
インフレ率の上昇が最近不動産市場の注目を集めている背景は明白です。項目別インフレの多くが、数十年来
の高値をつけました。コロナ渦関連の供給網の混乱と相まって、需要が供給を大きく上回り、事業を運営するため
に必要とされる人件費、資材費、エネルギー費などの様々なコストが高騰しました。さらに長引くウクライナを巡る
戦争が世界的な価格圧力を押し上げています。依然としてサプライチェーンには目詰まりが残っており、地政学上
リスクの見通しも不透明であるため、こうした問題解決には時間がかかる可能性が高まっています。中央銀行は
政策金利引上げを含む介入を行っていますが、その影響により景気が悪化し、今後数年間にわたって見込まれる
ダウンサイクルでは一部の商業用不動産(事業用不動産)の賃貸需要が減速する可能性が高まっています。

事業用不動産の経済的利害関係者は、インフレ環境下では特有の課題に直面することになります。土地開発業者において
は、地価の上昇はもちろんのこと、資材不足やプロジェクトの遅れが生じています。資産運用会社であれば、運用・保守コストが
大きく上昇します。投資家であれば、不透明な投資価格設定プロセスを伴う資金調達環境に直面しています。事業用不動
産テナントにおいても、インフレの影響を免れるわけではありませんが、その意味合いを概観していくことは容易ではありません。

本報告書では、米国を中心としたインフレ上昇に焦点を当て、今後の賃貸戦略をどのように適合させていくかを検討する際に、
留意すべき重要事項をまとめていきます。主なポイントは、以下の通り。

• コロナ以降の労働市場では、需給不均衡が拡大し、需要回復の大きな部門を中心に供給不足懸念が高まり、
賃金の高い伸びにつながりました。なかでも、営業費用比率が約半分以上を占める業界、宿泊業、飲食サービ
ス業、小売業、卸売業などでは、いずれも記録上最も速い賃金上昇率を記録しています。

• 原材料費および運用コストは、資材からエネルギー、輸送、貯蔵、サービスのコストまで広範な範囲に及びま
す。供給網（サプライチェーン）全体におけるコスト上昇は、サービスや消費者価格のインフレよりもはるかに
深刻で、「モノ」の価格の上昇は「サービス」の価格上昇の3倍以上に上昇していました。これは、前例のない
コロナ渦からの回復過程特有の現象といえるでしょう。

• 賃料を含む不動産を利用するコストは、主に市況、エリア特有のファンダメンタルズにより決定される需給（空室
状況）を反映します。足許のエリア別不動産コストの上昇は概ね低位にとどまっています。しかし、賃貸物件の
種類によって、テナントに今後の機会と今後の課題をともにもたらすことになるでしょう。

• しかし、不動産を建築するコストは大幅に上昇し、目下の労働力不足は、問題を複雑化させています。このよ
うな局面では、これまで以上に、計画を綿密に練ることがさらに重要です。

INFLATION IN FOCUS (2)
インフレ上昇が事業用不動産
テナントに与える影響

2022年6月

cushmanwakefield.com

CUSHMAN & WAKEFIELD
RESEARCH SPOTLIGHT



CUSHMAN & WAKEFIELD
RESEARCH SPOTLIGHT

一般的に、人件費は、運輸業で約30%、小売業や倉庫
業で50%、職種構成に応じて、会計、法律、専門サービス
など多くのオフィスを利用する業種では60%以上と、企業に
とって最大の費用項目(右表参照)となります。2021年12
月、米国の時間当たり平均報酬は40.35ドルで、その約
70%が賃金と給与とされ、残りの30%は従業員年金給付
などに帰属する費用でした。時間単位でみた報酬は、産業、
地域、企業規模、その他の要因によって大幅に異なります。
例えば、2021年12月の経営者を含む業務従事者の時
間当たり平均報酬率は64.12ドルであったのに対し、小売
業では19.44ドルにとどまりました。すべての職業に対する雇
用者報酬は、西海岸の高値44.63ドルから南部中央部の
低値31.01ドルまでかなりの幅があります。これまで、人件
費は常に立地戦略の重要な考慮事項でした。しかし、結
局のところ、人件費は、労働力確保の蓋然性、容易な顧
客へのアクセス、人的資本の整備、その他の戦略的優先
事項の一部にすぎません。

