
長谷工グループが目指すのは、都市と人のために、
よりよい生活環境を創ることです。

人口減少、少子高齢化、環境問題など社会が抱える様々な課題に対応しながら、
グループの総合力を発揮して、マンションに住まう方々の人生全体をサポートし続け、

“住んでいたい空間”の創造に取り組んでまいります。

住んでいたい空間

住まいがどこよりも安心でき、心安らぐ場となる
よう、高い品質と快適性を実現するとともに、地
震への備えなど防災・防犯対策にも徹底して取り
組みます。

安全・安心・快適

時代の動きや、一人ひとりのライフステージに合
わせて変わる多様なニーズに応えるために、新し
い技術やサービスを開発・提供し続けていきます。

多様なライフスタイル

マンション居住者やサービスの利用者同士だけ
でなく、地域住民の皆様も含めたコミュニティを
築き、地域全体の価値向上に貢献します。

コミュニティ

多くの人の生活の場であるマンションに由来す
る環境負荷をできるだけ低減し、都市全体の環境
に貢献できる施設・設備の導入を積極的に進めて
います。

暮らしの環境配慮

『住んでいたい空間』を創造する4つの側面

1.	 法規制･ISO9001:2015要求事項への適合及び品質
マネジメントシステムの継続的改善を図ります｡

2.	 当社全役職員及び当社で従事する全ての人々に対し
て品質方針の周知を図ると共に、協力会社に本方針の
周知と協力を要請します｡

「お客様の信頼に応える品質を提供する」
3.	 品質方針を達成するために、関連部署は「品質目標」を
掲げ実施します｡

4.	 品質方針、品質目標は適切性持続及び経営戦略を支援
するため定期的に見直します｡

5.	 品質方針は公開します。

長谷工コーポレーション 品質方針

品質マネジメントシステム推進体制

事業部
各支店

施工統括部
設備部設計室 人材開発部

大阪人事部事業部

各設計PJ 建設作業所 教育関連部署

技術部
CS促進部

積算部
購買部

品質環境
管理室

営業部門 都市開発部門 設計部門 建設部門 システム管理教育

※品質マネジメントシステム 2020年4月1日現在

取締役会

QMS※ 経営責任者

経営会議

ISO9001推進委員会 品質管理責任者

ISO9001認証取得の経緯
　長谷工コーポレーションでは、1997年3月に東京地区、
7月に関西地区でISO9001品質マネジメントシステムの
認証を取得しました。2018年3月に品質マネジメントシ
ステムを東西地区統合し運用しています。
　今後も品質管理活動を継続して展開していきます｡

取り組みと継続的な改善
　品質管理活動を進めるにあたり、品質方針を策定、各部門
は品質方針を受け品質目標・目標値を定め推進しています｡
品質マネジメントシステムが規格要求事項を含め当社の取
り決めに適合しているか、また、適切に実施され維持されて

いるかを内部監査及び外部審査によりチェックし、その結
果を踏まえ、見直しを行い継続的な改善を図っています｡
　2019年度の外部審査受審日及び指摘件数は以下の通
りです｡

品質マネジメントシステムの状況

長谷工コーポレーション

登録日
更新日

外部審査
受審日

外部審査
指摘件数

長谷工
コーポレーション

1997.3.31
2018.3.31 2020.2.18・19 なし

長谷工
リフォーム

2010.7.15
2020.4.16

2020.2.25
～28、3.2 なし

不二建設 2000.11.15
2019.6.1 2019.10.9 なし

安全・安心・快適

長谷工コーポレーション・長谷工リフォーム・不二建設では、ISO9001に基づく
品質マネジメントシステムを構築し、品質方針を定め、品質向上に取り組んでいます。

品質マネジメントシステム

高い品質と快適性を実現し、地震等の自然災害に備え、防災、防犯対策にも徹底するなど、住んでいる方が安心
できる住まいづくりに取り組んでいます。

関連する
SDGs
目標
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　旧耐震基準（1981年以前）で建築された高経年マンシ
ョンは約104万戸と言われています。耐震性能の不足や建
物・設備の老朽化、居住者の高齢化など、いかにマンション
を再生するかは社会的課題となっています。長谷工グルー
プでは、マンション再生に向けた耐震診断・建物診断・設備
診断による現状把握と、その結果を踏まえた建替え・長寿
命化の方針検討から住民の方々の合意形成、設計・工事の

