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198,471百万円（2022年3月31日現在）
JA三井リース株式会社（１００％）
国土交通大臣（１）第１０３４８号

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社は、農林中央金庫、三井物産の両者を筆頭株主に「ＪＡ
系統」と「三井系・商社系」という特性を併せ持ったＪＡ三
井リース株式会社のグループ内において、不動産事業を一手
に担う戦略会社です。
我々は、テナント・総合商社・デベロッパー・建設会社・リート・
資産運用会社等の皆様と事業推進のための幅広いネットワー
クを構築し、案件特性に応じた様々なソリューションをお客
様に提供しております。
お客様とのネットワーク拡大に引き続き注力しつつ、不動産、
金融等あらゆる知見の向上に励み、お客様に対する最善のソ
リューション提供と新たな事業領域への挑戦を続けてまいり
ます。
皆様には、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう心からお
願い申し上げます。

ＪＡ三井リース建物株式会社

代表取締役社長                   　   

ＪＡ三井リース建物

営業第一部 営業第二部 営業第三部 メディカル営業部 大阪支店 管理部



質の高いソリューションで、
資産をより価値あるものに育てます。

私たちは、不動産分野と金融分野で培った専門性
と企画力、JA グループと三井グループにおける 
幅広いネットワークを強みに、不動産賃貸事業を
中核として、
お客様の多様なニーズにワンストップでお応えし
ています。

ネットワーク

JA グループと三井グループの
実績と信頼をベースに

不動産領域で高付加価値な
サービスを提供しています。

J A × 三井

企画力 専門性

全国で商業・物流・医療・住宅施設等幅広

い分野の建物（借地権付建物含む）又は土

地の賃貸事業を行っています。

不動産デベロップメント＆賃貸事業
Development & Leasing Business

主にリート、ファンド等の不動産アセット
マネジメント会社や一般事業会社等の投資
家向けに不動産デベロップメント＆卸売事
業を行っています。

不動産デベロップメント＆卸売事業
Development & Wholesale business

主に AM 会社或いは投資家からの依頼に基
づき、不動産を一定期間保有し、当該 AM
会社或いは投資家に売却する代行保有（ブ
リッジ）事業を行っています。

代行保有（ブリッジ）事業
Bridge Finance

お客様が保有する不動産の特性やニーズに

合わせ、様々なメニューから最適な不動産

活用をトータルにサポートしています。

CRE( 企業保有土地の流動化、土地有効活用 )
Corporate Real Estate

物件特性や案件規模により、弊社ネット

ワークでの最適な事業パートナーとのアラ

イアンスを組成し、事業推進しています。

共同事業
Joint Business

不動産オーナー向けソリューションとし
て、地域特性に合わせた様々な形態の医
療モールを「メディパーク」のブランド
にて首都圏を初め各地にて組成運営をし
ております。

医療モール開発事業
Medical Mall Development Business



商業・複合施設Examples
実績紹介

敷地面積　　  ：　　4,686,84 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造 3 階建
延床面積（㎡）： 7,407.21 ㎡
竣工年　　　  ： 2017 年

JR「川崎」駅から東へ約 1.7km に位置する人口集積地
内の食品スーパー底地。入札により土地を取得した後、
食品スーパーを誘致。
従前は企業の研修所であったが、取得後既存建物を解体
し、長期の事業用借地権設定契約により土地を賃貸。

敷地面積　　  ：　　3,493.37 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造陸屋根 3 階建
延床面積（㎡）： 7,739.78 ㎡
竣工年　　　  ： 2015 年

JR「藤沢」駅の駅前に位置し、メインテナントは食品スー
パー。
再開発が進むエリアにて、総合商社・大手ゼネコンらが
連携して開発した商業施設を建物竣工に合わせて取得し、
建物を賃貸。
1階は食品スーパー、2階は医療モール・教育・レストラン・
美容等のテナントが入居し、魅力的なテナント構成。

神奈川県川崎市川崎区大島

敷地面積　　  ：　　全体敷地：13,080.52 ㎡
　　　　　　　　　  内、食品スーパー敷地 4,407.59 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造 2Ｆ+R 階
延床面積（㎡）： 5,256.34 ㎡
竣工年　　　  ： 2015 年

