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DX白書2022に寄せて

代表取締役社長

当社は、2018年に策定した長期経営方針「VISION 2025」の三つのビジョンの一つとして、
「テクノロジーを活用し、不動産業そのものをイノベーション」を掲げています。

その実現に最も重要で必要な手段が、デジタルトランスフォーメーション（DX）であり、大きく二つの目的においてDXを推進しております。
・お客様への価値提供のためのDX（ ｢働きやすい｣｢暮らしやすい｣｢楽しい｣など）
・ビジネスプロセスの効率化のためのDX（お客様の満足度向上と生産性向上の両立）
いずれのDXにおいてもESG、SDGsをはじめとする社会課題解決の視点も欠かせません。

コロナを契機として、お客様のくらし方や働き方に大きな変容が起こっています。
特にデジタルトランスフォーメーション（DX）はウィズコロナで急速に進展した一方、
デジタル技術では代替できないリアルの価値を再認識する機会につながりました｡

ポストコロナの時代に向けて最も重要なのは、DXの推進とリアルワールドの価値の最大化です。
デジタルが適していることは徹底的にデジタル技術とデータを活用する一方、デジタル技術で代替できないリアルの価値を最大限に高め、
このリアルとデジタルをお客様それぞれに合わせて最適に組み合わせることにより、不動産をお客様に「モノ」としてではなく、
ハードとソフトの合わせ技で「サービス」として提供する“Real Estate as a Service”を実現してまいります。

また、サイバーセキュリティの弛まぬ対策、システムの円滑なオペレーション、
DX人材のキャリア採用強化および全社員のDX教育実施は、 DX推進に不可欠な基盤であり、引き続き、さらなる強化に取り組んでまいります。
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“Real Estate as a Service”の新時代へ



DX VISION 2025

長期経営方針 VISON 2025

街づくりを通して
持続可能な社会の構築を実現

テクノロジーを活用し
不動産業そのものをイノベーション

グローバルカンパニーへの
進化

DX VISON 2025

事業変革 働き方改革

推進基盤

デジタルで街と
施設を快適・便利に

Smart City / 
Property

リアルとデジタルの
顧客接点の融合

Omni
Channel

空間提供にとどまらない
サービス志向

Real Estate as
a Service

場所にとらわれない
アクティブな働き方

ABW
Activity Based Working 

既存の業務フロー / 
システム改革

BPR
Business Process

Re-engineering

グループセキュリティの
弛まぬ進化

サイバーセキュリティ

顧客や業務の
データ活用

データ活用

全社ITリテラシーと
DX本部の推進力

不動産×デジタル
人材育成

共通化・効率化

グループシステム
先進化

安い・早い・上手い
永続型開発

モダン開発

〈顧客志向・社会課題解決〉 〈生産性・従業員満足度向上〉
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当社DX推進上の重要視点

これまでの歩み

事業変革の成果

働き方改革・その他の成果

当社DX推進の体制

DX本部

Summary
サマリー
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当社DX推進上の重要視点

＜デジタルにできること＞
リアルとの組み合わせ
当社の強みであるリアルとの

組み合わせが重要

DXは多様
どうしたらDXが進むのか

具体的戦略が必要

DXは手段
顧客への価値提供が目的

Who・What・Howの明確化

DXの
位置づけ

データ活用視点
明確な目的のもと

必要なデータの質・量を定義する

顧客視点
徹底的に

お客様の目線に立つ

リアル×デジタル視点
最適な組み合わせにより

リアルの価値を究極まで高める

当社DX推進上の
重要視点

不動産を「モノ」としてではなく
「サービス」として提供

“Real Estate as a Service”

顧客の顕在ニーズと潜在ニーズを捉え
三井不動産にしかできないサービスの創出を目指す

＝

ビジネスを商品別でなく顧客の行動別に捉える

リアル、デジタルの最適な組み合わせを目指す

顧客プロセスの
スマート化

データ活用
(取得・分析)
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※1 CVC1号・2号：31VENTURES Global Innovation Fund 1号・2号。シード期からミドル期のベンチャー企業を対象に投資を実施（詳細はこちら）
※2 グロース1号 ：31VENTURESグローバル・ブレイン－グロースＩ事業。グロースステージのスタートアップ企業等を対象に投資を実施