　「リエットガーデン三鷹」は、ジェイアール東日本都市開発
による、敷地面積約7,200㎡の大型リノベーション複合開発
です。築40年余りのJR東日本旧社宅および旧寮を一棟まる
ごとリノベーションした案件で、長谷工リフォームは、「シェ
ア型賃貸住宅＜シェアプレイス三鷹＞」、「ファミリー向け賃
貸住宅＜アールリエット三鷹＞」の2棟の外装、住居内装、共
用施設の工事を担当しました。
　「シェアプレイス三鷹」では、共用設備としてシェアラウン
ジ、ダイニング、シェアキッチン、シアタールーム、リラックス
スペース等を配した112室の大型シェアハウスとして刷新
するとともに、当時のままの壁や梁をあえて残しつつ全体的
にまとまりのある空間造りとしました。また、資産価値の維

実施まで、様々な場面をワンストップでサポートする体制
を整え、マンション再生に取り組んでいます。
　マンションづくりの実績を活かし、マンション再生に取
り組むことで新しい価値を創造し、社会課題の解決に貢献
していきます。
●�修繕・改修実績：64万戸
●�建替え実績：37件
　(2020年9月末時点:竣工済)

持・向上のため、耐震補強工事や既存のウレタン防水を機械
固定式シート防水に改修し建物の防水性を高めることで長
寿命化しました。「アールリエット三鷹」では、既存のドアやフ
ローリングは活かしつつ、専用庭を新設した1階住戸や対面
キッチンカウンターを設けるなど、子育て世代にも暮らしや
すいプランを取り入れました。ほかにも、宅配ボックスや最
新式のユニットバス・トイレ・洗面化粧台を設置、リビング続
きの和室を洋室に変えるなど、社会の変化に対応した住まい
に生まれ変わりました。
　今後も住まいと暮らしの創造企業グループとしてのノウ
ハウを活かし、マンションの再生による新たな価値を提供し
ていきます。

マンション再⽣による新しい価値創造

1棟まるごとリノベーション「リエットガーデン三鷹」

「ブランシエスタ白山」外観

ずっと快適に住まい続けていただくためのアフターサービス�「長谷工プレミアムアフターサービス」

　長谷工コーポレーションは、アフターサービスを重要なマ
ンションの品質と考えてきました。そのため、お客様の声をダ
イレクトに聞くことで、より正確に状況を把握し、最適な対応
をスピーディに行う長谷工プレミアムアフターサービス
（PAS）を、2008年より導入しています。2019年度の対応件数
は、東京地区12,928件、関西地区1,787件、計14,715件となり
ました。
　従来は、管理会社を通して連絡が入るという流れが一般的
でした。PASの導入により、作り手である長谷工にダイレクト
にお客様の声が伝わることとなり、一級建築⼠をはじめとす
るマンションを知り尽くしたスタッフが応対することで、技術
者による対応もよりスムーズになります。
　PASはコールセンター機能を担うだけでなく、アフター
サービス期間の延長、定期サービスの強化、住まいの整備手帳
やメンテナンスキットの配布など、あらゆる角度から住まい
を永く使っていただくためのサポートを実施しています。さら

に、コールセンターに寄せられる声や点検チームによる定期
検査の内容等については、設計・建設・技術推進部門、管理会社
が出席するフィードバック会議で共有
し、設計施工中の物件にも反映されま
す。今後もより多くの物件で採用される
ことにより、住まう人の安全・安心な暮ら
しに貢献していきたいと考えています。

長谷工コミュニティ�アウル24センター�～24時間365日体制で住まいの安全・安心を守る

　長谷工コミュニティが自社保有する「長谷工コミュニティ
アウル24センター」では、24時間365日体制でマンション
の警報監視を行っています。異常事態が発生した際は、警
報の自動通報もしくは居住者からの電話通報を受け、迅速
に状況を把握し、警備員やスタッフが現場に出動します。
また、夜間休日のフリーダイヤルによる電話受付窓口とし
てのコールセンター機能も担っています。