大阪有数のターミナル駅である天王寺駅に通じるあべの
筋に面した土地を、大手デベロッパーと JV を組み入札に
より取得。JV 内で事業分担し、落札後、当社が商業施設
の開発、デベロッパーが分譲マンションの開発を担当。
商業施設は当社が建物建築した後、建物を食品スーパー
に売却し、事業用借地権設定契約により食品スーパーに
土地を賃貸。

大阪府大阪市阿倍野区王子町四丁目

神奈川県藤沢市藤沢



商業・複合施設

敷地面積　　  ：　　29,992.70 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造平屋建など
延床面積（㎡）： 10,960.89 ㎡
竣工年　　　  ： 2020 年

愛知県において有数の人口を有し、近年は住宅地が次々
と造成されている岡崎市内での土地区画整理事業地の案
件。
今後も発展が期待される当該岡崎駅南土地区画整理事業
地内に所在する食品スーパーを核とした複合商業施設「ル
ビットパーク岡崎」の底地の持分を一部保有し、スーパー
に賃貸。

敷地面積　　  ：　　5,069.77 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造陸屋根 4 階建
延床面積（㎡）： 9,665.56 ㎡
竣工年　　　  ： 2021 年

東急田園都市線「溝の口」及び「高津」駅から徒歩圏、
かつ国道 246 号沿いで利便性の高い土地を入札で取得し
たうえで、食品スーパー店舗を開発し、建物賃貸。
店舗の一部には当社メディカル営業部が運営する医療
モールも併設。

愛知県岡崎市（岡崎駅南土地区画整理事業地）

敷地面積　　  ：　　7,707.97 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造平屋建
延床面積（㎡）： 2,743.44 ㎡
竣工年　　　  ： 2000 年、2020 年リニューアル

利根ニュータウン四季の丘に隣接するエリアで当社が
スーパー向けに賃貸し、期間満了を迎えた建物を当社が
大規模リニューアル工事を実施し、新たにテナント誘致
した商業店舗。
利根町が当該店舗運営者と包括提携協定を締結し、災害
時の物資の安定供給、高齢者・障碍者及び子育て支援等
に関して連携している。

茨城県北相馬郡利根町

神奈川県川崎市高津区溝口



物流

敷地面積　　  ：　　18,095.18 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 4 階建
延床面積（㎡）： 15,298.53 ㎡
竣工年　　　  ： 1995 年

東関東自動車道「千葉北 IC」至近で高速アクセスに優れ、
首都圏の環状線である国道 16 号にも接しており、千葉
県内全域への広域配送拠点として良好な物流立地。
建物使用者であった物件所有者へのセールス＆リース
バックを実行し、一定期間賃貸した後、物流系 REIT に
売却するスキームにて取組み。

敷地面積　　  ：　　14,319.45 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造地上 3 階建
延床面積（㎡）： 25,653.78 ㎡
竣工年　　　  ： 2019 年

首都圏の主要環状道路である国道 16 号まで約 2.7km、
国道 464 号まで約 6.3km、常磐自動車道柏インターチェ
ンジまで約 15.5km の位置にあり、千葉県内をはじめと
する首都圏広域への配送が可能な立地。
土地取得後、物流施設を当社が開発。一定期間保有後、
物流系 REIT に売却するスキームにて取組み。

千葉県千葉市花見川区横戸町

敷地面積　　  ：　　9,915.37 ㎡
規模・構造　  ：　　RC・S 造地上 4 階建
延床面積（㎡）： 20,842.80 ㎡
竣工年　　　  ： 2021 年

国道 170 号線 ( 外環状線 ) 沿いに立地し、新名神高速道
路「高槻ＩＣ」より 7.8km、名神高速道路「茨木ＩＣ」
及び第二京阪道路「交野北ＩＣ」よりそれぞれ直線で約
10ｋｍと主要幹線道路へのアクセスが良好。
土地取得後、物流施設を当社が開発。

大阪府高槻市

千葉県白井市



物流

敷地面積　　  ：　　6,612.37 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造、地上４階建
延床面積（㎡）： 13,669.40 ㎡
竣工年　　　  ： 2022 年 12 月 1 日