主なDXプロジェクト イノベーション体制強化凡例

〜2016年

三井ショッピング
パークアプリ

商業

これまでの歩み
2017年度に商業施設本部、ビルディング本部、ロジスティクス本部の3本部でデジタルを活用した新サービスをリリース(当社DX元年)
以降、全事業本部へDXの取り組みが拡大

メンバーシップ
サービス

すまい ベンチャー共創

CVC1号※1組成 2017年

リアル施設
共生型EC

商業
物流 ICT体験型
ショールーム

物流 DX

IT技術職掌新設

働き方改革
シェアオフィス

オフィス

グロース1号※2

組成
ベンチャー共創

2018年
キャッシュレス

決済

商業
オフィスビル

共用部サービス

新規事業

事業提案制度
MAG!C開始 2019年

マンション価格
査定システム

すまい

健康経営
支援サービス

データ基盤構築

決裁・会計
システム

オフィス DXオフィス DX

2020年

RFIDタグ
店舗在庫出荷

次世代型
ホテル

新オフィスワークスタイル

物流 ICT体験型
ショールーム

ホテル
DX

商業 物流

柏の葉データ
プラットフォーム

オフィス入居者向け
会員サービス

不動産MaaS
街づくり オフィス 新規事業

データブートキャンプ
DX

CVC2号※1組成
ベンチャー共創

ららぽーと
クローゼット

三井ガーデン
ホテルアプリ 産学連携

三井不動産
東大ラボ

2021年

ホテル

5G実証実験 移動型商業
オフィス 新規事業

商業

DxU
(全社DX研修)

DX

&Marketing

ロジスティクスDX
（一部構想中）

2022年〜 DX
施設利用スマート化

観戦体験の進化

ソリュ
非接触化/ロボット導入

/5G導入

オフィス
BCP

コンサルティング
WEBを駆使した
完全規格型商品

メンバーシップ
サービスリニューアル

ららぽーとDX
(ららぽーと福岡)

商業 すまい 新規事業すまい 物流

https://www.31ventures.jp/fund/


事業変革の成果
全事業本部でDX推進中、既存事業の枠を超えた新事業も開始

主な事業変革プロジェクト 主な会員組織

1,364万人

2021年10月

1,500万人

2022年10月

主な受賞歴

※1 DX銘柄：東京証券取引所に上場している企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を業種区分ごとに選定して紹介するもの
※2 IT賞：ITを高度に活用したビジネス革新に顕著な努力を払い成果を挙げたと認めうる企業、団体、機関および個人に対して、公益社団法人企業情報化協会が授与する賞

2019年 2020年 2021年 2022年 2022年プロジェクト例※開発中案件を除く

新サービス
リリース 2件 5件 11件 14件

・東京ミッドタウン八重洲
完全タッチレスオフィス / ロボット導入 /
全フロア５G導入(P’12参照)

・ららぽーとDX施策(ららぽーと福岡)
(P’16参照)

・東京ドームデジタルサイネージ / 
キャッシュレス化(P’17参照) など開発中案件 4件 8件 12件 9件

実証実験
案件 4件 4件 6件 4件 ・&MOVE(P’21参照) など
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商業施設 約1,300万人

すまい 約30万人

ホテル 約69万人

オフィス(ワークスタイリング) 約25万人

オフィス(& Life-Biz) 約13万人

東京ドーム 約63万人

• DX推進体制やDXプロジェクトの実行能力
• 柏の葉データプラットフォームの取り組み

「DX銘柄2022」※1 受賞

評価ポイント

• イノベーション創出の仕組みの整備
• ワークスタイリング事業の本格化

「攻めのIT経営銘柄2019」選定

評価ポイント

• ららぽーと福岡における、デジタルを
活用したサービス革新の取り組み

「2022 IT賞(顧客・事業機能領域)」※2受賞

評価ポイント

• 「スマートライフパス柏の葉」
および「Dot to Dot」

「2021 IT奨励賞(社会課題解決領域)」受賞

評価ポイント



働き方改革・その他の成果
システム刷新・業務改革推進中
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主な働き方改革プロジェクト

1,185人 / 約1,900人
三井不動産社員の平均利用者数

DX銘柄 2021
「デジタル×コロナ対策(レジリエンス部門)」受賞

2019年 2020年 2021年 2022年 2022年プロジェクト例 ※新システムのみ

新システムリリース 4件 4件 5件 6件
決裁会計システム グループ会社展開(P’25参照) など

開発中案件 7件 6件 7件 13件

その他 (サイバーセキュリティ点検拠点数 /クラウド率/ DX本部人員)