長谷工プレミアムアフターサービス

売
主・管
理
会
社

長谷工
アフターサービス
コールセンター

連絡

対応
報告

お
客
様

首都圏 近畿圏
リビオ武蔵野中町（東京都武蔵野市）
フォレスト南町田（東京都町田市）
オーベル大船マークスコート（神奈川県横浜市）
ブランシエラ市川行徳（千葉県市川市）
オーベルグランディオ吉祥寺Ⅰ（東京都三鷹市）
シティハウス川崎富⼠見公園（神奈川県川崎市）
エアヒルズ藤沢（神奈川県藤沢市）
ブランシエスタ白山（東京都文京区）
プレミスト北浦和ブライトフォート（埼玉県さいたま市）

グランドメゾン千里中央東丘（大阪府豊中市）
アトラス千里山星が丘（大阪府吹田市）
ブランシエラ千林大宮（大阪府大阪市）
ブランシエラ山本町南（大阪府八尾市）
シンフォニア新千里南町ガーデンズ（大阪府豊中市）
ブランシエラ池田石澄（大阪府池田市）
シティテラス千里桃山台（大阪府豊中市）

長谷工グループの建替え実績（2012年度以降竣工の事例）

「シェアプレイス三鷹」外観

ダイニング	Before

ダイニング	After

　雨水を排水するために主にマンションのバルコニーなどに
設置するドレンの部材は鋳鉄製であり、経年により本体の錆
と錆汁が雨樋から流れ出し、汚れの原因となっていました。
　そこで、樹脂製ドレンを開発し、鋳鉄製のドレン部材を樹
脂製とすることにより錆の問題を解消、形状を円筒形にす

ることで、取付け・更新の際の効率化を図ることができまし
た。本商品の開発は、長谷工コーポレーションとクボタケミッ
クスが共同で行い、強度や変色変形、雨水排水能力等の試験
を実施し、問題がないことを確認しました。

溝型ドレン・ストレーナーの樹脂化による品質向上

従来の鋳鉄製ドレン(左)と雨樋への錆汁状況(右） 開発した樹脂製ドレン本体（左）とストレーナー（右）

マンションの将来計画に向けて
　当社ではマンション再生の検討をされる管理組合への情報発信として、マンション再生セミナーや長谷工マンションミュージアムの見学会等を開催し
ています。2020年2月に行われた、多摩市主催の「マンション再生セミナー」では、約80名の参加者に向け、「今から考える団地・マンションの将来像」につい
て当社社員が講演を実施しました。今後もこれまでに培ってきた知識や情報を皆様にお伝えできるよう、積極的に情報を発信していきます。

住んでいたい空間
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　打ち水は涼を得たり、土ぼこりが舞い上がるのを防ぐた
めに昔から行われてきた日本人の知恵の一つ。打ち水をす
ることで、気化熱を利用して温度を下げるという効果もあ
ります。
　長谷工管理ホールディングスでは、管理を受託しているマ
ンションでのコミュニティづくりの一環として、また住まい
の夏に涼を添える取り組みとして、世代を超えて参加できる
「打ち水大作戦」を2008	年から継続しています。
　2019年度は、7月23日から8月31日まで第12回「マンショ
ン打ち水大作戦2019」を実施し、長谷工コミュニティ、長谷
工スマイルコミュニティ、長谷工コミュニティ九州、総合ハ
ウジングサービスの管理マンション1,044組合・87,848世
帯の方にご参加いただきました。

　12年間の累計で、686,114世帯にご参加いただいており、
毎年の恒例行事として、定着したマンション管理組合も増え
てきています。

住まいの社会課題を明確化し改善に貢献する�「ハウジングアンドコミュニティ財団」
　1992年7月に長谷工コーポレーションが設立した（一財）ハウジングアンドコミュニティ財団（理事長：大栗育夫［長
谷工コーポレーション相談役］）は、豊かな住環境の創造に貢献することを目的とした一般財団法人です。世代を超えた
良質な住環境をつくり、活力ある地域社会を構築するためには、市民の自発的な地域づくり、住まいづくりが不可欠と
考え、このような活動を支援することを社会的使命としています。

