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MARUI IR DAY 2019.12

15:05～ 体験型店舗に向けた取り組み
㈱丸井 事業企画部 共創推進課 課長 三木 聡子

15:30～ 丸井グループのウェルネス経営
㈱丸井グループ 執行役員 健康推進部 部長 小島 玲子

16:05～ 社外取締役との対話
㈱丸井グループ 社外取締役 田口 義隆

16:30～ 懇親会

15:55～ 休憩

15:00～ はじめに



体験型店舗に向けた取り組み
～ マ ル イ フ ァ ミ リ ー 溝 口 の 共 創 活 動 ～

㈱丸井 事業企画部 共創推進課 課長 三木 聡子
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自己紹介

株式会社丸井
事業企画部 共創推進課 課長

三木 聡子

1997年 入社
2009年 ニーズマーケティング課
2010年 株式会社エイムクリエイツ プランニング担当
2018年 ニーズマーケティング課 課長
2019年 共創推進課 課長



マルイファミリー溝口２Fフードホール
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概要

営業時間
10:30～22:00

規模
約300坪

共用席
500席以上（カウンター含む）

テナントさま
22テナント



共創活動について



店舗の状況
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モノを売る店
（物販が中心）

体験を提供する店

郊外店 ： 飲食・サービス中心

都心店 ： デジタル・ネイティブ・ブランド中心
（D2C、コンテンツなど） 60％程度

〈 面積構成 〉

34％
体験現在

5年後
（予定）

66％
物販

40％

■店舗の進化

・定借化と並行して体験提供型テナントさまの導入を推進、現状では34%まで拡大
・5年後は60%以上が体験を提供する店舗へ転換



マルイファミリー溝口で「食」へのチャレンジ
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外食をする

料理をつくる（家食）

おかずを買う（中食）

外食をする

全然席が足りなくて座れない
女性が気軽に飲める場所がない
街にカフェが足りていない

3～9F

B1F まるい食遊館

1F（導入階）
まるい食遊館

10F レストラン街

2F（導入階）

フードホール

・４つのフロアを「食」カテゴリーに転換。「家食・中食・外食」のすべてが揃う店舗へ



マルイファミリー溝口の転換状況

9

・2Fをフードホール化することで、飲食・サービスを中心とした体験型コンテンツで
すでに40%を超える構成を実現

体験型コンテンツ

43％

D2C・シェア
(9％)

飲食
(25％)

サービス
(6％)

アパレル
(34％)

雑貨
(23％)

フードホール（3％)



「HARA8（はらっぱ）」のコンセプト
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フードコートのような、気軽さやカジュアル感がありながらも、
レストランのような、居心地の良さやこだわりがある場所

❶フードコート以上 レストラン未満

❷選択肢が豊富で、いつでも「わたしにぴったり」が選べる

パーソナライズに対応できる場所



コンセプト実現に向けた課題
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❶フードコート以上 レストラン未満

❷選択肢が豊富で、いつでも「わたしにぴったり」が選べる

個性の立つテナントさまの導入

たくさんの選択肢 シンプルな運営体制

お客さま お取引先さま

克服
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お客さま・お取引先さま・丸井での３者共創

声に出さず
諦めてしまっていること

声が届かず
気づけていないこと

残さず食べきれるサイズ
自分好みにカスタマイズ

ニーズがあるかわからない
手間がかかるからやりたくない

２者をつなげるものがない
お客さま お取引先さま

・お客さまとお取引先さまの間を丸井がつなぐ３者共創により、
「やってみたら大きな成果につながるニーズ」の具現化をめざす
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お客さま・お取引先さま・丸井での３者共創

のべ2,700名以上 38社
※館全体での企画会議参加社数

・お客さまとお取引先さまの間を丸井がつなぐ３者共創により、
「やってみたら大きな成果につながるニーズ」の具現化をめざす

お客さま お取引先さま
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ハーフサイズ

ドゥエイタリアンさまの代名詞「らぁ麺フロマージュ」のハーフサイズ

通常960円をハーフで660円で提供

新しい買い方や
新しいお客さまの利用に
つながり、売り減らしに
はなっていない

相手に合わせた
お声がけができるように

株式会社フロムフォティ
営業部長 大谷さま

ハーフサイズが売上の約２割
オープン１週間での実績
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カスタマイズ