103 拠点101 拠点

2021年

106拠点

2022年

サイバーセキュリティ点検拠点数

2020年

クラウド率
( 三井不動産単体)

94%80%

2021年

95%
2022年

2020年

DX本部人員
(P’10参照)

105人92人

2021年

119人
2022年

2020年

システム刷新による業務効率化時間
(2018/4～2022/3に稼働したシステムを対象に集計)

新しい働き方を支えるITインフラ
1日のVPN利用者数平均 (2022/10月度)

主な受賞歴

新型コロナウィルス感染症下における
業務の持続性確保

評価
ポイント

「2020 IT賞(マネジメント領域)」受賞
フルクラウドでの決裁・会計システム刷新に
よる働き方改革の推進

評価
ポイント

年間 約27万時間 約138人分
年間1,920時間 / 人換算(8時間 / 日×20日 / 月×12か月)



✓トップのコミットメントのもと、事業本部とイノベーション部門が連携し、既存事業深化と新規事業探索の｢両利き｣でDX推進
✓ 顧客満足度向上と社会課題解決を目的とし、幅広い既存事業のほぼ全てでDXを同時推進

当社DX推進の体制
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 街づくりを通して､持続可能な社会の構築を実現
 テクノロジーを活用し不動産業そのものをイノベーション
 グローバルカンパニーへの進化

 定期的にイノベーション討議
 イノベーション予算措置

❶ トップのコミットメント グループ全体で推進

❻ D&I
＋

DXエキスパート採用
全社DX研修

人事部
ベンチャー
共創事業部

産学連携
推進部

サステナ
ビリティ
推進本部

ESG/脱炭素
環境エネルギー事業

❺ GX

DX本部
DXプロジェクト合同推進

DX横串ガバナンス
❷ 全事業で本業DX 各事業本部

ビジネス
イノベーション

推進部

DX本部
DXプロジェクト合同推進

DX横串ガバナンス
主要会社

IT/DX部門 グループDX委員会
DX計画･予算統括

サイバーセキュリティ分科会
データ活用分科会

❸ 新規事業の出島

三井不動産東大ラボ

V I S I O N  2 0 2 5 経営会議等
業務委員会 経営者合宿

31ventures

全事業でDXを同時推進

❹ オープン
イノベーション



DX本部

※1 本部長含む、2022年12月時点
※2 BPR(Business Process Re-engineering)：業務フロー、管理体制、組織構造やそれを支えるシステムを見直し、再構築すること
※3 CRM(Customer Relationship Management)：顧客情報を記録・管理し顧客満足度の向上に繋げる取り組み、およびそのために利用されるシステム
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DX一部 55名 DX二部 63名
• インフラ構築
• サイバーセキュリティ
• システム開発（業務システムBPR※2）

• システム開発（WEB、アプリ、EC、CRM※3）
• システム開発（新規事業系）
• デジタルマーケティング、データサイエンス

社内各部門やグループ各社、パートナー企業と協業してDXを推進中
2017年にIT技術職掌を新設。中途採用を強化し、現在も積極採用中（採用HPはこちら）

DX本部

全119名※1

技術系 計85名(出向・契約含む)

グループ会社IT部門 約350名

常駐パートナー 約350名

https://next.rikunabi.com/company/cmi0207828001/


事 業 変 革

1
不動産を「モノ」としてではなく、

「サービス」として提供へ

東京ミッドタウン八重洲

完全タッチレスオフィス / ロボット導入 / 全フロア５G導入

&well

&Resilience

ロジスティクスDX

ららぽーとDX(ららぽーと福岡)

東京ドームDX

ガーデンホテルDX

柏の葉データプラットフォーム

三井ホームweb商品(Select Order)

&MOVE

テック系ベンチャー企業との共創

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11
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東京ミッドタウン八重洲
完全タッチレスオフィス / ロボット導入 / 全フロア5G導入01

2022年稼働

オフィスビル初、デリバリーロボット始動
DX推進により“Real Estate as a Service”を実現し、社会課題解決へ

プロジェクトのポイント

1 非接触対応
- 顔認証によるオフィス入退館システムやホログラムなどの

非接触技術の導入
- 専有部入口の自動ドア化

2 ロボット活用の本格化

- デリバリー/清掃/運搬の3つのロボットが稼働
- ロボットフレンドリーな建物の構築により、エレベーターや

自動ドアを使用した自立走行が可能に
顧客価値

For オフィス
ワーカー

- 完全非接触でのオフィス利用が可能
- フードデリバリーの利便性向上
- 5G利用による利便性向上

For 施設従業員
- 清掃・運搬作業の効率化
- 集荷作業の負担軽減

3 ５G導入

- インフラシェアリングによる全フロア５G対応
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02 2019年サービス開始