開発地は阪神高速尼崎西インターチェンジ（IC）から西
に約 1km、大阪と神戸を結ぶ大動脈である国道 43 号に
至近。阪神間の工業地帯、大阪市内などへの配送に適し
た立地であることから、関西圏内における最大の物流集
積エリアの立地。土地取得後、物流施設を当社が開発し、
テナントリーシングの上、売却。

敷地面積　　  ：　　5,579.55 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造、地上４階建
延床面積（㎡）： 11,676.90 ㎡
竣工年　　　  ： 2022 年 8 月 1 日

開発地は第二京阪道路門真インターチェンジ（IC）から
東に約 2km の場所にあり、近畿自動車道にも近い。大阪
市中心部へは一般道で約 30 分の距離に立地
各方面へのアクセスが良好で、物流施設が複数立ち並ぶ
エリア
土地取得後、物流施設を当社が開発。

尼崎市西向島物流センター

敷地面積　　  ：　　9,300.69 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造、地上４階建
延床面積（㎡）： 19,301.40 ㎡
竣工年　　　  ： 2023 年 4 月

開発地は九州自動車道福岡インターチェンジ（IC）から
西に約 4km、福岡都市高速多の津インターチェンジ
（IC）から南西に約 1km の場所に立地
博多港、福岡空港、天神・博多駅の各所が半径約 5km 圏
内に立地し福岡市全域および九州自動車を利用し九州全
域へのアクセスが良好で物流施設が複数立ち並ぶエリア
土地取得後、物流施設を当社が開発。

福岡市東区物流センター

大東市物流センター



物流

敷地面積　　  ：　　5,000 ㎡
規模・構造　  ：　　RCS 造 4 階建
延床面積（㎡）： 10,151.49 ㎡
竣工年　　　  ： 2024 年 3 月（予定）

阪神高速 5 号湾岸線「六甲アイランド北 IC」より約 
1.1km、阪神高速 3 号神戸線「魚崎 IC」より約 3.4km 
と、神戸市内への都心配送および、関西・中国地方の中
間地点として広域配送が可能な物流拠点。「アイランド北
口駅」から徒歩圏内で雇用確保にも優れている。本件地
にて全館冷凍冷蔵倉庫を開発し、土地建物の一体売却を
行う。チルド加工品や冷蔵食品のニーズが高まる中で、
倉庫需要の拡大を見込み取組中。

敷地面積　　  ：　　3,574.4 ㎡
規模・構造　  ：　　S 造又は RCS 造 4 階建
延床面積（㎡）： 7,311.40 ㎡
竣工年　　　  ： 2025 年 1 月（予定）

阪神高速 5 号湾岸線「鳴尾浜」IC より約 600m と需要
度の高い阪神間の中心エリアに位置し、大阪港及び神戸
港へのアクセスも良好な物流拠点。
本件地にて全館冷凍冷蔵倉庫の開発。チルド加工品や冷
蔵食品のニーズが高まる中で、倉庫需要の拡大を見込み
取組中。

兵庫県神戸市東灘区

兵庫県西宮市鳴尾浜

ホテル

敷地面積　　  ：　　405.98 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄筋コンクリート造 14 階建 ( 全 166 室 )
延床面積（㎡）： 2,776.49 ㎡
竣工年　　　  ： 2009 年

九州一の繁華街である中洲の中心に位置する宿泊特化型
ビジネスホテル。
地下鉄空港線「中洲川端」駅徒歩 1 分程度と交通至便で
あり、ビジネス・観光共、宿泊需要は非常に高い物件と
して、不動産投資ファンドより土地・建物を取得。当社
にてホテル運営者を再選定し、定期建物賃貸借契約にて
一括賃貸。

福岡県福岡市博多区中洲五丁目



ホテル

敷地面積　　  ：　　812.32 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造、一部鉄筋鉄骨コンクリート造（105室）
延床面積（㎡）： 3,294.67 ㎡
竣工年　　　  ： 2018 年

京都駅から地下鉄四条駅まで約 3 分。ビジネス・観光両
方に便利な好立地に位置。地下リビングロビー、全室ツ
インタイプ。時間貸し駐車場として運用中の土地につい
て、地主の有効活用ニーズを三井グループのネットワー
クにて情報入手。グループ各社との連携による地主提案
の末、成約。当社は地主から長期で土地を借受けて借地
権付建物を保有。

