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注目不動産ファンドの成長戦略

イデラ キャピタルマネジメント

案件多様化でソーシング間口を充実
レスキュー AM 案件が有力な入口に

デンマークの FoFs 資金を受託し
住宅ファンドを組成
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同物件は立地・ 視認性に優れてい
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キューブ 西銀座 14」
（「（仮称）G10（ジーテン）」に名称変更
予定）。高速道路に面しているほか、電車・新幹線 からも確
認することができ、極めて視認性が高い
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投資家の日本不動産への期待が上向いているこ
とは間違 いありませんので、AM 会社 が 投資家
の 嗜好・目線を把握しながら、手法・戦略を提

え、多彩な業務を手掛けることができ、
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シナリオを見据えながら投資を進めていきます。
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資に留めます。今後の景気回復には期

投資家や金融機関、J-REIT などの
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。
がある相場と考えています」

として、イデラはユニークな地位を築き

しにくいですね。当社は、AM 事業を伸

同社は今後も、最終的な目標である

つつある。そのサービス内容は、今後い

長させていくためのコントロール可能な
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サービスメニューとしての
「開発」もいよいよ進行
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