労働市場はコロナ渦の間に急速に変化し、依然として完全
雇用には回復していません。2020年4月の都市封鎖ピーク
時以来、2120万人の新規雇用がありましたが、総雇用者
数でみれば、コロナ渦以前の水準を約820,000人ほど下回
る水準にとどまっています。これまでの回復の遅れは、概ね労
働供給の不足によるものでした。実際、2022年5月時点で、
事業主が廃業し、就業できなかったとの回答が180万人、ウ
イルスにより就業できなかったとの回答は455,000人に上りま
した。ただし、他の様々な理由が、人々の職場復帰を妨げて
いる可能性もあることには留意が必要です。

例えば、育児や介護のため職場復帰が難しい問題は、やが
て緩和されるていくでしょう。特に、多くの家計が公的支援を
使い尽くしてしまえば、人々が再び職場に復帰する可能性
も高まります。しかし、早期退職者のような一部のグループは
職場に戻らない可能性が残り、現在のトレンドはもある程度
は継続するでしょう。

米国の労働力不足は、コロナ以前から一般的な問題で
あり、至る所に存在していました。最近の数年間では多く
の人々が転職、転出したりして、さらなる労働力不足に陥
りました。こうした状況を踏まえて、賃金引き上げ、一時的
ボーナス支払い、遠隔地業務の柔軟性などを提供するこ
とが、雇用に悩む企業にとっての「容易な」解決策とされて
きました。

産業 人件費比率

卸売業 54.3%

小売業 52.2%

飲食業 51.6%

倉庫業 51.1%

オフィス 49.6%

輸送 31.6%

製造業 21.2%

米国：総事業費に占める人件費の割合

出典:米国国勢調査局、クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド

1時間当たりの平均報酬は、西海岸の44.63ドルの高値から

南部中央部では31.01ドルの低値までかなり幅があります。

労働コスト
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福利厚生拡充で人材確保に成功した企業もありますが、
万能薬とはなりません。不動産賃貸契約の意思決定におけ
る長期的な解決策として重要なポイントは、従業員本位の
視点から労働力を最適化・再配分していく戦略となりますが、
その策定には時間もお金もかかります。

その結果、不動産を利用するテナントの人件費は、急速に
上昇、GFC(金融危機)後の拡大ペースと比較しても、確実
に上昇しています。民間部門の雇用コスト指数(ECI)をみる
と、2022年第1四半期の賃金成長率の中央値は、前年同
期比6.0%上昇、1990年に遡る過去最高値となりました。
2007年の景気後退以降は4.0%を超えることはなかったた
め、前回の景気拡大局面からは様変わりとなりました。また、
4月の転職者の賃金が前年比7.2%増であったのに対し、
在職者では同5.3%増となりました。また、定年退職者の雇
用も厳しくなっています。

こうしたなか、離職者数が過去最高に近づいていることは
驚くに値しません。さらに、生産性の高い優秀な労働者を
失ってしまった場合、他の従業員の士気を低下させ、雇用
環境を悪化させるというさらなる悪循環を引き起こしていま
す。

景気後退に陥らないない限り、人件費上昇は、速やかに緩
和されないかもしれません。賃金動向は粘着性が高いため、
長期間にわたって同様の上昇トレンドが継続する傾向を示唆
しています。この傾向は、消費者向け価格が高騰する局面で
は特に当てはまります。なぜなら、労働者は生活費の増加を
相殺するために、より高い賃金報酬を要求するからです。幸
いなことに、これまでのところ顕在化していませんが、 消費者
向け価格指数と賃金価格の「負のスパイラル」が1年以内の
重要なリスクであることは多くの専門家も指摘しています。
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コロナ後、人々がフルタイムで働くようになったとしても、移民減
少に起因する労働市場の非効率性は継続するかもしれませ
ん。米国への移住者数は、当然、コロナ渦の間に停止しまし
たが、2020年以前の数年間も、すでに減少傾向にありまし
た。こうした傾向を予測していくことは難しいですが、米国が
ネットベースの在留外国人数を100万人以上増やした
2015-2016年のピーク時のように、急拡大する可能性はな
いでしょう。現在の米国では、移民減少により、約200万人
程度のの出稼ぎ労働者が減少していると推定されています。

また、住宅購入・賃貸価格の急激な上昇や住宅ローン
金利の上昇により、労働者の転居が難しくなりました。こ
れまでの金融緩和政策を通じて、残存する住宅ローン
の90%以上は、30年固定金利を下回る金利に固定
されており、借り換え時の金利リスクが高まっています。