フォーチュナーティーボックスさまの2,000通り以上のドリンク

❶茶葉（4種類）
❷ティ（6種類）
❸サイズ（2種類）
❹温度（2種類）
❺甘さ（4種類）
❻トッピング（6種類）

カスタマイズでの注文が約９割
オープン１週間での実績
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カスタマイズ

すぱじろうさまの
900通り以上のパスタ

100時間カレーさまの
7,000通り以上のカレー

❶パスタ（21種類）
❷麺の量（2種類）
❸辛さ（3段階）※アラビアータ2種類

❹トッピング（18種類）※2種類以上も可能

❶カレー（12種類）
❷ルー（3種類）
❸辛さ（3段階）※カレーのみ

❹トッピング（12種類）※2種類以上も可能

❺ご飯の量（7種類）



デジタルとの融合「スマホでオーダー」
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・並びたくない

・後ろに人がいると、早く決めなくちゃ！
と焦ってカスタマイズどころじゃない

・子どもと一緒だと、並ぶのが面倒で
子どもと同じお店で我慢しちゃう

・テーブルで注文できる「スマホでオーダー」システムに全テナントさまが参加
・列に並ばず、カスタマイズなど「わたしにぴったり」を体験いただく

お客さまの声
注文

支払い

紐づけ

モバイル決済



デジタル化の成果
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・「スマホでオーダー」の利用率は非常に高く、１客注文回数や客単価もスマホ以外より高い
・テナントさまにとってはレジの手間が省け、効率化につながる

16%

当初想定 HARA8 スマホ以外 スマホで
オーダー利用

1.9回

スマホ以外

2,000円

スマホで
オーダー利用

売上構成

1.4倍

1客注文回数 客単価

1.4倍８倍



デジタル化がめざすミライ
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料理を席で注文 料理を席で注文

カフェ順番待ち

サービス予約

レストラン予約

食物販予約販売

マルイ
ファミリー

溝口

STEP1.
サービスに登録・利用

STEP2.
館まるごとデジタル化

STEP3.
｢キャッシュレスタウン｣化

マルイファミリー溝口 マルイファミリー溝口

・丸井での登録・利用をきっかけに、館まるごと、さらには街全体をデジタル化
・カードご利用を拡大し、カード収益の拡大につなげる

溝口の街全体



初年度見通し



初年度見通し
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店舗の役割

入店客

年間
1,700万人

買上客

年間
1,100万人

新規
カード客

カードLTV
（生涯収益）

タッチポイント

（＋300万人） 定借収入

集客・クレジット体験

キャッシュポイント

（＋330万人） （＋4,000人）

年間
2.1万人

・「食」への転換で集客力を高め、年間入店客1,700万人（300万人増）をめざす



共創の取り組みの費用対効果
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〈費用〉

・共創担当社員８名×稼働率８０%×２年間

人件費

８千万円

・共創活動に参加されたお客さまへの謝礼
（のべ2,700名）

諸経費

〈効果〉

・通常「食」改装比＋９％の押し上げ 売上総利益 ８千万円

「食×共創」改装による
入店客数アップ効果

１億２千万円（初年度）

・一般的なフードコート比＋６万/月坪の押し上げ 売上総利益 ４千万円

独自のテナント導入による
売上アップ効果

＜

生涯利益 スマホでオーダーシステム登録によるLTVの効果…１億円
・EPOS通常会員に対するアプリ会員のご利用差2.5倍の押し上げをもとに試算



３者共創に参加したお客さまとお取引先さまの声
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インタビュー動画をご覧ください
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ありがとうございました



丸井グループのウェルネス経営
～ 健 康 を 通 じ た 人 と 社 会 の し あ わ せ を め ざ し て ～

㈱丸井グループ 執行役員 健康推進部 部長 小島 玲子



自己紹介

株式会社丸井グループ 執行役員
健康推進部 部長
専属産業医

小 島 玲 子

2000年 3月 医師国家試験合格
2000年～2002年 総合病院 内科医師
2002年～2008年 心療内科にて定期外来診療
2002年～2010年 大手メーカー（非鉄金属）専属産業医
2010年3月 北里大学大学院修了 医学博士号を取得
2011年4月 当社 専属産業医（現任）
2014年4月 当社 健康推進部 部長（現任）
2019年4月 当社 執行役員（現任）
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本日のお話