助成事業
　住まいづくり・まちづくり・地域づくり分野のNPOや市民活動を支援するため、公募により活動資金の援助を行って
います。これまでの助成対象団体数は1993年の開始から延べ399団体にのぼり、その選定は若手研究者及びNPOの活
動家などのメンバーで構成される「住まいとコミュニティづくり活動助成選考委員会」により厳正な選考で決定されま
す。2019年度は154件の応募に対して21件が助成対象として選ばれました。

ネットワーク事業
　「住まいとコミュニティづくりNPO交流会」などを通して、住まいとコミュニティづくり活動推進のためのネット
ワークづくりを行っています。前年度の助成対象団体が一堂に会し、各々の活動成果の発表を行うとともに、参加者同
⼠の交流・懇親を通じて、活動の知恵や経験を交換し合う機会として、2019年度は年3回開催しました。

調査研究
　NPO・市民活動、協働・連携・交流、地域コミュニテ
ィ・生活環境、住宅市街地整備などをテーマとする
調査を行い、助成事業などの成果も活用しながら、
新たな住まいとコミュニティづくり活動の現状とあ
り方を研究しています。また2019年7月からは、東
京都立大学・長谷工総合研究所と共同で「高経年マ
ンションの地域・年代別実態と再生の方向性に関す
る調査」を進めており、高経年マンションの課題や再
生の方向性を検討しています。

■	ハウジングアンドコミュニティ財団	WEBサイト		

		▶		http://www.hc-zaidan.or.jp/

　長谷工グループ初のICTマンションとなる、長谷工不動
産保有の学生向け賃貸マンション「Feel	I	Residence」（総
戸数72戸）が2020年3月に竣工しました。同マンションに

は、先進的なICTやシステムを本格導入し、これらから得ら
れる様々なデジタルデータを“暮らし情報”として、情報プ
ラットフォーム（「BIM&LIM	Cloud」）に集積・分析するこ
とで、セキュリティ、情報サービス、見守り、防災、保守、修
繕といった、マンションの日々の暮らしから建物の長寿命
化までの活用を目指します。

　「U’s+（ユーズプラス）」は、長谷工グループでマンション
を販売する長谷工アーベストと長谷工コーポレーションと
の共同開発で生まれたオリジナル仕様です。お客様の多様
なニーズに耳を傾けてきた長谷工アーベストの女性スタッ
フが中心となって、住まい手視点の「あったらいいな」をカ
タチにしました。
　これまで「U’s	style（ユーズスタイル）」として様々なア
イテムを提供してきましたが、昨今のマンションの販売価
格高騰による住戸面積の縮小など変化する社会環境に合わ
せて当初のコンセプトを更に深化させ、お客様のニーズに
応える商品として「Ｕ’s+（ユーズプラス）」を新たに開発・改
良しました。「心地良く、美しく住まう」にこだわったアイテ
ムをお客様に提供することで多様なライフスタイルに応
え、住まいの快適性を高めていきます。

U’s+（ユーズプラス）オリジナル商品一覧
玄関：シューズギャラリー、マルチシューズボックス
洗面室：ドレッサーⅢ、スタイリングドレッサー
収納他：フィットストレージ、マイスタイルクローク、スリムハンガーラック、
スマートランドリー、シャットスルードア

アイテムの一例をご紹介します。
オリジナル薄型下足入れ「シューズギャラリー」
●	快適性
下足入れの奥行きを薄くすることで
下足入れ側の居室空間を改善
●	デザイン性
お客様からのニーズの高い「飾り棚」
と、建具と調和するデザインで玄関
にグレード感を演出
●	機能性
一目でわかるディスプレイ収納を採
用するとともに小物類や傘収納にも
対応し、従来品と同等の収納量を確保