在宅業務の普及も、長期的にはテナントに不確実な
意味合いをもたらすでしょう。これはオフィス利用者だけ
の問題ではなく、今後は小売テナントや物流テナントも、
人々の時間の過ごし方の変化が、どのように不動産の
使い方に影響を与えていくかを見極めていかなければな
りません。

出典:アトランタ連邦準備銀行

米国の賃金成長率(年/年%  増 )
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労働コスト問題に加えて、企業は、商品を生産するコス
ト、サービスを提供するコストの高騰にも直面しています。
こうしたコストは、事業内容に応じて、さらには企業間に応じ
て、幅広い範囲に及びます。例えば、家具製造業者であれ
ば、食料品チェーンよりも不安定な木材価格にさらされてお
り、倉庫コスト上昇にも敏感です。こうしたコスト項目別の差
異、影響の差異を考慮すると、もっとも急速に上昇している
投入コスト項目にかかる長期的な見通しを掘り下げていくこ
とは合理的といえるでしょう。

消費者もガソリン価格の高騰を感じていますが、事業用不
動産のテナントにおいては、投入材、光熱費、輸送費など
「川下」の影響から生じる価格高騰の影響が大きく影響を
及ぼしております。電気、暖房、冷房などの光熱コストは、
すべからず高止まりしていますが、賃貸契約の種別によって
はテナントのみがその費用を負担することとなります。

米国の電力消費者物価指数(CPI)は、4月までの12か月
間で11.0%上昇しました。ガソリン小売価格や暖房用石
油価格がそれぞれ43.6%、80.5%増加したのに対し、天
然ガス事業者の消費者物価指数は、同期間に22.7%上
昇しました。石油に依然として依存しているテナントは、その
結果としてより大きな価格高騰に苦しむことになります。

良いニュースは、北半球の寒冷期が終わるにつれて、価格は
安くなる可能性があるということです。悪いニュースは、地政
学的なリスクが拡大する中、包括的なエネルギー価格の見
通しは不確実性を増しているということです。

コロナ渦直前の2020年初頭以降、原油の市場価格は約2
倍の100ドル/バレルとなり、天然ガス価格は3倍になりました。
コロナ渦の行動制限が緩和されると、他の価格動向と同様
に、エネルギー需要は急上昇しました。供給の回復が遅れ、
取引価格の上昇を招いています。原油価格は2021年10
月にピークに達し、1バレル当たり80ドル(WTIの場合年末ま
でに70ドル）を超えました。そして、2022年2月にロシアがウ
クライナに侵攻したことにより、世界のエネルギー市場は大きく
混乱しました。これは、ヨーロッパやアジアの近隣諸国において
ロシアが主要なエネルギー輸出国であるためです。米国もまた、
世界的な価格変動にさらされており、現在、原油価格は
100ドルから120ドルの範囲で推移しています。さらなるエネ
ルギー価格リスクも燻ります。例えば、欧州におけるロシア石
油の広範な禁輸措置は、世界のエネルギー価格にさらなる
打撃を与えるでしょう。したがって、エネルギー依存度の高いテ
ナントは状況を監視しつづけるべきでしょう。

最近のインフレやロシア・ウクライナ紛争の前から、ESG関連
の不動産戦略は重視されていましたが、より早くよりグリーンで、
より強靭な不動産へ移行していくことがさらに重要になるかも
しれません。自然資源へのアクセスが容易で、エネルギー効率
が高い場所へ移転することは、現在の気候リスクを考慮する
と望ましい戦略ともいえるでしょう。地方公共団体が提供する
太陽光技術や排出削減の公的支援を活用することも一策
でしょう。エネルギーコストが高どまりしている期間に、ESG戦
略や賃貸交渉を再定義することは困難です。しかし、可能性
が残されていないわけでもありません。例えば、エネルギー集
約的なテナントであれば、価格変動に伴う金融リスクを軽減
するために(先物、オプション、スワップなどを通じて)ヘッジを活
用する可能性も高まりつつあります。