❶「ウェルネス経営（健康経営）」の目的

❷ 全社プロジェクトの活動と成果
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本日のお話

❶「ウェルネス経営（健康経営）」の目的

❷ 全社プロジェクトの活動と成果
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４

❶お客さまの
ダイバーシティ＆インクルージョン

❷ワーキング・インクルージョン

❸エコロジカル・インクルージョン

❹共創経営のガバナンス

VISION2050 二項対立を乗り越え
すべての人がしあわせを感じられるインクルーシブで豊かな社会を共に創る

サステナビリティ経営に向けた共有ビジョン



30－

0

活力が高い

病気でない
異常がない

当社の健康経営のキーワード「インクルージョン」

｢病気の人｣｢リスクが高い人｣だけでなく、全員が今よりもイキイキすること。
さらには、社会のイキイキにつなげること。

一般的な健康経営
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健康というと「病気の予防」「個人の問題」というイメージで
活力高くしあわせに！ という価値観が伝わりにくかった。

スタッフの発案で「ウェルネス経営」に名称変更

「健康経営」から「ウェルネス経営」へ

米国のハルバート・ダン医師が
「輝くように生き生きしている状態」と提唱した

のが最初の定義（1961）

「ウェルネスとは、より成功した生存のあり方
を知り追及する、積極的な取り組みである」

（National Wellness Institute）
（丸井グループ「ウェルネスレポート2019」より）
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最近の研究： 企業における健康の取り組みの意味合い

最近の研究では、働く人の健康関連費用の中で最も大きな割合を占めるのは医療費や社員の傷病欠勤ではなく、
プレゼンティーズム（出勤者が十分パフォーマンスを発揮していないこと）であることが明らかになっている。
会社にとって、働く人の健康の取組みは「医療費削減や傷病欠勤等による損失防止」ではなく「生産性低下の
防止」や「企業のパフォーマンス向上」という意味合いが強い。社員の生産性が企業のパフォーマンスを大き
く左右する要素であるのは言うまでもなく、実際に健康投資と企業業績との相関を示す研究結果が国内外で
出されている。 （「Works」2016.6月号より）

■プレゼンティーズム

社員が出社していても、本来発揮されるべき

パフォーマンス（職務遂行能力）が、出せて

いない状態のこと。

出典：「Healthy Workforce 2010 and Beyond,2009」 Partnership for Prevention
and U.S. Chamber of Commerce, 企業の『健康経営』ガイドブック（経済産業省）
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本日のお話

❶「ウェルネス経営（健康経営）」の目的

❷ 全社プロジェクトの活動と成果
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ウェルネス経営推進プロジェクトは手挙げの風土を醸成する

全国の事業所から手を挙げたメンバーが、未来志向で議論しアクションにつなげる

ウェルネス経営
推進プロジェクト

サポート
ウェルネス経営

推進委員会
（管理職）

＜応募＞

260名

＜選出＞

51名
5倍

自ら手を挙げ参画する風土をめざす
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社会にしあわせを拡げることを目的に、７つの分科会に分かれて活動を推進

１期
ビジョン

策定

２期：職場へ

３期～
全社・社会へ

社内だけでなく「社会」のウェルネスへ

3期分科会チーム 丸井グループが取り組む意義・目的

地域社会

イベント 創業の地“中野”で丸井Gが起点となってウェルネスを通
じた地域の「つながり」をつくる

コミュニティ ウェルネス視点でコミュニティスペースを活用し、墨田
産業会館と共に地域に貢献する

ボランティア 人のお役に立つ経験から利他の心を学び、ウェルネスを
通じてインクルーシブな社会をつくる

産官学 健康経営拡大 地域の大学や企業（キリン様）などとコラボして、ウェ
ルネスを通じた地域活性化の活動を拡げる

他社
共創 しあわせ可視化 日立製作所様と協業し、”Happiness Planet”を通じて

「しあわせ」を可視化し、取り組みを拡げる

全社
食 全国の単身赴任者や社食のない事業所も含め、全社員の

「食」を改善し、活力を高める

運動 体操やイベントを通じて、ウェルネスの取り組みに多く
の社員が参加できる「場」をつくる
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「しあわせ」可視化の取り組み

