of hyperscalers and enterprises in the fastest-growing digital economies 
across Asia. For more information, visit www.princetondg.com or follow us on 
LinkedIn.   

 


