
野村不動産グループは、少子高齢化やグローバル化、個人の価値観・ライフスタイル
の多様化を重要な社会課題と認識しています。ステークホルダーとのコミュニケーショ
ンを通じて、さまざまな人がその属性にかかわらず、健康で快適な生活を送ることが
できるよう商品・サービスを提供します。このことにより、多様性を尊重しあう、健
やかで活力ある社会の実現に貢献します。

高 齢 化・多 様 性 へ の 対 応 と 健 康 支 援 ............................... 97
顧 客 満 足 と 快 適 性 の 向 上 ............................... 102

重点テーマ 健康・快適
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グループ方針

マネジメント

当社グループは、各部門の役員が責任者となり、高齢化・多様性への対応と健康支援および顧客満足と快適性の向上を進

めています。 

また、野村不動産ホールディングスおよびグループ会社の取締役などで構成される「サステナビリティ委員会」（委員長：

野村不動産ホールディングス代表取締役 兼 グループCEO）にて、関連方針や活動計画を審議し、決定しています。同委

員会では、高齢化・多様性への対応と健康支援および顧客満足と快適性の向上についての目標を毎年設定し、進捗状況の

モニタリングをしています。

健康・快適

野村不動産グループは、少子高齢化やグローバル化、個人の価値観・ライフス

タイルの多様化を重要な社会課題と認識しています。ステークホルダーとの

コミュニケーションを通じて、さまざまな人がその属性にかかわらず、健康で

快適な生活を送ることができるよう商品・サービスを提供します。このこと

により、多様性を尊重しあう、健やかで活力ある社会の実現に貢献します。

考え方・方針

マネジメント

目標・実績

取り組み

高齢化・多様性への対応と健康支援

考え方・方針

マネジメント

目標・実績

取り組み

顧客満足と快適性の向上
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考え方・方針

グループ方針で認識した社会課題解決のため、さまざまな人がその属性にかかわらず、健康で快適に生活でき

る商品・サービスを提供することは、当社グループの重要な責務です。サプライヤーや大学・医療機関・NPO な

どと協働し、高齢化・多様性への対応と健康支援・健康寿命の増進に取り組みます。

マネジメント

目標・実績

目標

当社グループは、高齢化・多様性への対応と健康支援のため、次の2つの目標を掲げています。

目標1.バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 

目標2.健康支援の推進

実績

実績1.バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進

当社グループは、バリアフリー新法などの法令、および「設計基準」「品質マニュアル」を遵守して不動産開発を

行いました。

実績2.健康支援の推進

2018年度 2019年度 2020年度

高齢化・多様性への対応と健康支援

グループ方針（健康・快適）

マネジメント（健康・快適）
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健康寿命の延伸を目指す健康増進型・

賃貸シニアレジデンスの開発実績

（戸）

125 125 382

2018年度 2019年度 2020年度

CASBEEウェルネスオフィス評価認

証取得数
― 4 3

詳しくはESGデータ集（社会）をご覧ください。

取り組み

バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進への取り組み

当社グループは、バリアフリー新法などの法令のみならず、「設計基準」「品質マニュアル」にバリアフリー・ユ

ニバーサルデザインに関する基準を設けており、すべての物件でこれを遵守しています。また、障がいの有無

だけでなく、年齢・身体・言語の違いなどにかかわらず、さまざまな人が快適に利用できる商品・サービスを提供

することを目指し、ユニバーサルデザインを推進しています。

「設計基準」「品質マニュアル」の遵守

「バリアフリー&クオリティ オブ ライフ ガイドブック」の活用

外国人居住者に向けた「入居のしおり」の配布

※

開業日ベース累計※

【ユニバーサルデザイン 7 原則】 

・公平性：誰でも公平に使えること 

・多様性：使い方に自由度があること 

・簡易性：使い方が分かりやすいこと 

・伝達性：必要な情報が伝わりやすいこと 

・安全性：危険がないこと 

・効率性：少ない力で楽に使えること 

・操作性：操作しやすいこと ユニバーサルデザイン事例

当社グループは、明治大学大学院 園田研究室との産学協同研究により

「バリアフリー&クオリティ オブ ライフ ガイドブック」を作成し、分譲

マンションの設計に活用しています。

「バリアフリー&クオリティ オブ ライフガイドブック」

高齢者・車いす利用者に対応した施工例
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健康支援推進への取り組み