楽しみながら体調管理｡気づいたらできてる｡だから､つづく｡
企業の健康経営推進®※をサポートする総合プラットフォーム

顧客価値

For Worker
（従業員）

- アプリで歩数ログ・生活習慣管理が可能
- 動画コンテンツやクイズ・コラムなど健康に

関する豊富なラインナップ
- 毎日アプリを使用するだけでポイントが貯まり、

豪華賞品と交換できる

For HR
(人事・健康推進担当)

- アプリの利用データをもとに企業単位での
健康行動・課題を可視化

- 健康経営度調査の評価UPにつながる

&well 公式HP：https://www.andwell.jp/

※健康経営®は特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標
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https://www.andwell.jp/


03 2022年サービス開始&Resilience

&Resilience 公式HP：https://about.andresilience.com/
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※BCP(Business Continuity Plan)：事業継続計画。自然災害などの事業継続リスクが発生した場合に、事業を継続する方法を定めた計画を指す。

事業継続力強化の取り組みをデジタルで効率化、日本のBCPを「2.0」へバージョンアップ
災害時の行動力強化を目的に、より実効性の高い取り組みを目指す定額・会員制コンサルティングサービスを提供

BCPの
マネジメント
サイクル

プロジェクトのポイント

1 日本初の定額・会員制コンサルティングサービス

- 災害時の行動力強化を目的に、より実効性の高い取り組みを目指す

2 ダッシュボード活用でマネジメントサイクルを効率化
- 脆弱性診断の集計結果やBCP対策の実施状況を可視化

3 アプリで各フェーズの進捗状況をワンストップ管理

- 課題の見える化・評価/行動計画策定・見直し/訓練の各フェーズを一元管理
- リアルタイムかつセキュアな情報共有が可能に

顧客価値

For
契約企業

- BCPのマネジメントサイクルをデジタルの活用で効率化
- パートナーコンサルタントが持続的な改善活動をサポート
- 継続的かつ実効性の高いBCP対策を実施可能に

https://about.andresilience.com/


04 2022年一部サービス開始ロジスティクスDX

最先端技術を実装した高機能物流施設の確立へ
物流業界で大きな課題となっている人手不足の解消や、2024年の法改正によるドライバーの働き方改革へ対応

MFLP座間※（2023年9月竣工予定）

MFLP初のトラックの搬出入管理システムを標準設置
- トラックの搬出入管理システムを標準設置し、入出庫時間を

施設側とドライバーの双方が共通認識できるよう“見える化”

- 搬出入の効率化・庫内作業効率化に寄与する様々なデジタル

ソリューションをテナント要望に応じて提供予定

- 床開口・竪穴区画も可能な設計により、テナントの自動化・

機械化対応をサポート

顧客価値

For テナント企業
- 搬出入や庫内業務の効率化により生産性向上、

人手不足の解消に寄与

For 従業者
- 施設サービスの利用により満足度向上
- 施設管理の効率向上により、ドライバーの

待機時間を削減

MFLP市川塩浜Ⅱ（2022年3月竣工）

施設管理の質・効率向上 / 従業員サービス向上
- 施設で働く従業員専用のポータルサイトを開設し、

昼食時のお弁当やフィットネスジムを予約できる

システムを構築

- 顔認証による非接触エントランスを導入

ポータルサイト

MFLP座間 イメージ図
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※MFLP：三井不動産ロジスティクスパークの略称



05 サービス提供中ららぽーとDX（ららぽーと福岡）

各ららぽーと施設で取り組んできた各種DX施策を、 2022年の開業時よりららぽーと福岡にてまとめて実施
DXを軸とした次世代型商業施設の実現を目指し、各種施策を展開