エネルギー価格の急騰は、企業がクリーンエネルギー利用

を含むESG関連の目標を達成させるスピードを加速させる

かもしれません。

原材料価格と運用コスト

エネルギー
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原材料・エネルギーに起因する生産コスト上昇は顕著ですが、
輸送サービス・コストの上昇圧力も流通コストに負荷を加えて
います。コスト上昇圧力は、国内外から発生しています。
米国は、消費財の純輸入国であるため、2021年に経済が
再開し始めた際に発生したサプライチェーンの目詰まりにより、
大きな負担に直面しました。コロナ渦のアジア都市封鎖が続
く中、供給業者と運送業者の双方の初期対応が遅れたた
め、需要に供給がまだ追いついていません。さらに、貨物が
いったん米国の港に到着すれば、輸入が急増しているため、
船舶滞留時間が長くなっています。

その結果、貨物価格が高騰しました。4月現在、海上貨物の
PPIは前年比24.7%増加、トラック貨物輸送のPPIは前年
比32.5%増加、過去10年間で約3倍となりました。近年、
港湾滞留時間は短縮されているものの、中国での都市封鎖
の再開が、海外輸送費をさらに押し上げることが懸念されてい
ます。トラック率（距離当たり配送費比率）の見通しは明るく
なっており、船舶規模が拡大する中で、入札価格も底打ちに
転じています。このような歓迎すべきニュースにもかかわらず、サ
プライチェーンを取りまく環境はしばらく厳しい状況が続く可能
性が高いでしょう。また、輸送コストの増加と製品到着遅延の
ダブルパンチを受けるテナントも想定されます。

製品や資材のタイムリーな納入に依存している企業にとって、
今後、西海岸港湾労働者とその雇用主との間の労使交渉
の行方は、不確実性を高める要因となっています。こうした
問題の結果、多くの物流テナントは、輸入関連リスクを分散
するすべとして、東海岸港に隣接するサイトなどのほかの選
択肢を増やすことに多大な努力をしています。

原材料の使用率は、産業や不動産の種類によって大きく異
なりますが、実質的にすべての投入材料のコストは大幅に上
昇しました。一般的に、原材料費は、顧客に販売するために
商品を生産し、組み立てるために必要な原材料を製造業者
が調達する場合に、重要度が高まります。なお、工業製品
(燃料を除く)のPPIは、4月までの12ヶ月間で13.8%増加
しました。鉄鋼、合板、化学品など一部の製品は、さらに上
昇しました。

こうした資材の価格上昇は、製造過程の目詰まりが緩和され
るにつれて、ここ数カ月で緩和されつつあります。しかし、ウクラ
イナ紛争に関連した影響を受けている農業資材やプラスチッ
ク材料などの分野では、価格上昇圧力が継続しています。テ
ナントが原材料価格を抑制する手段としては、割安な価格に
遭遇した際に、在庫を多めに注文する以外にすべがありませ
ん。こうした環境下で、サプライチェーンの混乱を予防するため
には、サプライチェーンを運営する業者と再交渉することのほう
が、より長期的な解決の選択肢となるかもしれません。

プラスチック配管 石油価格 鉄鋼

米国建設資材価格(総額 %増.)
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米国生産者物価上昇率
（年/年%増)
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出典:米国労働統計局

インフレが不動産テナントに影響を与える最後のチャンネルは、
不動産コストです。上記で言及したように、賃貸契約の種類
によって、テナントがリアルタイムで変動費をどれだけ負担する
かの比率が決定されます。不動産コストは営業コスト全体の
10%程度を占めていることからも、こうしたコストに対するイン
フレ圧力を正しく理解することにはメリットがあります1

1 リースの会計処理が変更され、貸借対照表で指定されるファイナンス／キャピタルリースと損益計算書で指定されるオペレーティング・リースとの間の指針がさらに示されました。

良いニュースとは、賃貸期間が5―7年に及ぶ傾向があるた
め、商業的テナントにおける不動産コストの変動は遅行する
傾向があるということです。通常、賃貸契約では、入居者が
将来の賃料増加を計画できるように、予測可能なエスカ
レーション条項が含まれます。このような条項は、概ねインフ
レ率と結びついており、数十年間の平均インフレ率に基づい
た一定の数字を条項において規定します。

