
お気軽にお問い合わせください。専門スタッフがすぐにお伺いします。

03-3229 -0101（営業時間 10 : 00～19 :00 ／ 定休日  水曜日･日曜日） http://www.marui-faci l i t ies.co. jp
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マルイファシリティーズは、マルイグループの一員
として、安全・安心の総合ビルマネジメントサービス
をご提供いたします。

マルイグループの事業領域と当社のポジショニング

マルイグループネットワーク

マルイファシリティーズは、小売の丸井を長年にわたり支えてきたマルイグループの一翼を担う会社です。
「小売業」発の独自のノウハウで、お客さま視点での実効性の高いソリューションを提供いたします。

マルイグループ 「小売業」発の独自ノウハウ お客さま視点での
実効性の高いソリューション

不動産賃貸事業

( 株 ) マルイホームサービス

ファッション物流事業

( 株 )ムービング

カード事業

( 株 ) エポスカード

小売事業

( 株 ) 丸井

( 株 )マルイファシリティーズ

マルイグループネットワーク

総合ビルマネジメント事業

発行
管理

CRM
教育 安全

安心
販促
宣伝

リー
シング

設計
デザイン

施工

BM PM VMD

SPA専門店

ニーズマーケティング

プランニング

MD・販売

カード

システム・物流

Web通販

店舗運営

情報システム事業

( 株 )エムアンドシーシステム

店装・広告・商業施設事業

( 株 )エイムクリエイツ
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※小売業のグループ会社ならではの様々な分野のプロ集団が、お客さまの課題解決をサポートします。

マルイファシリティーズの事業イメージ

総合ビルマネジメントサービス

私たちは、マルイグループで培われた接客力や積み重ねてきた
さまざまな事例をもって、お客さまの立場に立った質の高い
総合ビルマネジメントサービスをご提供いたします。

マルイグループの店舗を中心に、数多くの商業施設・再開発物件を維持管理している私たちには
そこで培ってきた総合的なビル管理ノウハウがあり、クオリティの高いサービスを提供いたします。

1 商業施設のビル管理業務を知りつくしたプロフェッショナル集団です

「いつもお客さまの立場に立って考え、お役に立つ」という“おもてなし”の精神がスタッフ全員に浸透しており、
それを実践するため日々進化を続けています。

お客さまのお役に立つという"おもてなし"の精神を大切にしています

ローコスト化・省エネ施策の提案をいたします
丸井の店舗管理では「安全性を保ちながら、いかにコストを下げられるか？」
「効率的な設備運転がどれだけ推進できるか？」を、毎日真剣に考え、具現化しています。
この取組み・ノウハウがお客さまの課題解決のお役に立ちます。

2

3
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BMコンサル
ティング
ローコスト化
省エネ施策

フードコートホール
オペレーション

設備

警備

清掃

駐車場・
駐輪場管理

消耗品販売・
レンタルサービス

事務管理サポート
安全管理指導 
接客・教育

救命・サービス介助
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豊富な経験と、お客さまの視点に立った確かなスキルで、
清潔で快適な空間をご提供します。

お客さま目線の
仕上げ清掃

マルイファシリティーズの清掃業務は、お客さまの目線を一番に考えています。
お客さまがどこに視線をやり、どのように使われるのか、その場がいつも気持ち
良い空間となるように仕上げをしています。
また、明るい笑顔の挨拶の応対や、施設全体のご案内もできるよう、接客力を高
めています。 

効率的な
仕様提案

現場の状況に応じたご提案
施設の利用頻度（汚れ具合）に応じた清掃や、汚れをつきにくくするコーティング
清掃など、効率的な仕様をご提案させていただきます。 

お客さまがどう感じるかが大切

研究・
改善提案

事故情報を事業所間で共有化し、事故や危機を未然に防ぎます。また、
建材・清掃用具・ケミカルなどを常に研究し、業務改善とご提案を行っています。

常に業務の進化を考える

＜清掃の種類＞

・床掃き、トイレ・エスカレーター
・入口扉
・建物外周などの清掃、ごみ処理

・床面・カーペット洗浄
・ガラス清掃
・照明器具清掃
・空調フィルター清掃
・厨房グリストラップ洗浄

日常清掃 定期清掃 特別清掃
・コ－ティング清掃
・研磨清掃
・外壁清掃

害虫駆除

害虫の発生状況にあわせた経済的な管理手法をご提案します。

植栽管理

建物内外の植栽管理、屋上緑化の計画・施工・管理までのマネジメントを行い、
潤いのある環境づくりをお手伝いします。

また、飲食テナントビルでは害虫駆除の点検と同時に、厨房の清掃状況をビジュアルで報告し、
問題点の改善を提案し実行します。
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コラム