顧客価値

For 利用者
- スマホ1つでスマートかつスムーズにお買い物が可能
- 来館前の商品情報の確認

For 施設
テナント

- 店頭在庫をECサイトでも販売可能となり、店舗売上向上
- 将来的な店舗スタッフの省力化・省人化

プロジェクトのポイント

1 スマートなお買い物体験

- 「アプリde支払い」でキャッシュレス決済と
ポイント付与がワンタイムで可能に

- 「スマホde注文」でフードコートの店舗に
並ばず席で注文・支払

- 車番登録によるチケットレスシステム

2 リアル店舗とECモールのオムニチャネル

- 「&mall」とリアル施設のオムニチャネル化を推進
- 「&mall」購入商品の受け取りや試着サービスを受けられる拠点

「&mall DESK」の設置
- RFIDタグを活用した店舗在庫の

自動読み取りおよび
「&mall」への連携

アプリde支払い画面 画面

16



06 東京ドームDX

デジタルを活用し、スポーツ / エンターテインメントのさらなる進化へ

2022年リニューアル

顧客価値

For 利用者
- デジタル化により新しい観戦体験が可能に
- 施設利用の利便性向上

For 東京ドーム社 - 施設のスマート化により従業員の業務効率化

プロジェクトのポイント

1 デジタル化による観戦体験のアップデート
- 国内最大級のメインビジョン新設
- スタジアム内モバイルオーダーの実装
- サイネージによる一体感ある演出

2 施設利用のスマート化
- 電子チケット（QRコード）
- スタジアムチケットレス入場（顔認証・交通系IC）
- スタジアム完全キャッシュレス化（顔認証含む）
- ロボットガイドツアー/スマートモビリティ導入＜一部実験＞
- XR体験＜一部実験＞

チケットレス入場（顔認証）

AIキャッシュレス決済端末
「stera mobile（ステラモバイル）」

メインビジョン（提供：読売新聞社）

17



07 サービス提供中ガーデンホテルDX

よりゲストとのコミュニケーションを重視「記憶に残る」サービスを提供
スマートでストレスフリーなホテルステイへ

18
※ MGH：三井ガーデンホテルの略称

プロジェクトのポイント

1 専用アプリ「MGH Rewards Club」※

- 16万ダウンロード達成（2022年9月時点）

- 三井のすまいLOOP会員、三井ショッピングパークポイント会員の
ロイヤルティプログラムとの連携機能を付加

3 メルマガ経由の予約拡大に向けた販促強化

- ユーザーの特性に応じたメルマガの出し分けを行うため、
メルマガ配信ツールを導入

2 データ分析に基づくサイトリニューアル

- 公式サイトのリニューアルを実施
- 既存ウェブサイトのデータ分析に基づき、デザインを決定
- PV数の伸張、離脱率の改善を実現

顧客価値

For お客様
- 施設のスマート化でより快適にご滞在
- 特典メニューの充実

For ホテル
マネジメント社

- 定型業務を省力化し、ホスピタリティ向上
- リピーターの獲得/直販比率向上

アプリ内横断ロイヤルティプログラム画面アプリ ホーム画面



柏の葉データプラットフォーム08 2020年サービス開始

柏の葉の街の特性を活かし、ヘルスケアサービス開発のエコシステムを構築
国立がん研究センター東病院敷地内に立地する、がん治療を支えるホテル「三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド」でのサービス提供を開始

顧客価値

For 患者さん
- データ連携により、ホテル滞在中に適切な

サービスを受けられる
- 各種ヘルスケアサービスを優遇的に利用可能

プロジェクトのポイント

1 国立がん研究センター東病院敷地内の
「三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド」との連携

柏の葉スマートシティ 公式HP ：https://www.kashiwanoha-smartcity.com/
スマートライフパス柏の葉 ポータルサイト：https://www.dataplatform-portal.jp/