当社グループは、高齢化や健康ニーズの高まりに応え、身体機能の維持・向上を促すフィットネス事業や、健康

寿命の延伸を目指す健康増進型・賃貸シニアレジデンス事業を通じて、ステークホルダーの皆さまの健康支援

と健康寿命増進に貢献しています。

健康寿命の延伸を目指す健康増進型・賃貸シニアレジデンス「オウカス」の開発

当社グループは、お客様の健康寿命の延伸と世界一の人生づくりを目的とした、健康増進型・賃貸シニアレジデ

ンス「オウカス」の開発を推進しています。①交通生活利便の高い「立地」、②住まうことが誇らしく、日々の時

間が豊かになる「建物」に加え、③カラダとココロの両方から健康維持・増進を図る「サービス」として、住むだ

けで心身ともに健康になれる仕組みを設けた「オウカス・ウェルネスプログラム 」を提供。入居者の健康寿命

の延伸を通じて、入居者および家族の皆さまが楽しく、安心・安全で過ごせる毎日を支援するとともに、社会課

題の解決（社会保障費の抑制、介護離職者数の低減等）にも取り組みます。なお、2021年10月時点で4棟・502戸

が開業済み、2棟・331戸が開業予定です。

フィットネス事業における健康寿命増進

当社グループは、外国人居住者に向けて、英語・中国

語・韓国語版の「入居のしおり」を配布し、マンション

に住む際のマナーやルールを分かりやすく記載して

います。

中国語版 韓国語版

※1

【オウカス・ウェルネスプログラムの主な要素】 

運動：スポーツクラブ「メガロス」を展開する野村不動産ライフ&ス

ポーツと共同開発した独自の運動プログラム

食事：栄養士管理によるバランスのとれたおいしい食事

コミュニティ：月間50回程 の入居者同士のコミュニティ・イベン

ト活動

医療・福祉：医療・介護の専門知識をもつスタッフのサポート

①

②

③ ※２

④

2019年度のグッドデザイン賞を受賞しました。 ※1

2018～2019年度実績※2

オウカス・ウェルネスプログラム 

（2019年度グッドデザイン賞受賞）
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当社グループは、スポーツクラブ「メガロス」では、シニア世代の健康寿命増進を目的とした以下のような取り

組みを行っています。

取り組み 詳細

「REBORNS　FUN」

「健康で、機能的・肉体的な若さを再生し、そこから新た

なチャレンジができるような基礎体力をつけてもらい、

新しく楽しい人生を謳歌していただきたい」をテーマと

した新プログラム。関節痛予防・メタボリックシンドロ

ーム・免疫・転倒予防・生活習慣病予防・姿勢など、月ご

とに６つのテーマを設定し、テーマに合わせたさまざま

なトレーニングで構成しています。

「Healthy personal」～65 歳からはじめる筋活～

早稲田大学スポーツ科学学術院の金岡恒治教授監修の

もと設計された、総合クラブとしては初となるシニア世

代に特化したパーソナルトレーニングです。

東京都健康長寿医療センターとの連携

シニア世代が運動を通じて健康寿命を増進し、生きがい

をもてる社会を実現するために地方独立行政法人東京

都健康⻑寿医療センターと学術的契約を締結。健康調

査を実施し、コロナ禍における心身の機能や活力の状況

の分析結果を、健康二次被害の予防につなげるサービス

を展開。今後もシニア向け運動プログラムの開発やア

プリと連動した健康管理など、新たなシニア向けサービ

スモデルの構築を試みます。

健康づくりを推進する自治体と包括連携協定を締結

野村不動産ライフ＆スポーツでは、2019年10月に立川市と一体となって、大人を対象とした健康増進や生活習

慣病の発症予防を目指す、立川市が実施する健康づくり事業への連携協定を締結しました。 

市内にある12の自治会とともに、健康セミナーや体力測定会などさまざまなイベントを実施し、地域の健康づ

くり事業に協力していきます。その他、各店舗においても地域と連携した体力測定会などの取り組みを実施し

ています。

「CASBEEウェルネスオフィス評価認証」の取得

REBORNS　FUN Healthy Personal

100

https://www.megalos.co.jp/contents/rebornsfun/
https://www.megalos.co.jp/contents/healthypersonal/


当社グループは、ステークホルダーの皆さまの健康と快適性の維持に貢献にするため、新規展開するオフィス

ビル全件で「CASBEEウェルネスオフィス評価認証」を取得することを方針としています。 

この評価認証制度は2019年に新たに設立されたもので、建物の利用者の健康・快適性の維持、増進を支援する

建物の仕様、性能、取り組みの評価に加え、知的生産性の向上に資する要因や安全・安心に関する性能について

も評価されます。2021年7月末現在で7物件が認証されています。
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考え方・方針

グループ方針で認識した社会課題解決のため、ステークホルダーの皆さまとコミュニケーションをとり、その

ニーズを反映した商品・サービスを提供することは、当社グループの重要な責務です。サプライヤーや大学・医

療機関、NPOなどと協働し、顧客満足と快適性の向上に取り組みます。

マネジメント

目標・実績

目標

当社グループは、顧客満足と快適性の向上のため、次の２つの目標を掲げています。

目標1.顧客満足と快適性向上のためのコミュニケーションの拡充

目標2.快適性の向上

実績

実績1.顧客満足と快適性向上のためのコミュニケーションの拡充

2019年度に各事業会社にて独自に実施したアンケートは、下記の通りです。

住宅部門

・住み心地満足度調査 ・契約後調査 ・引渡後調査

顧客満足と快適性の向上

グループ方針（健康・快適）

マネジメント（健康・快適）
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・アフターサービス調査 ・賃貸マンション入居者調査