私たちは、来店されるお客さまが施設の状況をどう感じていらっしゃるのかを重要視します。
ですから日ごろから、清掃の仕上げは「最後にお客さまの目線で確認すること」を実行しています。
たとえば、トイレ清掃は一度便座に座って、そこからの目線で清掃の状態を確認をします。
またエスカレーター清掃は、最後に動かして実際に乗ってみて、仕上げをします。
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笑顔あふれる
客席空間

フードコートホールオペレーションとは、清掃の延長ではなく、
快適で笑顔あふれる客席空間をご提供する業務です。
クリーンネスに加え、施設全体のご案内まで含めた接客力をもつ
スタッフが、フードコートホールにいらっしゃるお客さまのための
“くつろぎの場”をつくります。
また、消火設備やAEDの確認なども行い、まさかのときに備えた
環境づくりも推進します。

快適な空間をお客さまへ

資格をもった本社女性スタッフが、定期的な巡回・スタッフ教育を実施。
マルイグループの接客ノウハウを活かし、現場力を進化させます。

現場力を高める運営管理体制
マルイグループの
接客ノウハウ

施設ごとの地域特性を研究し、お客さまの層に合わせた運営体制をご提案。
また、繁閑に応じた人員シフトなど、効率的できめ細かいフードコート
運営管理を実行します。

最適なオペレーションをご提供
効率的な

オペレーション

主な業務内容

日常業務 事故・お客さま対応

有事対応 業務改善提案

・笑顔のご案内業務
・客席清掃／整理
・食器／トレー／ゴミの回収
・紙コップ／ナプキンの発注／補充

・転倒
・嘔吐（ノロウィルス消毒処理）

・消防設備の確認
・ＡＥＤの確認

・客席レイアウト改善

お食事の場が清潔であることはもちろんのこと
お客さまにおくつろぎいただく空間づくりを考えます。
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コラム

フードコートホールオペレーションは、接客業です。ですから、笑顔を絶やさずに、声を出して
キビキビと動いて、お客さまとも積極的に会話をさせていただく、そんなことを大切にしています。
私たちは、そうしたことから「活気のある客席空間」が生まれてくると信じています。
そして、それを徹底して、また継続して行えるのも、小売業のマルイでの接客ノウハウがあるからです。
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マルイグループを中心とした豊富な設備保守・管理
ノウハウで、ご来館いただいたお客さまに、安全で
快適な空間をご提供します。

正確・安全
日常巡視点検や法令で定められた定期点検・整備、また、
監視システムによる制御・監視・異常対応のほか、
建築設備診断による予防保全など、これらを
有機的に結びつけ、正確で安全性の高い設備環境を提供
しています。

効率的な
設備運転

季節や天候、施設の混雑状況などに合わせて
きめ細かく対応することで、その施設にあった
効率的な設備運転を推進します。

三位一体の
有事対応力

設備スタッフだけでなく、警備・清掃スタッフとも連携をとり、
地震・火事・停電・風水害等に対する有事対応訓練を日常的に実施。
総合力で安全を守ります。

安全性の高い保守・管理

省エネ推進

設備・警備・清掃が一体となった有事対応力

※マルイグループ実績　：　エネルギー使用を11～13年度3年間で▲11.6％削減

＜主な取組内容＞
照明設備 空調・給排気設備

熱源設備 その他

・店内照明
・屋外電飾設備の点灯時間の調整

・温度、運転時間の調整

・熱源機器の運転時間短縮 ・ＬＥＤ照明
・インバーター機器の導入
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コラム

私たちは、来店されるお客さまが施設の状況をどう感じていらっしゃるのかを重視します。
日々の運転状況は監視システムに加え、設備員による五感を使って細心の注意を払って管理します。
また、館内ではお客さまを最優先、たとえば、脚立の持ち方も一工夫しており、店内ではお客さまに触れる
ことが無いよう、必ず垂直に立て脚立が通路の端にくるよう持ち運んでいます。
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  人と機械による安心で効率的な
警備業務をご提供します。