- 患者さん本人の同意のもと、国立がん研究センター東病院での
診療状況・生活留意事項をホテル等でも共有

- 滞在するがん患者さん向けにセンシングデバイスを貸与
- 患者さん本人同意のもと、バイタルデータ管理サービスや

食事管理サービスを提供

19

https://www.kashiwanoha-smartcity.com/
https://www.dataplatform-portal.jp/


09 2022年サービス開始三井ホーム社 web商品（Select Order）

プロジェクトのポイント

1 web限定商品をオンラインで販売
- サイト上で間取り、設備・内装カラー等を選択
- リモート打ち合わせなどWEB活用で効率化、コスト削減分を

建物価格に反映

2 VRモデルハウス体験

- WEB中心の購入検討にリアル感を付加する機能として導入
- WEB上で簡単にモデルハウス見学を体験可能

顧客価値

For お客様

- いつでも気軽にシミュレーション可能、
効率的に商品検討

- 現地に行かずとも、オンライン上で
住むイメージを明確化できる

For 三井ホーム社
- 顧客層の拡大、営業担当の業務効率化
- 顧客反応分析による商品の魅力強化
- 住宅展示場に係る出展コストの削減

Select Order公式HP：https://webproduct.mitsuihome.co.jp/

外観のシミュレーション画面

WEBを駆使した完全規格型商品。手軽かつ効率的に購入を検討でき、その効率化を価格に反映

3 メタバースモデルハウス見学
- メタバース空間で営業担当とリアルタイムでコミュニケーション可能
- お客様同士でもコミュニケーション可能なため、遠方にお住まいの

ご家族とも一緒に見学できる

VRモデルハウス

メタバースモデルハウス見学

20

https://webproduct.mitsuihome.co.jp/


10 サービス実証中

目的地と移動手段をセットで提供する不動産MaaS※を実証中、商業施設開業時の渋滞緩和策としても活用
LINEを利用して東京・日本橋エリアの移動をシェアによりお得でスムーズにする「&MOVE日本橋」の試験運行を開始

※MaaS（Mobility as a Service）：複数の移動手段を組み合わせて提供し、便利で効率的な利用を実現するシステム

21

顧客価値

プロジェクトのポイント

1 ららぽーと福岡開業時の渋滞緩和策

- 自家用車から路線バスへの来館手段切替
促進施策として、&MOVEの公式LINEア
カウントから無料バスチケットを発行

- 開業～GW間に公式LINEで約1.5万枚の
オンライン乗車券を発券、自家用車での
来訪予定者をバスに誘導

For
利用者

- 交通利便性の向上

- LINEから簡単・便利に施設周辺の
情報取得やサービス利用が可能

For
地域の皆さん - 施設周辺道路の渋滞緩和

For
当社

- 交通利便性・回遊性向上による
エリアの価値向上

- 施設周辺道路の渋滞緩和による
近隣との共存

オンラインチケット

2 シェアードシャトルの展開(NearMeとの共同プロジェクト)

- 日本橋エリアの12のスポットでシェアードシャトルに乗車可能

- AI活用で効率的かつスムーズな最適ルートで乗車マッチングを実施

- &MOVEの公式LINEアカウントから
乗降車スポット・人数を入力する
だけで利用可能

シェアードシャトル



新サービスの企画・提供

11 2020年 CVC2号組成テック系ベンチャー企業との共創

本業の強化と事業領域の拡大を目指し、テック系ベンチャー企業と各事業部での協業を推進中
DXを31VENTURES※の共創重点テーマの1つに位置づけ、テック系企業との協業も強化

社内の業務効率化

スタッフ支援サービス

- 2020年 CVCより出資
- ショップスタッフ向けに働きやすい環境と

コミュニティ創出を実現するアプリ
「Staff Circle」を40以上の商業施設で展開

マニュアル作成・共有システム

- 2021年 グロースより出資
- クラウド型マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」を

グループ4社で利用中

商業 ホテル

ビル すまい

D2Cブランドのトータルサービス支援

地域のコミュニティアプリ

- 2022年 グロースより出資
- ECプラットフォーム「ecforce」の提供やD2Cブランドのトー

タルサービス支援事業（リアル店舗を含む）
- 2022年4月にMIYASHITA PARKにてOMOソリューションを活用

した初回のポップアップを実施

商業

日本橋

- 2019年にデジタルとリアルの融合により日本橋で働く人を中心と
したコミュニティ形成を促進する協働プロジェクト
「日本橋コミュニティ・エコシステム」を開始

- 「PIAZZA」アプリとコミュニティ
スペース「Flatto」を活用し、
デジタルとリアル両面から日本橋の
コミュニティ・エコシステムを構築

ホテル ロジ

アプリ画面

マニュアル画面

22

※31VETURES：三井不動産のベンチャー共創事業。ファンドやスタートアップ向けオフィスの運営などでスタートアップとの共創による新産業の創造を推進。
公式HP：https://www.31ventures.jp/

https://www.31ventures.jp/


働 き 方 改 革

2
お客様と社内プロセススマート化へ

ワークスタイル改革

決裁・会計システム

さらなる生産性向上

01

02

03

23



01
ビーコンやスマートフォンを利用して、オフィス内の位置情報やオフィスの利用状況を手軽に可視化
ワークスタイルの課題把握や効果測定に活用し、よりよいワークスタイルの実現へ