「Feel	I	Residence」外観

顔認証を導入したエントランス

オープンイノベーションによる「ICTマンション」第1号物件「Feel�I�Residence」 「マンション打ち水大作戦2019」の開催

　長谷工ライブネットは2020年3月、大田区蒲田に一棟ま
るごと民泊マンションをオープンしました。長谷工グルー
プとして初の民泊事業で、大田区国家戦略特別区域外国人
滞在施設経営事業（特区民泊）認定事業です。賃貸マンショ
ン管理で培ってきたノウハウを活かし、5タイプのバリエー
ションの部屋を設け、宿泊する方が快適に楽しく過ごして

いただけるように工夫しました。通
常の賃貸マンションとしても転用可
能な性能を有しており、需要変動リ
スクにも対応できます。

長谷工グループ初の民泊事業「TOKYO�KAMATA�4316」

お客さまの声を活かした商品の開発「U’s+（ユーズプラス）」

コミュニティ多様なライフスタイル
マンション居住者やサービスの利用者同士だけでなく、地域住民の皆様も含めた
豊かなコミュニティづくりを後押しし、地域全体の価値向上に貢献していきます。

子どもからシニアまで、ひとり一人のライフスタイルやライフステージに合わせて変わる、
多様なニーズに応える住まいを提供していきます。

ホテルライクタイプ

「シューズギャラリー」

※U’s	style（ユーズスタイル）とは
U's	style（ユーズスタイル）の“U”はお客さまであるユーザー（User）の“U”、長谷工アーベスト
の（Urbest）の“U”で、まさにお客さまとのコラボレーションから生まれた提案であることを表
しています。

挨拶をする大栗理事長 助成対象団体の活動報告を
掲載した報告書を年1回発行

住んでいたい空間
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　集合住宅を得意とする長谷工コーポレーションでは、マンションに由来するCO2排出量の削減や省エネルギーの実現を目指し
て、集合ZEHに取り組んでいます。ZEHを実現するために、�1	断熱性の向上��2	高性能設備の導入��3	創エネルギーを取り入
れ、エネルギー消費量の削減を目指しています。

2019年度の導入実績
　2019年度は長谷工コーポレーション設計施工物件において、“ZEH-M	Oriented”を「ルネ上尾」「ローレルコート赤羽」の2件、
“ZEH-M	Ready”を「ザ・パークハウス	新浦安マリンヴィラ」の1件で導入しました。“ZEH-M	Ready”の導入は、長谷工コーポレー
ション設計施工物件として今回が初めてとなります。

●	集合ZEHの定義
　経済産業省に設置されている
「集合住宅におけるZEHロード
マップ検討委員会」により、階数
別の集合ZEHが右の通り定義さ
れています。住棟部分のZEHと
住戸部分のZEHそれぞれが独立
して評価されます。

長谷工グループの取り組み

集合住宅におけるZEH（集合ZEH）の実現に向けた研究・技術開発

　長谷工コーポレーション技術研究所は、「住む人が、永く安心して快適に暮らせる住まいづくり」を目指し、建物の長寿命化
や耐震性強化、CO2削減をはじめとする環境問題など常に顧客や社会の新たなニーズに応えるべく、集合住宅に関する様々な
性能実験や研究開発にチャレンジしています。

　人が感じる心地よさや快適さも、日々の実験や検証の積み重ねによってつくり出すことができると考えます。
　長谷工技術研究所では、リアルな住環境について研究するため、実際のマンションを「住宅実験棟」として再現し、研究・開発
にあたっています。
　住戸内で音がどのように伝わるのか、配管はどのように劣化するのか、さらに太陽光発電など自然エネルギー利用や将来の
リフォームに活用するアイデアなど、常に実際の住まいと同じ環境で、暮らしに直結する技術を磨いています。

私たちは、1960年代後半からマンションづくりに
取り組んできました。
50年以上の歴史の中で、さまざまな開発をおこない、
日々新しい挑戦を続けています。

その中で、唯ひとつ変わらないもの。
それは、家族の安心、良質な住まいへの、揺るぎない想い。

地道な作業の繰り返し、当たり前のことを原点から
見直す発想、そしてアイデアを具現化する技術。
長谷工のものづくりのDNAは、今も変わらず
社員ひとり一人に受け継がれています。