日立製作所

矢野和男フェロー開発のアプリ

「ハピネス・プラネット」を

活用し、「しあわせ」の可視化に

向けて２度の実証実験を実施

全社プロジェクトの活動が拡がる中、ウェルネスを通じたしあわせや活力向上をどのように
数値化するかが課題
「しあわせ」や「活力向上」に関してコンセンサスの得られている指標は、社会にいまだ
存在していない

Happiness Planetとは
毎朝、小さなチャレンジを自ら選び、その日１日の働き方によって、ハピ活性度という指標がスマホの加速度センサーと
AIによって、次の日に導き出されるアプリ。
どんな働き方をするとしあわせにつながるのか、自ら気づき、行動を変容させていくことをめざしている。
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■期間 2019/9/9（月）～ 9/29（日）の3週間

■参加者数
全体：95チーム 708名（うち丸井グループ：80チーム 598名 ※その他企業：日立グループなど）
全員が自発的に参加

■フェステーマ名（丸井グループが決定）「踏み出そう！しあわせに向けて」

■実施の目的
Happiness Planet の本格導入に向けて、以下を検証すること。

❶参加者の拡大可能性についての検証
❷ハピネスプラネット利用による「心の資本」の変化と、それによる効果試算
❸参加者の満足度の確認

ハピネスプラネット実証実験 概要
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丸井グループ内、35の部門から自発的に参加。
同部門から複数チームが参加する部門、部署、店舗も多かった。

ハピネスプラネット実証実験 概要

組織名 チーム数

エイムクリエイツ 9

マルイファミリー溝口店 8

なんばマルイ 7

エポスカード 5

町田マルイ 5

エムアンドシーシステム 4

マルイファシリティーズ 3

ムービング 3

本社 総務部 3

本社 店舗企画・営業部 3

マルイファミリー海老名店 2

京都マルイ 2

大宮マルイ 2

本社 健康推進部 2

本社 人事部 2

オムニチャネル事業本部 1

マルイシティ横浜 1

マルイホームサービス 1

マルイ吉祥寺 1

マルイ錦糸町店 1

レディース統合 1

営業部 1

戸塚モディ 1

上野マルイ 1

新宿マルイアネックス 1

神戸マルイ 1

専門店事業部 1

池袋マルイ 1

中野マルイ 1

北千住マルイ 1

本社 レディスシューズ事業部 1

本社 経営企画担当 1

本社 事業企画部 1

本社 専門店事業部 1

本社 不動産事業部 1

総計 80

■丸井グループ内 組織別チーム数

※日立製作所さまにて集計
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「持続的なしあわせ」＝「心の資本」 “HERO within （内なるヒーロー）”

Fred Luthans教授

体験によって変えられる持続的なしあわせの要素を体系化したもの。
多数の学術論文で検証され、生産性とR=0.3で相関するのに加えて、
しあわせやWell-Being、身体や精神の健康、人間関係、離職にも大きな影響がある。

Hope

代表的な質問特 徴

Efficacy

Resilience

Optimism

私が問題を抱えた場合、そこから抜け出す方法をい
くつも考えることができます。

私は、会合で自信を持って自分の役割を果たします。

必要ならば、私は他の人から独立して仕事をすること
ができます。

私は自分の役割に関して常に明るい面を見ています。

自ら道を見つける

自信をもって行動する

困難にも立ち向かう

物事の明るい面を見る
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営業利益向上効果

一定量アプリを活用した73名は、心の資本が0.27ポイント向上
Luthansの業績換算式によれば、5.3％の営業利益向上に相当

丸井グループの営業利益411億円×5.3％= 21.7億円の営業利益向上

「心の資本」の変化（平均値）
0 0.1 0.2

営業利益への期待効果 (％)
0 2 4 5

全体平均

一定量アプリ活用した人
(獲得ポイント*>400pt)

*獲得ポイント=チャレンジ宣言・計測・報告などのアプリ上でのアクションをポイント化したもの。
<アプリを活用していた度合いを数値化したもの>
400ptは3週間のうち半分以上を熱心に行ってくれていたという目安。

（日立製作所さま 報告書より）
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ウェルネス経営推進プロジェクトメンバーの意識の変化