※ビーキャップ社のサービスを利用

ワークスタイル改革

24

モバイルPC/Wi-Fi整備
カメラ付きモバイルPC

配布率100%

ワークスタイリング活用 社員の位置情報の可視化/分析※

データを用いて、よりよい
ワークスタイルの在り方を継続探求中

社内での取り組みを活かし

ワークスタイル改革の

コンサルティングへ進化

2014年

移転準備のため
本社を2か所に分散

2017年

シェアオフィス
事業開始

2019年

新本社移転
決裁・会計システム刷新

ペーパーレス
印鑑レス

リモート会議設備
標準装備

常駐IT
サポートデスク

「.com & com」設置

顔認証
セキュリティ

2020年の緊急事態宣言下での
在宅率9割超に貢献

(その後段階的に出社率を高めている)



02
ERP※1のフルクラウド化と業務改革を実現
従来独立していた受発注システムと会計システムを統合し、約35％の業務効率化を実現

決裁・会計システム

25

※1 ERP(Enterprise Resource Planning)：会計、プロジェクト管理など、ビジネス活動の管理に使用する基幹系情報システムのこと
※2 新オフィス移転による効果を含む。現在は出社率を上昇中

プロジェクトの価値

For当社 - データ連携によって複数システムでの多重入力が不要に

プロジェクトのポイント

当社グループ会社への展開・グループ間のシステム共通化を実施中

- ペーパーレス化、モバイル化、印鑑レス化を実現

Before 決裁ワークフロー
Notes

会計
TASC-R

経費精算
手入力

After 会計
SAP

経費精算
Concur

システム連携なし

決裁
ワークフロー

intra-mart
会計フロント

intra-mart

システム連携

受発注会計業務

約35%削減

新型コロナ緊急事態宣言下で
リモートワーク率

90%以上を実現※2

2019年稼働



03
働き方改革の一層の推進のため、 RPA ※1 、ローコードツールを活用

さらなる生産性向上

26

※1 RPA(Robotics Process Automation)：パソコン業務をソフトウェアによる自動的な操作によって代替し、自動化・省力化すること
※2 MVP(Minimum Viable Product) ：必要最低限の機能を備えたプロダクト。それをユーザーに提供し得られたフィードバックをもとに改善を繰り返す、MVP検証に利用

RPA

PC作業の自動化により、業務効率化を実現

- 定型業務や事務作業の自動化を推進中

- 集計作業、資料作成、リスト整理等に活用

ローコードツール

身近な業務効率化・サービスのMVP※2検証に活用

- 日常業務を効率化するアプリを一般社員が作成し、生産性向上

- 一部部門で身近な業務改善に活用中

- 検証用に簡易なアプリをローコードを用いて作成し、被験者にサービスを体験してもらう
MVP検証にも活用中

RPAの活用実績
(2020~2022年度の累計)

導入部門 11 部門

稼働本数 171 本

累計削減時間 19,365 時間

RPA

画面操作

データ
ダウンロード

データ加工メール操作

ネット検索



推 進 基 盤

3
サイバーセキュリティ対策の概要

サイバーセキュリティの取り組み

データ活用の取り組み

DxU（全社DX研修）

01

02

03

04

27



01
サイバーセキュリティ対策は経営上の最重要課題と認識し、以下重点方針で推進中

重点方針 主な対策

❶ 基本的対策の徹底
ほとんどの事故原因は「基本的対策の漏れ」

脆弱性検知の自動化、セキュリティアラート
WEBサイト・スマホアプリ脆弱性診断
セキュリティ点検
定期メール訓練

❷ 侵入がありうる前提での検知力/即応力強化
ネットワーク監視
PC・サーバー振る舞い検知
侵入対応訓練

❸ 可視化・モニタリング 月次セキュリティレポート
偽サイト、偽SNSアカウント、ダークウェブ監視

❹ 建物のセキュリティ 制御系セキュリティ点検

❺ グループセキュリティシステムの総合進化 全セキュリティインシデントの記録・可視化
クラウド利用とゼロトラスト※を前提にした新たなネットワーク構築

サイバーセキュリティ対策の概要

28

※ゼロトラスト：すべての通信を信頼しないことを前提に対策を講じるセキュリティの考え方。



02 サイバーセキュリティの取り組み

グループすべての事業領域でデジタル活用が進むなか、サイバーセキュリティ対策は重要な経営課題
「ゼロトラスト」の考えのもと、グループ全体のセキュリティガバナンスを強化するため「セキュリティ将来像」を掲げ各施策を推進中