札幌第一号案件の隣接地における札幌第二号案件。
第一号案件推進中に隣地の売却情報を入手し、土地を取
得。同一街区での開発となるが、運営会社とホテルコン
セプトの差別化を図り開発を推進。
大手不動産デベロッパーに事業持分の一部を譲渡し、2
社での共同開発事業として推進。

京都高辻通室町ホテル

敷地面積　　  ：　　768.92 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄筋コンクリート造陸屋根 14 階建
（225 室）
延床面積（㎡）： 6071.78 ㎡
竣工年　　　  ： 2018 年

名古屋市営地下鉄の要となる「栄」駅から徒歩２分の好
立地にある宿泊特化型のビジネスホテル。JR 名古屋駅か
ら乗り換えなしで行けることから、ビジネス、観光共に
高い需要が見込まれる。
従来銀行の支店跡地であった土地を入札により取得し、
ホテルを開発。

愛知県名古屋市錦 3 丁目ホテル

札幌市中央区南 5 条西 6 丁目ホテル

敷地面積　　  ：　　1,585.90 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造、地上 13 階建（296 室）
延床面積（㎡）： 11,067.41 ㎡
竣工年　　　  ： 2019 年



レジデンス

敷地面積　　  ：　　2,980.00 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根 14 階建（122 戸）
延床面積（㎡）： 9,063.59 ㎡
竣工年　　　  ： 2013 年

三井不動産が主体となり開発している「柏の葉スマート
シティプロジェクト」内にあるファミリータイプの分譲
仕様マンション。
つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅徒歩 2 分、
大型ＳＣ「ららぽーと柏の葉」徒歩圏内に位置し生活利便
性が高い。
法人社宅として定期建物賃貸借契約により一括賃貸。

柏市都市計画事業柏北部中央地区
一体型特定土地区画整理事業 162街区

ホテル

敷地面積　　  ：　　3,791.78 ㎡、1,143.99 ㎡（駐車場）
規模・構造　  ：　　鉄骨造、地上 12 階建（221 室）
延床面積（㎡）： 11,632.81 ㎡
竣工年　　　  ： 2021 年

北海道三大温泉郷のひとつに数えられる名湯、函館湯の
川温泉に位置するリゾートホテル。
最上階にインフィニティ風呂を設置し、雄大な津軽海峡
の眺望と温泉を堪能出来る魅力あるホテルに仕上げた。
ホテル運営会社からの出店要望を受けて、当社にて土地
情報を取得し、大手不動産デベロッパーに事業持分の一
部を譲渡して、2 社での共同開発事業として推進。

敷地面積　　  ：　　903.10 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造、地下 1 階地上 14 階（259 室）
延床面積（㎡）： 7216.78 ㎡
竣工年　　　  ： 2022 年

北海道新幹線延伸や駅前再開発により一層の利便性向上
が期待される JR 札幌駅前徒歩２分という好立地にある
宿泊特化型のビジネスホテル。
「北海道の空気を感じる心地よいくつろぎの空間」をコン
セプトに、ビジネスユースだけでなく国内・海外から訪
れる観光客の利用を見込む。
土地所有者に共同開発事業を提案し、当社にて建物を開
発後、ホテルオペレーターに賃貸。

函館市湯川町三丁目ホテル

札幌市北区北 6 条西 1 丁目ホテル



レジデンス

敷地面積　　  ：　　374.49 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根 14 階建
　　　　　　　　　 （住居 63 戸＋店舗 1 区画）
延床面積（㎡）： 2,353.72 ㎡
竣工年　　　  ： 2020 年

都営新宿線「曙橋」と東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」
の２駅が徒歩で利用できる立地とアクセスが日本有数の
商業エリアである “新宿” を生活圏とすることを可能に
する高級賃貸マンションとして建設。
大手賃貸マンション運営業者と連携し、土地を取得した
後、建物を建築。竣工後に土地建物一体売却するスキー
ムにて取組み。

敷地面積　　  ：　　1,166.81 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地上 15 階（88 戸）
延床面積（㎡）： 5,877.70 ㎡
竣工年　　　  ： 2012 年