サービス価格
人件費上昇以外のサービス価格は、ほとんどのテナントにとって、大きなインフレ要因とはなっていません。例えば、金融サービ
ス、法務サービス、医療サービス、ワイヤレスサービスの提供に関連するコスト増加は、コロナ前に記録された範囲にとどまって
います。実際、こうした価格設定における唯一の大きな変化は、情報処理機器の価格でした。情報処理機器の価格は数
十年前から下落していましたが、最近ではややプラスに転じています。
サービス価格は、サプライチェーンの影響から比較的隔離されている傾向があり、多くの場合、リモート業務のような生産性
向上に伴うコスト抑制に寄与してきました。データを格納するコストも高まる傾向がありましたが、2020年以降はストリーミン
グなどが急拡大しているにもかかわらず、有意義なコストの増加は見られませんでした。 2021年のビジネス再開以来、レス
トランやホスピタリティのオペレーターにおける営業費用は増加しましたが、コロナ渦の初期の段階で運営費が大幅に減少し
た反動に過ぎません

不動産コスト エスカレーション条項

1月
16
日
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現在のインフレ水準は、長期サイクル平均値をはるかに上
回っているため、テナントは恩恵を得ることになります。指数
が代用される場合、テナントはより多くのインフレに伴う恩恵
を期待できるともいえるでしょう。概ねのエスカレーション条項
は、エリア別の事業用不動産市況と結びついている傾向が
あります。例えば、国内空室面積の75%以上を占める米
国オフィス市場の過半数では、インフレにもかかわらず、エス
カレーション条項に基づく数字はほぼ横ばいで推移していま
す。一方、過去最低の空室率、3.3%という水準に達して
いる物流施設取引ではこのような条項はあてはまりません。

コスト見通しは依然として高く、回答者の96%は、

今後6カ月以内に供給コストがさらに上昇すると考えています。

建築費
新しいスペースを賃貸し、内装工事を必要とする入居者は、
材料、建設作業、家具などのコストも高くなります。これらの
コストの大きさは、資産の種類により異なります。しかし、家
主がテナント手当(TI)を提供し、交渉プロセスの一環とし
てこの費用を補助する場合、テナントは市況悪化でも利益
を得ることができます。需給が弱含みしている場合、テナン
トは、より多くの月数のフリー・レント、より多額のTI手当を
得ることもできます。これは、不動産の種類やサブタイプ、エ
リア別にも大きく異なることもあります。

テナントが初めから建築する場合、建築資材価格はコロナ
前の価格よりも大幅に高くなります。大まかにいえば、建設
資材のPPIは2022年4月時点で前年比19.6%上昇し
ています。2020年2月と比較して、主な材料は塩ビ・プラ
スチック配管(129.4%)、アルミ(102.7%)、鉄鋼
(88.5%), 木材(49.8%)、石膏(30.8%)、ガラス繊維
(13.8%)とされていますが、ビルド・トゥ・スーツ型（個別
要望に対応した建築開発手法）以外であれば多くの開
発業者がこうした原料コスト増加を負担します。また、家具、
業務用電気照明、事務用品のPPI指標は、それぞれ前
年比11.8%、10.2%、7.2%の上昇となっています。

弊社2022年オフィス内装費用ガイドでは、工事の遅延
とコスト上昇の影響を共に検討しました。建築家調査で
は、コスト圧力が業界全体に及んでいることを示していま
す。調査対象となった請負業者のほぼ全員(98%)が、
過去6カ月間に供給業者のコストが上昇したと回答し、
85%の請負業者が昨年中旬以降に価格期待を引き
上げました。
今後のコスト見通しは依然として高く、回答者の96%は、
今後6カ月以内に供給業者のコストがさらに上昇すると考
えています。こうした傾向は特に家具、備品および設備費
用に当てはまります。

月額賃料
恐らく、最も重要な問題は、もちろん、契約時の賃料、
そして賃料上昇と賃貸条件の譲歩が適用されるタイミ
ングと回数です。しかし、一般的には、インフレ動向より
も、賃貸市場の需給が賃料動向を左右していることが
実証研究では示唆されており、テナントにとって良い
ニュースといえるでしょう。
インフレ率が賃料を上昇させるかどうかを調べる方法は、イ
ンフレの測定値と実質賃料の測定値との間の相関を統計
的に検証することです。このような検定手法の1つは「グレン
ジャー因果関係検定」と呼ばれ、ある変数(たとえばインフ
レ)が他の変数(たとえば実質賃料)の経時的変化を予測
できるかどうかを調べます。実務的には、統計的検定やモ
デルが異なる変数間の真の因果関係を確認することは非
常に困難です。したがって、インフレが賃料の増加をもたら
すかどうかを確認するというよりは、インフレが賃料の増加を
確実に予測するか、予測するかできるかどうかの因果関係
を推し量ることができます。
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一見すると、9ページのデータからは、 (賃料の実効成長デー
タが入手可能な期間である) 1990年代半ば以降、インフ
レと賃料の伸びとの間に強い相関は認められません。都心オ
フィス以外のほとんどのプロパティタイプでは、わずかに正の相
関が存在するにとどまります。
また、空室率からみた市場環境では、負の相関が強まってい
ることからもわかるように、賃料上昇圧力を高める上でも、空
室率のほうがはるかに重要であることが示唆されています。こ
うした観察結果は、オフィス、工業、小売不動産市場にもす
べからず当てはまります。
グレンジャーの因果関係検定では、空室率はすべての不動
産の賃料上昇を予測するものでした。しかし、インフレ率は
(1%と5%の有意水準の両方で)相関は低いことが再確認
されました。