制御システム※のセキュリティ点検サイバーセキュリティの日

- 基本的な対策・チェック・訓練の重要性を再認識する機会として、毎
年イベントを実施

- 実例に基づいた攻撃シナリオに沿って、制限時間内にサイバー攻撃の
検知・分析・遮断・駆除の実施、組織への報告までを実施するインシ
デント対応訓練を実施

- グループ各社のセキュリティ担当者が改めて自社の点検を実施する、
セキュリティ実態確認訓練を実施

グループ全体のセキュリティ強化を目的として設定 2019年より当社物件の制御システムの点検も実施

29

※制御システム：他の機器やシステムを管理し制御するための機器、あるいは機器群のこと

ITV
カメラ

入退室
管理

中央
監視

空調
制御

電力
制御

エレベーター

- エレベータや空調制御といった建物の制御システムに対して点検を実施
- 各拠点での自主点検に加えて外部ベンダーによる第三者チェックを実施

し、点検の精度向上



03 データ活用の取り組み
事業部門(ビジネス人材)とDX本部(デジタル人材)の共創によりDX案件を推進する
それぞれの知見を活かし、広げ、相互に補完するためのプログラムを継続的に実施

30

19事業部門 52名、DX本部 31名 参加

&Marketing（外部有識者伴走グロースハック 1年目）データブートキャンプ （データ活用実践型プログラム 3年目）

DX本部と各事業部・グループ会社の混成チームで、
データ活用のプロジェクトを推進

マーケティング施策策定・実行からナレッジの展開までを
DX本部が支援し、当社グループのマーケティング力を強化

※1 MA(Marketing Automation)：マーケティング業務の自動化。顧客の動向や趣向をリアルタイムで把握、適切な商品情報の提供などを自動的に行ったりすること
※2 BI(Business Intelligence)：企業の情報システムなどで蓄積される膨大な業務データを、利用者が自らの必要に応じて分析・加工し、業務や経営の意思決定に活用する手法

4月 6月

活動計画発表企画検討 最終報告

1月

実証実験

約10か月間の企画・検証を行い、実ビジネスへの適用まで実施

販促(MA※1) 予測等高度分析 新サービス企画 ダッシュボードBI※2

3年間累計 DX本部マーケティング･チーム

&Marketing 社外有識者も
伴走

❷深堀

❸横展開

各事業部門やグループ会社へ提案

❶QuickWin



04 DxU（全社DX研修）

デジタル×ユーザー志向で不動産のミライをつくる
全社的なDXの知識・スキルの底上げと、DX成功の両輪である ｢すぐれた企画｣ ＋｢デジタル実装力」を身に着けた人材の育成を目指す

研修
ステップ

研修
コンテンツ

STEP 2
トレーニー

（DX必須知識）

STEP 1
ビギナー

(マインド・リテラシー)

22年度末までに
総合職・技術職全員修了

22年度末までに
総合職300名程度修了

21年度末までに
総合職・技術職全員修了済み

25年度末までに
総合職100名程度修了

STEP 3
アソシエイト

（DX基礎/応用知識）

STEP 4
スペシャリスト
（DX実践スキル）

顧客志向

デジタル
技術理解

デジタルを活用し、
リアルの価値を究極まで高める

徹底したユーザー目線での価値提供へ

DXの重要性理解DX概論

プロセス
効率化

データ活用

プロジェクト
管理・運用

生産性向上と価値創出の両立のための業務改革

顧客や業務データの活用により価値創出

サービス実装やシステム開発の成功率向上

重点研修
ポイント

独自研修、DX白書 E-Learning、独自研修
ワークショップ

ビジネススクール
大学機関派遣等

研修ロードマップ

人材要件 当社DXの意義・目的を
理解している人材

当社社員として
持ち合わせるべき
DXの必須知識を

理解している人材

ゴール
DXマスター

人材

担当領域の
DX案件を推進・

リードできる人材

OJT

31

担当領域に特化した
DX関連の専門知識を

理解している人材

担当領域におけるDX案件に
必要なDXスキル・知識を、

実体験を通じて
理解している人材
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