●�可変性を向上させる内装システムの開発
●�耐久性と更新性を考慮した外装システムの開発
●�遮音、断熱、換気等の住宅性能を向上させる技術開発
●�利便性や快適性を向上させる商品開発
●�設備配管の更新、更⽣工法の開発
●�自然エネルギー利用への取り組み
●�内外装のリフォーム技術の開発

長谷工のものづくりのDNA

内外装に於ける住宅性能向上に向けた取り組み

長谷工グループの研究開発体制

建物・設備に関する技術開発

長谷工コーポレーション

「暮らし」の中の声をフィードバック

長谷工グループ

賃貸管理・運営 ⽣活支援

マンション販売 マンション管理 修繕・リフォーム

技術推進部門

技術研究所

建設部門 設計部門

市場ニーズを反映した
新商品・新技術の研究・開発に

取り組んでいます。

住んでいたい空間を支える技術イノベーション暮らしの環境配慮

長谷工グループでは、マンションに由来する環境負荷低減を実現するため、年間のエネルギー収支が実質ゼロとなるZEH（ネッ
ト・ゼロ・エネルギー・ハウス）に取り組んでいます。

集合住宅におけるZEH普及に向けた取り組み
「住む人が、永く安心して快適に暮らせる住まいづくり」を実現するため、
長谷工グループ独自の研究開発体制を築き、新たな挑戦を続けています。

マンションに由来する環境負荷を低減する施設・設備の導入を積極的に進め、都市全体の環境に貢献していきます。

❶	断熱性の向上 高断熱仕様導入に向けた研究開発

　長谷工技術研究所「熱環境試験室」において、高性能開口部（アルミ樹脂複合サッシ＋Low-e複
層ガラス）と高性能断熱材を併用した場合の防露性能検証を実大実験により行いました。また、同
研究所内「住宅実験棟」において高断熱仕様住宅の温熱環境、省エネ性能向上効果に関する実測評
価（数値化）を行い、データの蓄積を行いました。

❷	高性能設備の導入 「エアコン付きヒートポンプ床暖房」の採用

　コロナと共同企画により「エアコン付きヒートポンプ床暖房」を開発・商品化しました。本商品
は、１台のヒートポンプ室外機によりエアコンと温水床暖房を連動制御し、エアコンの速暖性と
床暖房の快適性を両立したものです。集合ZEHの要件を満たし易い高い環境性と省エネ性を有し
ており、集合ZEH案件への採用を促進しています。

❸	創エネルギー 新エネルギーマネジメントシステム

　長谷工コーポレーションが設計・施工、三菱地所レジデンス、近鉄不動産が事業主となる「ザ・
パークハウス	新浦安マリンヴィラ」において、屋上に太陽光発電パネルを設置。また、オール電化
を採用し、通常は深夜電力でお湯を沸かし保温する「エコキュート」を日中でもお湯が沸かせるよ
う改良し、これにより太陽光エネルギーをお湯に変えて蓄熱（蓄エネ）するシステムを構築するこ
とで、蓄電池なしで日中の太陽光発電電力を100％使い切ることができます。さらに、一括受電と
太陽光発電を組み合わせた日本初の電力供給体制を構築し、「創エネ」を実現しました。

熱環境実験試験体

ワイヤレスリモコンによる連動制御

「集合住宅におけるZEHロードマップ検討委員会とりまとめ」より引用・編集

「ザ・パークハウス	新浦安マリンヴィラ」
完成予想CG

住宅実験棟

音体感室での遮音実験状況

評価基準

住棟または
住宅用途部分

区分 ZEH-M Nearly�ZEH-M ZEH-M�Ready ZEH-M�Oriented
断熱性能 全住戸が強化外皮基準（ZEH基準）を満たすこと
省エネ率

（共用部含む住棟全体）
省エネのみ20％減

再エネ含め100％減 再エネ含め75％減 再エネ含め50％減 —
目指すべき水準 1～3階建 4～5階建 6階建以上

住戸

区分 ZEH Nearly�ZEH ZEH�Ready ZEH�Oriented
断熱性能 各住戸が強化外皮基準（ZEH基準）を満たすこと
省エネ率
（各住戸）

省エネのみ20％減
再エネ含め100％減 再エネ含め75％減 再エネ含め50％減 —

研究体制図

住んでいたい空間
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