こうした結果は、インフレ率が高い時期や低い時期にス
ペースを探す際には、より広範に資産っクラス別の需給、
市場条件を検討すべきことを示唆しています。なお、物流
施設の空室率は過去最低(3.3%)であるのに対し、オ
フィス空室率は17.5%、新規供給が市場に出てくるにつ
れて、依然としてオフィスの空室率は上昇傾向にあると考
えられます。ショッピングセンターの空室率は、コロナ渦にか
なり上昇しましたが、現在ではコロナ前の水準を10bp 
(2022年第1四半期は6.3%、2019年第4四半期は
6.4%)程度下回っています。当然のことながら、物流施
設賃料は最も上昇圧力が強く、小売賃料は、より落ち着
いたペースで上昇しています。オフィス賃料は依然として低
下していますが、おそらく景気サイクルからみれば最低水準
近辺にあります。これからのテナントは、不動産の立地や
賃貸契約の決定を考慮する際に、市場や不動産のサブ
タイプによって大きく異なるこうした価格の動態を正しく理
解していかなければならないといえるでしょう。

テスト P値 “因果関係”リンク?*

物流施設
インフレ率上昇が賃料の伸びをもたらす 0.19 No
空室率上昇が賃料の伸びをもたらす 0.00 Yes

商業施設

インフレ率上昇が賃料の伸びをもたらす 0.86 No
空室率上昇が賃料の伸びをもたらす 0.00 Yes

事務所

インフレ率上昇が賃料の伸びをもたらす 0.14 No
空室率上昇が賃料の伸びをもたらす 0.00 Yes

都心オフィス

インフレ率上昇が賃料の伸びをもたらす 0.58 No
空室率上昇が賃料の伸びをもたらす 0.00 Yes

郊外オフィス

インフレ率上昇が賃料の伸びをもたらす 0.09 No
空室率上昇が賃料の伸びをもたらす 0.00 Yes

グレンジャー因果性試験結果
期間：1995年第一四半期～2022年第一四半期

出所:クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド 注:時系列データはすべて、静的状態であることを確認。
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出典:クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド調査
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Cushman & Wakefield について
クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド(C&W)はニューヨーク取引証券所に上場している世界有数の不動
産サービス会社です。クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは、400を超える事務所と約60カ国に約
50,000人の従業員を擁する最大級の不動産サービス企業のひとつです。2021年の売上高は、不動
産、設備・プロジェクト管理、賃貸、資本市場、バリュエーション、その他のサービスのコアサービス全体で
94億ドルとなりました。
詳しくは、公式ホームページwww.cushmanwakefield.com/にアクセスするか公式ツイッター
@CushWakeをフォローください。

©2022 Cushman & Wakefield. All rights reserved. The information contained within this report is gathered from
multiple sources believed to be reliable. The information may contain errors or omissions and is presented without
any warranty or representations as to its accuracy.

James Bohnaker 
Senior Economist Global
Research
james.bohnaker@cushwake.com

Rebecca Rockey
Economist, Global Head of Economic 
Analysis & Forecasting 
rebecca.rockey@cushwake.com

オフィス、産業、物流、小売といったスペースタイプ別に、インフレがどのよう
に入居者に影響を及ぼしているかについては、当社のウェブサイトをご覧くだ
さい。

日本の問い合わせ先：
Mari Kumagai
Head of Research & Consulting -Japan 
+81 3 6625.8323 
mari.kumagai@cushwake.com
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