プロジェクト参加前・参加後の変化（2期メンバー60名）
⇒職場の一体感をつくる取り組みを主導し、働きがいや自己効力感が向上
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社員による主体的なウェルネスアクションが拡大
社員が自職場でさまざまな企画を発案・実行。自己効力感向上や組織活性化につながっている

エポスカード事業所巡り
ウォーキング

21時閉店後に、80名以上が
マインドフルネス講座に集結

低GI食
補食コーナー設置

営業店の社員（テナント社員含む）で
毎月ジョギング

各営業店にできている
「 階段部 」

マインドフルネス
瞑想の拡がり

■健康ニュース自主発刊：本社、京都、志木、草加など ■瞑想コーナー設置：横浜、大宮 ■会議前マインドフルネス瞑想：
町田、横浜 ■チーム対抗階段登り：北千住、錦糸町、溝口、有楽町、国分寺、海老名、本社など ■睡眠セミナー：錦糸町、
中野など■食事セミナー：ムービング、エムアンドシーなど ■健康の共有会: 海老名、新宿、上野、草加、静岡、吉祥寺、
国分寺、錦糸町など
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職場のウェルネスアクションの効果

（新職業性ストレス調査票による分析 2019）

ウェルネス（健康）のアクションは、ストレス低減・ワークエンゲージメント向上に寄与

n=6322

PJメンバーを中心に各職場で積極的な取り組みが行われる中、2019年6月調査では
全社員の67％に当たる、4,250名が職場の健康の取り組みに参加していると回答

（2019年6月 全社調査）

全国の労働者の
平均偏差値

ウェルネスアクション
実施群 n=4250

ウェルネスアクション
非参加群 n=2072

5
5

5
0

4
5
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社員のプレゼンティーズムは全体的に向上

朝起きた時に十分疲れが取れている社員の割合
2012年 17％

⇒2017年 22％
（＋5ポイント）

職場で尊重されていると感じる社員の割合
2012年 28％

⇒2017年 39％
（＋11ポイント）

困難に直面しても前向きに取り組む社員の割合
2012年 41％

⇒2017年 47％
（＋6ポイント）

強みを活かしてチャレンジしている社員の割合
2012年 38％

⇒2017年 43％
（＋５ポイント）

健康診断（受診率100％) 問診結果の推移
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ウェルネス経営の取り組み おもな外部評価

2017年 日本政策投資銀行 DBJ健康格付 にて最高ランク（Aランク）
2017年～ 健康経営優良法人（ホワイト500）3年連続選定
2018年 厚生労働省 「働きやすく生産性の高い会社」優秀賞
2018年 健康経営銘柄（上場1239社中 27社）、小売業111社中、唯一の選定
2019年 健康経営銘柄（上場1800社中 36社）、小売業203社中、唯一の選定

スポーツ庁 スポーツエールカンパニー認定



46

0.95

1.05

1.15

1.25

1.35

1.45

■丸井グループの株価推移（2017年3月末を100とした場合）

17.3 18.317.10

社会からの評価と株価の推移

丸井グループ
143

日経平均
113

＋30

社会から高い評価を受けるとともに、株価も順調に推移

100



「ウェルネスレポート2019」を

初めて発行しました。

お読みいただければ幸いです。



社外取締役との対話

マルイ「らしさ」に見る
～ 共 創 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 経 営 に お け る 強 み ～
Ｂ Ｍ か ら Ａ Ｍ に よ る 「 し あ わ せ 」 つ く り

㈱丸井グループ 社外取締役 田口 義隆



自己紹介
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株式会社丸井グループ 社外取締役

田 口 義 隆

1985年 3月0 西濃運輸株式会社（現セイノ－ホールディングス株式会社）入社

1996年 6月0 同社専務取締役

1989年 7月0 同社取締役
1991年 7月0 同社常務取締役

1998年 10月 同社代表取締役 副社長

2018年 6月0 当社社外取締役（現任）
2003年 6月0 同社代表取締役社長（現任）

＜おもな略歴＞



マルイらしさ
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１．この指とーまれ！

２．売らない小売

３．しあわせのプラットフォームの構築

結び
４．将来へ向けて



１．この指とーまれ！（共創サステナビリティ経営）
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①巻き込み（つながり）力（inclusion）