JR と地下鉄の 3 駅を徒歩圏内とするＤＩＮＫＳをメイン
ターゲットとした都市型分譲マンション。
総合商社と連携し、土地を取得した後、建物を発注し、
竣工後に分譲主となるデベロッパー向けに売却する専有
卸スキームにて取組み。

東京都台東区根岸 1 丁目

新宿区曙橋賃貸マンション

その他

敷地面積　　  ：　　1,619.98 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造陸屋根 9 階建
延床面積（㎡）： 10,041.58 ㎡
竣工年　　　  ： 2003 年、2008 年増築

中洲エリアに位置するオフィスビル。（1 階はコンビニエ
ンスストアと建材ショールーム、2 階から 4 階は主に一
般企業向け、5 階以上をクリニックゾーン）
明治通り沿い角地に面し、地下鉄・バスの交通アクセス
の利便性に優れている。
土地建物購入後、各テナントに賃貸。

福岡市博多区店屋町オフィスビル



その他

敷地面積　　  ：　　8,042.60 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造 2 階建
延床面積（㎡）： 9,201.87 ㎡
竣工年　　　  ： 2015 年

JR「仙台」駅北部の住宅地に位置する商業施設。
地域生活に密着した「食品スーパー」と、最新鋭スタジ
オにインドアテニスコート・プール・ゴルフレンジを設
置した「フィットネス」による複合施設。
総合商社と連携しフィットネスの集約・建替事業を実行
し、当社は地主から土地を借受けて借地権付建物を保有。

秋葉原駅から徒歩 3 分と立地も良好であり、土地の潜在
能力も高い物件。
テナントが全国で運営するゲームセンターの中でも最上
位に属する優良物件。
土地建物購入後、当社にて補修工事等を実施後、J-REIT
への売却スキームにて取組み。

宮城県仙台市宮城野区小田原三丁目

敷地面積　　  ：　　780.53 ㎡
規模・構造　  ：　　RC 造 8 階建
延床面積（㎡）： 2,536.92 ㎡
竣工年　　　  ： 2026 年 1 月（予定）

大阪メトロ中央線「緑橋」駅徒歩 1 分に位置する従来銀
行支店跡地であった土地を取得し、学生マンションを開
発中。
建物建築後、運営者に対し定期建物賃貸借契約により建
物を賃貸。

大阪市東成区東中本二丁目

東京都千代田区外神田一丁目

敷地面積　　  ：　　430.69 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄筋コンクリート造陸屋根 7 階建
延床面積（㎡）： 2,701.99 ㎡
竣工年　　　  ： 1975 年、2009 年用途変更



ヘルスケア

敷地面積　　  ：　　1,928.23 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄筋コンクリート造陸屋根 5 階建
延床面積（㎡）： 3,177.24 ㎡
竣工年　　　  ： 2015 年

京浜東北線「王子」駅徒歩 4 分に位置、2015 年 3 月に
開業。周辺は戸建て住宅が密集している成熟した住宅地。
ベネッセスタイルケアの中では高グレードのグランダに
属する住宅型有料老人ホーム。2 人部屋を含む全室個室
（全 66 室）の中規模施設だが、認知症の方も入居可能か
つ医療的なケアにも対応できる。開業以来入居率 90% 以
上の高い稼働実績。当社にて土地を賃借し、建物建築後、
施設運営者に対して普通借家契約により建物を賃貸。　

阪急神戸線「岡本」駅徒歩 14 分、神戸市の北に連なる
高台に位置する高級住宅地・東灘区岡本に 2015 年 9 月
開業。全室 25 ㎡以上のゆとりある居室と、高台からの
眺望、協力医療機関による診断等のサービス付加した高
付加価値シニア施設。当社にて土地取得を取得し、建物
建築後、施設運営者に対して普通借家契約により建物を
賃貸。

東京都北区船堀一丁目

敷地面積　　  ：　　3,190.92 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄筋コンクリート造陸屋根 5 階建
延床面積（㎡）： 5,762.69 ㎡
竣工年　　　  ： 2009 年

常磐線・日比谷線「南千住」駅徒歩 15 分に位置、2009
年 5 月に開業。周辺は大型マンションが密集している。
内科、外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科
を診療科目とする総合病院。*MRI 等の最新医療機器を備
えるとともに 133 床の入院施設もある地域を代表する医
療施設。土地建物を入札により購入、一定期間賃貸運用後、
一般事業会社に売却するスキームにて取組み。