主な業務内容

商業施設・オフィスビルを中心とした、
複合用途施設に必要な安全管理運営ノウハウをご提供いたします。

受付・ご案内業務

施設開閉館業務
荷捌き対応業務

出入管理業務

機器監視業務
不審者警戒業務

トータルセキュリティプランニング

防犯カメラ・防犯機器設置 防犯機器リース提案
緊急対応駆付け

駐車場内・外誘導業務 作業・工事車両誘導

お客さまへの施設案内

お買物催事

イベント・展示会

施設警備業務 すべてはお客さまのために。
質の高い警備レベルでサポート 機械警備 建物の安全性強化・トータル

セキュリティコストの効率化

交通誘導・駐車場誘導 イベント対応警備長期だけでなく、
短期対応も可能

お客さまの誘導・ご案内、
防火・防犯、安全運営

B－TOPS機械警備監視システム「BーTOP」の導入により効率化を図りつつ、
高い安全性を実現しています。
人と機械による万全な警備体制で施設の安全を管理してまいります。

快適にすごして
いただく警備

接客対応力

快適にすごして
いただく警備

接客対応力

万全な体制で安全な環境を提供することはもちろんのこと、
ご来館いただいたお客さまに施設をより快適にご利用いただける警備
を目指しています。
丸井をはじめとした大型商業施設・複合施設で培った"接客対応力"
を活かし、さらに質の高い警備業務を実施します。

接客対応力のある警備

B－TOPS

防災センター業務 巡回・検索業務 出入管理システム 防災・設備機器遠隔監視

- 6 -

コラム

お客さまをお迎えする“待機”の姿勢では、一般的に手を後ろに組んで立つことが多いものです。
でも、マルイファシリティーズの警備担当者は「両手は前に左手を上にして組む」ことを徹底しています。
なぜなら、制服を着た警備担当者が後ろに手を組んだ姿勢は、商業施設にいらっしゃるお客さまに
“威圧感”を与えてしまうから。私たちは接客の心を持ち、より安心で快適に施設を
ご利用いただけるように努めています。
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車両案内に限らず、料金回収やトラブル対応、売上金や利用状況の
定期報告も含めた総合的な運営・管理で、駐車場・駐輪場の
安全利用をサポートします。

駐車場管理運営コンサルティング
各種商業施設で培った効率的な駐車場の管理運営を
提案し、安全・安心とコスト削減の両面でサポートします。

機械式駐輪場の設置により、増加する違法駐輪への対
策と歩行者の安全及び美観の改善・向上をはかります。

有人駐車場
モニター監視・ご案内・誘導等の駐車場業務について、
小売業で培った 「接客対応力」「有事対応力」を活かし
た質の高い管理運営を実施します。

時間貸し駐車場
開発中の土地の短期駐車場利用や遊休地の駐車場利
用などのニーズにお応えします。

駐車場管理 機械式駐輪場管理

- 7 -
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建物・施設のローコスト化や省エネ施策等のさまざまな
ご相談に対して、専門スタッフが具体的な事例でお応えします。
丸井の店舗での成功・失敗事例が、必ずお役に立ちます。

お客さまの課題 専門スタッフがすぐにご相談に
お伺いします

お気軽にお電話ください 迅速なお見積り

「ビル管理のコストを見直したい」、
「省エネを推進したい」等

お客さまのコストに合わせた
効率的な管理手法の
ご提案

建物・施設の省エネ診断、および省エネ施策の提案建物・施設管理全般のローコスト化の提案

LED照明導入の提案・施工

駐輪機器の提案・施工 電気主任技術者・ビル管理士・冷凍機械責任者・危険物
取扱主任者・ボイラー技士

資格者管理・届出書類作成・点検報告

BM業務の総合診断 環境・省エネ施策

機械警備の提案資産価値維持の対策・提案

駐車場・駐輪場の提案

屋上有効活用の提案

現状業務の仕様・人員配置の見直し
建物ごとの法令点検に対する適合診断

建物ごとの危険箇所の提案と対策

中長期修繕計画の提案・施工
(建物の現状にあわせた修繕計画)
(省エネが推進できる修繕計画)

綿密な日常点検による予防保全の提案

提携駐車場の開拓・条件交渉

遊休地の有効活用

携帯電話の屋上基地局・屋内アンテナの設置提案

屋上緑化計画・施工

自然エネルギーの活用(太陽光・風力)

インバーター機器の導入提案
屋上・壁面緑化計画・施工

- 8 -

設備関連資格の法令届出書類作成・サポート

消防関連の法令届出書類作成・サポート

防犯カメラ・防犯センサー・出入管理システムによる
セキュリティコストの削減と死角の排除

建物管理の届出業務サポート
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日常事務業務・安全管理教育をはじめ、
接客・教育や救命講習指導まで、
実務経験豊富な専門スタッフがサポートします。