都市開発部門

・テナント企業満足度調査 ・フィットネス満足度調査

運営管理部門

・分譲マンション理事会調査

仲介部門

・契約者満足度調査

各事業会社で実施した独自に実施したお客さま満足度調査結果

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

「プラウド」入居後1年目の 

住み心地満足度調査
3.9（36） 3.9（25） 3.8（36） 3.8（31）

住宅契約後調査 ― ― 4.0（27） 4.1（29）

住宅引渡後調査 ― ― 3.8（33） 3.8（34）

賃貸マンション(プラウドフラット) 

ご入居様アンケート
― ― 4.2（41） 4.1（58）

オフィスビル(PMO) 

ご入居様アンケート
― 4.1（24） 4.2（46） 4.3（28）

フィットネス満足度アンケート ― 3.4 3.4 3.4

【参考：外部評価】

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

日本経済新聞社

マンションブランドアンケート
1位 1位 1位 1位

オリコン顧客満足度調査　新築分

譲マンション　首都圏　アフター

フォロー

1位 1位 1位 1位

サンケイリビング新聞社「ウーマ

ンリサーチ」における「女性が選ぶ

フィットネスクラブ利用満足度」

― ― 1位 3位

オリコン顧客満足度調査　不動産

仲介（売却 戸建て）
1位 1位 1位 1位

カッコ内は実施対象者における回答率（％）※

上記結果については、全て5点満点評価に置き換えて開示しています。※

フィットネス満足度調査は、顧客アンケート形式ではない形を取っているため、回答率は示していません。※

※
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「住まいサーフィン」管理会社満足

度調査ランキング
1位 1位 1位 1位

実績2．快適性の向上

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

グッドデザイン賞 受賞件数（件） 8 9 12 10

詳しくはESGデータ集（社会）をご覧ください。

取り組み

「製（製造）・販（販売）・管（管理）」一貫体制

当社グループは、高品質な商品・サービスの提供と顧客満足の向上を目指し、「製（製造）・販（販売）・管（管理）」一

貫体制により、用地取得、建築設計、営業・販売から入居後の管理・アフターサービスなどを一貫して行っていま

す。お客さまの声は、業務改善や商品企画に反映しています。

顧客満足向上のためのコミュニケーション

当社グループは、アンケートやヒアリングを通じて、お客さまとのコミュニケーションを図っています。アン

ケートの結果は、業務の改善や次の商品・サービスに活かしています。

安心品質に関する情報開示

同アンケートにおける、10にわたる質問項目で、最も1位の項目が多いことを示しています。※
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「住み心地満足度調査」などの実施

当社グループは、住宅事業において「契約後調査」「引渡後調査」などを毎年実施しています。また、分譲マンシ

ョン「プラウド」の入居後1年目のお客さまを対象に「住み心地満足度調査」を毎年実施しています。

「住み心地満足度調査」などの結果を商品・サービスに反映

当社グループは、「住み心地満足度調査」のご意見・ご要望を受けて改善策を検討し、設計に関するものの一部

は、「設計基準」「品質マニュアル」に反映させています。2020年度は、収納、共用施設全般など、専有部・共用部

に関するご意見・ご要望をいただき、改善策を検討しています。

「テナント企業満足度調査」の実施

当社グループは、保有する商業施設のテナント向けに、当社グループのサービスに関するテナント企業満足度

調査を毎年実施しています。設問には安全管理（セキュリティや警備員の対応）や労働環境（空調、喫煙所、トイ

レ）に関する項目が含まれます。アンケート回答に関しては、適宜改善策を検討し、反映しています。

「グッドデザイン賞」への取り組み

当社グループは、社会的にも環境的にも持続可能な商品・サービスを提供することを目指しています。その一

環として、「そのデザインが『くらしを、社会を、豊かにしうるのか』」という視点で評価が行われる「グッドデザ

イン賞」 に取り組み、快適性の向上につなげています。 

2020年度は野村不動産ホールディングス、野村不動産、野村不動産パートナ―ズ、野村不動産ライフ＆スポー

ツの4社、10プロジェクトが受賞し、19年連続受賞となりました。

当社グループは、お客さまに建物の安心・安全を理解していただくこと

を目的として、分譲マンション「プラウド」の新築工事の進捗状況の報

告および主要な工事内容の解説を契約者専用サイトにて行っていま

す。

契約者専用サイト

※

グッドデザイン賞：公益財団法人日本デザイン振興会による日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の制度。産業の発展とくらしの

質を高めるデザインを、身の回りのさまざまな分野から見いだし、広く伝えることを目的としている。 

※
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ニュースリリース

「デザインレビュー」の開催

【評価のポイント】 

・設計・デザイン 

・社会・環境課題への対応 

・コミュニティの育成 

・地域への貢献

当社グループは、住宅事業において社外の建築家を招き、年に一度、前

期に竣工した分譲住宅の振り返りを実施するとともに、複数の代表物

件において設計・デザイン・管理・コミュニティなど360度視点でのレビ

ューを行い、顧客満足度の向上を図る会を開催しています。2020年度

においては、プラウドシティ吉祥寺における木造の共用棟の取り組み

について紹介・振り返りを行い、その後の木造・木質化の基準設定に寄

与しています。
プラウドシティ吉祥寺 木造棟
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