東京都荒川区南千住 8 丁目

兵庫県神戸市東灘区岡本六丁目

敷地面積　　  ：　　2,850.22 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付 4 階建
延床面積（㎡）： 3,504.91 ㎡
竣工年　　　  ： 2015 年



認可保育園

PPP・PFI

敷地面積　　  ：　　164.62 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造 4 階建
延床面積（㎡）： 394.44 ㎡
竣工年　　　  ： 2019 年

2019 年 4 月開園、定員 60 名の認可保育園。
JR 中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩 11 分、閑静な住宅街に囲
まれたエリアに位置する。
認可保育所施設を手掛ける不動産会社と業務協定を締結
し、認可保育園事業を取組み。
保育園施設購入後、運営者に対し建物を賃貸。
本物件は当社の認可保育園取得第一号案件。

2019 年 4 月開園、定員 60 名の認可保育園（1,2 階）
の上階に、10 室の共同住宅を設置。西武新宿線「新井薬
師前」駅徒歩 6 分、中野通りに面し共同住宅や飲食店等
が並ぶ賑わいのある場所に位置する。認可保育園第一号
案件と同じスキームにて取得した、認可保育園第三号案
件。保育園施設運営者及び、共同住宅サブリース会社に、
それぞれ建物賃貸。

杉並区阿佐谷北四丁目認可保育所

中野区松が丘一丁目認可保育所・共同住宅

敷地面積　　  ：　　430.84 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造３階建
延床面積（㎡）： 776.75 ㎡
竣工年　　　  ： 2019 年

敷地面積　　  ：　　1,687.72 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造２階建て
延床面積（㎡）： 1,188.85 ㎡
竣工年　　　  ： 2019 年

患者をはじめとした病院利用者へのサービス向上、大学
関係者への福利厚生の充実に係るアメニティ施設の整備・
維持管理・運営を行うＰＰＰ事業を組成。

募集人　：国立大学法人高知大学
代表企業：JA 三井リース建物株式会社
構成企業：調剤薬局、コンビニ
事業期間：20 年間
事業方式：BOT 方式
テナント：高知大学、調剤薬局、コンビニ

高知大学医学部附属病院アメニティ施設
整備運営事業固定資産貸付



PPP・PFI

病院利用者及び大学の教職員・学生等を対象としたサー
ビス向上に係るアメニティ施設の整備・維持管理・運営
を行うＰＰＰ事業を組成。

募集人　：国立大学法人滋賀医科大学
代表企業：JA 三井リース建物株式会社
構成企業：調剤薬局、コンビニ
事業期間：30 年間
事業方式：BOT 方式
テナント：滋賀医科大学、調剤薬局２店舗、コンビニ

滋賀医科大学医学部附属病院アメニティ施設
整備・運営事業

敷地面積　　  ：　　1,999.99 ㎡
規模・構造　  ：　　鉄骨造３階建て
延床面積（㎡）： 1,763.69 ㎡
竣工年　　　  ： 2017 年

JAML グループが組成するクリニックモール

用地情報募集

用地情報をお持ちの方へ 
JA 三井リース建物株式会社では、幅広く土地情報を求めております。
ご所有される土地について売却等をお考えの方、土地情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
お電話または、ホームページよりお問い合わせ下さい。

お電話からのお問合せ　　　　03-6775-3075
ホームページからのお問合せ　https://www.jamitsuilease-tatemono.co.jp/

JAML グループのクリニック開業を中心とした経営支援サービスの紹介

JAML グループが提供する開業支援サービス

詳しくはホームページをご覧ください。　http://www.medit.jp/

メディットは JA 三井リースが 2002 年に立ち上げた開業支援
を中心としたクリニック経営支援サービスです。ドクターのパー
トナーとして豊富な開業サポート実績を誇り、「コンサルタント
ではなくパートナー」として良質なサービスを提供します。

● メディカルモールの開発
● 新規開業支援
● 開業資金・医療機器の調達支援
● 各種ファイナンス（従量課金リース等）
● クリニック継承支援
● 移転・リニューアル支援