お客さまの課題 専門スタッフがすぐにご相談に
お伺いします

お気軽にお電話ください
迅速なお見積り

「本業でない事務管理が面倒」、
「接客や安全対策などスタッフの
 質を高めたい」等

お客さまのコストに合わせた
効率的な管理手法の
ご提案

総合受付業務 テナントスタッフへの日常の安全指導
消防計画の作成・訓練の実施

防災・防火管理者の選任

テナント売上入金管理、両替サービス

テナントスタッフへの入退店手続き、館内ルール説明

営業管理規則の運用・指導

渉外業務(警察・消防・保健所・近隣)

接客・マナー(挨拶・服装・身だしなみ)の基礎を身
につけるための導入研修

普通救命講習

サービス介助講習
お客さま対応の講習

心臓マッサージの方法やＡＥＤ( 自動体外式除細動器）
の使い方等をインストラクターが指導・講習

ハンディの内容 ( 車イス・視覚・聴覚・高齢 ) に応じ
たサポート方法の体験学習

安全管理指導日常事務業務

接客・教育 救命・サービス介助の指導

- 9 -
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マルイグループで大量に取り扱っているスケールメリットを
活かし、トイレットペーパー等の施設消耗品や文房具等の
事務用品をお安くご提供いたします。

お気軽にお電話ください
迅速なお見積り

お客さまの課題 専門スタッフがすぐにご相談に
お伺いします

お客さまのご要望にあわせた
ローコストな消耗品・
事務用品をご提案

「消耗品はもっと安くできない？」、
「文房具のコストを下げたい」等

衛生用品(トイレットペーパー、感染症対策グッズなど) 文房具(コピー用紙、ペンなど)

事務機器(電卓、バインダーなど)紙コップ・紙ナプキン

清掃備品(洗剤、雑巾クロスなど)

照明ランプ類

観葉樹、門松、クリスマスツリー

給茶機、コーヒーサーバー

玄関マット、雨天用マット

施設消耗品の販売 事務用品の販売

レンタルサービス

- 10 -
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管理実績

千住ミルディス（北千住マルイ/ 北千住駅西口地区第一種市街地再開発事業）

ビナウォーク 3番館（マルイファミリー海老名）

有楽町イトシア（有楽町駅前第 1地区、第一種市街地再開発事業）
竣工年月 　　　  2007 年 10 月 

住所 　　　　　 東京都千代田区有楽町 2-7-1 

延床面積 　　　  75,900㎡ 

階数 　　　　　　地上 21階 地下 4階 

主な施設 　　　  店舗・事務所・駐車場 

管理会社 　　　   三菱地所ビルマネジメント（株）

設備管理・清掃・建築設備定期点検 業務内容

竣工年月 　　　  2004 年 1月 

住所 　　　　　 東京都足立区千住 3-92 他 

延床面積 　　　  109,408㎡

階数 　　　　　 Ⅰ番館：地上 13階 地下 4階　Ⅱ番館：地上 26階 地下 3階 

主な施設
  
       　Ⅰ番館：店舗・行政サービス・劇場・ギャラリー・駐車場

                       　　　Ⅱ番館：店舗・駐車場・駐輪場・クリニック・住宅
　　　　　　　  その他 :ペデストリアンデッキ 

管理会社          　北千住都市開発（株） 

設備管理・警備・駐車場管理・清掃・建築設備定期点検
駅改札業務・フードコートホールオペレーション 

業務内容

竣工年月           　 2002 年 4月 

住所                 　　神奈川県海老名市中央 1-6-1 

延床面積           　 36,074㎡、ランブリングテラス 14,538㎡

階数                 　　地上 7階 地下 1階 

主な施設 　　　　店舗 ・ ランブリングテラス 

設備管理・警備・清掃・建築設備定期点検
フードコートホールオペレーション 業務内容

NOCTY（マルイファミリー溝口 /溝の口駅北口地区第一種市街地再開発事業）
竣工年月           　 1997 年 9月 

住所                 　　神奈川県川崎市高津区溝口 1-3-1 他 

延床面積          　再開発ビル 103,606㎡、その他 8,347㎡

階数                 　　NOCTY1：地上 10 階 地下 2階　NOCTY2：地上 13 階 地下 2階 

 

管理会社           　みぞのくち新都市（株）
 

設備管理・警備・駐車場管理・駐輪場管理・清掃
建築設備定期点検・フードコートホールオペレーション 

業務内容

丸井グループ
・丸井各店およびモディ各店

官公庁関係
・川崎市高津市民館
・鴻巣市鴻巣駅東口第2駐車場

民間企業
・ウィラ大井
・エルミこうのすアネックス
・Echika池袋
・カップヌードルミュージアム
・インスタントラーメン発明記念館

大型再開発ビル管理実績

その他の主な受託施設
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NOCTY1：店舗・行政サービス・銀行・事務所・機械式駐車場
NOCTY2：店舗・市民館・自走式駐車場・駐輪場・銀行主な施設
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管理実績