②成長力（challenge）

③高い公への志（social  version up）

※Value Creator（価値創造者：人財）

（例話）松下幸之助：「Peace  and Happiness  through  Prosperity」

（事例）博多マルイ600回を超えるタウンミーティング：お客さまから当事者へ
（事例）スタートアップ企業（みんな電力、ＬＧＢＴパレード）とのオープンイノベーション
（事例）手挙げの風土（中経推進会議・各種プロジェクト 等）

（事例）グループ共通人事制度 及び グループ間職種変更による多様性（diversity）の推進
（事例）ドライバーからのＡ木取締役、IR担当からtsumiki証券のＫ竹ＣＥＯ（社員がＶＣ※）

「2050   あらゆる二項対立を乗り越える（私らしく「しあわせ」に居られる）世界を創る」

（例話）徳川家康 ：「欣求浄土」戦国の世を終わらせて、現世にお浄土を創る

（例話）西田幾多郎： 日本人「らしさ」：「絶対矛盾的自己同一」楕円思想∴世界で唯一！

「信用はお客様と共につくる」「景気は自らつくる」という新しい価値・概念の実現から

「物心両面の繁栄により、平和と幸福を実現していく」



２．売らない小売（新たなビジネスモデル）

①フロー型（小売）からストック型（定借モデル×FinTech）へ進化中

②インクルーシブ（ＬＴＶへの展開）

＝ 6.5倍強い！未来の種！

（背景）（１ × 12か月 = ）12 ： 78（= 12 + 11 + 10 ～ + １）＝ 6.5倍

（実例）家賃の口座振替をカード支払いへ

（家計シェアの最大化：スマホ決済の現金支出とは違う、口座振替分野）

（実例）ＥＰＯＳを通る事によってどこから購入しても良い

（例話）「Intel入ってる！」階層・次元（Layer）の違う独自の存在意義

52



①ＴＯＰの在任期間の長さ
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③役員の多様性及び役員間の活発な議論・意見交換 等（回答の出ない課題も議論する）

②お客さま、株主、社会、お取引先さま、社員 ＋ 将来世代への責任

（長期視点での戦略構築が可能）（ＲＯＥＳＧへの取り組み）

∴グリーン・ビジネス（ＴＣＦＤ提言）への賛同

※open、frank な社風によりLearning  Management の確立

３.「しあわせ」のプラットフォーム：重なり合う利益「しあわせ」の調和と拡大

それを支える土台：

（存在意義 × ビジネスモデル × 企業風土 ） 構築
Mission Business Culture

Mission
Vision2050
Philosophy
Values

：全ての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブで豊かな社会を共に創る
：ビジネスを通じてあらゆる二項対立を乗り越える世界を創る
：お客さまのお役に立つために進化し続ける 人の成長＝企業の成長
：信用はお客さまと共につくるもの 景気は自らつくるもの



①環境変化に対するＬＴＶ経営の更なる推進
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②次世代経営者の育成（ＣＭＡ） 経営力向上

すると・・・・・・

ＥＣ化・コト消費・シェアリング・少子高齢化・インバウンド・キャッシュレス化・投資が
オフバランス・ストック型を目指す当社には新たなチャンス！

＋ 運（楽しむ・感謝する・人へ発信する・公の為に）
＋ 愛嬌 ＳＭＩＬＥ Ｓ （Sharing 共有）

Ｍ （Multi  多様性）
Ｉ （Innovation  革新）
Ｌ （Linked  繋がる）
Ｅ （Eco-system  生態系）

４．将来に向けて



ＢＭ からＡＭへ ?

55

から

＝ Affirmation Management

４．将来に向けて

（資産管理型・オンＢＳ）?

（プラス経営・オフＢＳ）?

＝ Build Maintenance



ＢＭ から ＡＭへ
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マルイがあると「しあわせ」になる。
＜（＾０＾）＞

Before MARUI, After MARUI

４．将来に向けて

（＾＾）ｂ
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この指とーまれ！
Co-Creation with you!

４．将来に向けて

MARUI
Special  thanks!  for Mr.松本 ＋

Ms.沓掛 ＋



ご清聴ありがとうございました。（＾＾）

田口義隆