・ららぽーと
（豊洲・柏の葉・新三郷・富士見・海老名・立川立飛・湘南平塚・
　名古屋みなとアクルス・EXPOCITY）
・三井アウトレットパーク（北陸小矢部・滋賀竜王）
・ダイバーシティ東京プラザ
・伊勢丹府中店
・ラゾーナ川崎 ※2018年12月現在

フードコートホールオペレーション管理実績  

＜その他受託施設＞
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千住ミルディス　フードコート
オープン　　　  2004 年 1月 27 日 

住所 　　　　　 東京都足立区千住 3-92 

席数　　　 

 

　　約 400 席 

テナント数　　  12 店舗

運営会社 　　　 北千住都市開発株式会社 

テラスモール湘南　潮風キッチン
オープン　　　  2011 年 11 月 11 日 

住所 　　　　　 神奈川県藤沢市辻堂神台 1-3-1 

席数　　　 
 
　　約 800 席 

テナント数　　   9 店舗

運営会社 　　　 住商アーバン開発株式会社 

東京スカイツリータウン　ソラマチタベテラス
オープン　　　  2012 年 5月 22 日 

住所 　　　　　 東京都墨田区押上 2-18-12 

席数　　　  　　約 500 席 

テナント数　　  10 店舗

運営会社 　　　 東武タウンソラマチ株式会社 

・スマーク伊勢崎
・つくばクレオスクエア

・ビナウォーク（海老名）
・ノクティプラザ（溝口）

・コクーンシティコクーン２（さいたま新都心）

・モレラ岐阜

・MARK IS 静岡
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・MOMOテラス（京都）
・くずはモール
・阪急西宮ガーデンズ
・阪急三番街
・エビスタ西宮

・プレミアム・アウトレット（酒々井・佐野・あみ・りんくう）

・羽田アッパーデッキトーキョー



会社概要

社名 株式会社マルイファシリティーズ MARUI FACILITIES Co.,Ltd.

本社所在地 東京都中野区中野3丁目34番28号

会社設立 1987年7月1日

資本金 1億円

取締役社長 小暮 芳明

株主 株式会社丸井グループ

主な事業登録

事業内容

主なお取引先

株式会社丸井およびグループ各社

足立区
日清食品ホールディングス株式会社
小田急電鉄株式会社
日本コパック株式会社
片倉工業株式会社
日本赤十字社　関東甲信越ブロック血液センター
川崎市
野村不動産パートナーズ株式会社
公益法人安藤スポーツ・食文化振興財団
株式会社マタハリー
鴻巣市
三井不動産ファシリティーズ株式会社

ザ・パック株式会社
三菱地所・サイモン株式会社
住商アーバン開発株式会社
三菱地所プロパティマネジメント株式会社
株式会社西武プロパティーズ
株式会社大創産業
株式会社 ヤマタネ
株式会社東京プロパティサービス
ヤマトホームコンビニエンス株式会社
東武タウンソラマチ株式会社
株式会社四谷大塚

建築物清掃業（東京都63清第233号）
建築物空気環境測定業（東京都63空 14第 2号）
建築物飲料水貯水槽清掃業（東京都63貯第907号）
警備業（東京都公安委員会認定番号第30001197号）

業種 総合ビルマネジメント業

従業員数　                       384名(2018年3月末現在、臨時従業員は含めておりません)

取引銀行 三菱UFJ銀行

売上高 99億円(2017年度)

決算 3月31日

清掃業務
フードコートホールオペレーション
設備保守・管理
警備業務
駐車場・駐輪場管理
ＢＭコンサルティング
事務管理サポート
消耗品販売・レンタルサービス

（2018年5月現在）
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特定建設業許可（東京都知事許可（特26）第141701号）
　電気工事業、管工事業
特定建設業許可（東京都知事許可（特30）第141701号）
　建築工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、ガラス工事業、
　塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、解体工事業
一般建設業許可（東京都知事許可（般26）第141701号）
　消防施設工事業
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会社所在地

本社所在地

東京都中野区中野 3丁目 34 番 28 号 丸井グループ南口別館

交通アクセスのご案内

JR・東京メトロ東西線 中野駅より徒歩 2分 
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