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会社概要

会社名 明豊ファシリティワークス株式会社

代表取締役 大貫 美

設立年月日 １９８０年９月１２日

資本金 ５.３億円

社員数 ２３１名（２０１７年７月時点）

上場 ２００４年２月１９日

事業所
東京(本社) 東京都千代田区平河町2丁目7−9
大阪支店 大阪市中央区久太郎町3丁目6-8 ※全国対応

事業内容

公共施設、教育施設、研究所、商業施設、ホテル、オフィスビル、医療施設、工場、データセンター、
倉庫、金融機関等の新築/改修等のプロジェクトに関する、基本構想、プログラミング、設計マネジメ
ント、発注支援、施工マネジメント、移転までお客様側のプロとしてプロジェクトのあらゆるニーズに応え、
課題を解決。 「ＣＭ（ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）手法によるプロジェクトマネジメント」

受賞暦
第11回「テレワーク推進賞」優秀賞

「中小企業IT経営力大賞」優秀賞

第1回「ハイ・サービス日本300選」

第1回、第2回「IT経営百選」最優秀賞

ニュービジネス大賞優秀賞

企業理念

フェアネス

透明性

お客様側に立つプロ
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事業内容
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オフィス事業
働き方改革・オフィス統合マネジメント

CM事業
（Construction Management）

建物新築・改修マネジメント

CREM事業
（Corporate Real Estate Management）

不動産の最適化マネジメント

３つの事業を柱にした当社の総合力が安心のプロジェクトマネジメントを実現します
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発注者支援ビジネスモデル（ＣＭ事業）
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公共プロジェクトの立ち上げ支援
中立的な建築、設備のプロが発注者の事業目的を理解した上で、
精度の高い基本計画（何を、何時迄に、幾らで）を作成し、お客
様内の意思決定支援を含むプロジェクト立ち上げを
サポートします。

公共施設マネジメント（ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
保有建物の適切な管理に向けて、建物診断、中長期修繕計画策定など、
様々な課題に対するソリューションをご提供しております。

プロセス・コストの可視化アカウンタビリティ
当社の企業理念である「フェアネス」と「透明性」に基づき、全ての
プロセスとコストを常時オープンにすることで、施設の建設事業に
取り組まれる発注者に大きなメリットと安心をご提供します。

・建設事業のマネジメント
・什器備品調達
・移転マネジメント

構想・計画 設計・工事

建物運営・管理

・建設事業基本計画
・入札契約方式検討
・働き方改革検討

・長寿命化計画（PREM・LCC縮減）
・多拠点の改修事業マネジメント
・設備ＣＭ（学校空調など）
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建築・設備・構造・コスト・CG・ICTなどの専門技術スタッフ（約200名）を
全てインハウスで有するため、スピード感のあるきめ細やかな対応が可能

※2017年７月末現在
※その他の有資格者については省略（一部資格は重複）

建築積算士・コスト管理士 10 名

認定コンストラクションマネジャー 44 名

認定ファシリティマネジャー 32 名

CASBEE建築評価員 29 名

LEED-AP 1 名

特殊建築物等調査資格者 8 名

VEリーダー、VEスペシャリスト 15 名

情報処理技術者 9 名

消防設備士 11 名

建築仕上診断技術者 6 名

建築設備診断技術者 7 名

技術士 5 名

一級建築士 74 名

構造設計一級建築士 2 名

設備設計一級建築士 6 名

建築設備士 14 名

一級施工管理技士（建築） 40 名

一級施工管理技士（電気） 14 名

一級施工管理技士（管工事） 18 名

一級施工管理技士（土木） 8 名

電気主任技術者（第2･3種） 5 名

電気主任技術者（第3種） 5 名

宅地建物取引主任者 13 名

税理士 1 名

オフィスセキュリティコーディネータ 6 名

当社スタッフが全社対応でお客様のご要望にお応えいたします。
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当社の有資格者一覧
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主要お取引先一覧 （順不同・敬称略）
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■公共・自治体

国土交通省 福島県 東京都世田谷区 東京都墨田区

横浜市 千葉県流山市 東京都江戸川区 東京都大田区

奈良県 千葉県市原市 東京都多摩市 東京都板橋区

大阪府 千葉県柏市 長野県塩尻市 東京都中野区

■メーカー 熊本県宇土市

資生堂 クラレ ダイセル ＪＸ金属

東京ガス 東海カーボン リクシル コカ・コーラ

■鉄道会社

ＪＲ東日本グループ ＪＲ西日本グループ 相模鉄道グループ 近畿鉄道

■教育

実践女子学園 東京工芸大学 大阪府立大学 武庫川学院

白百合女子大学 調布学園 廣池学園 山崎学園

■医療・福祉

横浜市立市民病院 奈良県立医科大学 東京女子医科大学 船橋整形外科病院

■情報・通信 ■銀行

KDDI ヤフー 三菱UFJ信託銀行 紀陽銀行

■商業・アミューズメント ■ホテル

LEGOLAND Japan ルミネ 星野リゾート 日本ホテル

■その他の業種

日本郵政グループ 全日本空輸 三菱総合研究所 国際石油開発帝石

国際協力機構(JICA) 三菱商事フードテック 生長の家 横浜スタジアム

西村あさひ法律事務所 SAPジャパン アサツーDK DeNA



Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved

公共施設 実績一覧
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所在地 発注者 業務名 規模等 受託年 工事種別

東京都 国土交通省 平成29年度モデル事業（小中学校等空調設備一斉更新事業）に係る発注者支援業務（板橋区） 78施設 2017 改修

熊本県 宇土市 新庁舎建設基本計画策定及び基本・実施設計者選定支援業務委託（進行中） 約7,700㎡ 2017 新築

東京都 中野区 新区役所建設支援アドバイザリー業務委託（進行中） 約44,000㎡ 2017 新築

東京都 中野区 桃園小学校・向台小学校統合新校他２統合新校校舎等整備基本・実施設計CM業務委託（進行中） 約10,000㎡3棟 2017 新築

東京都 中野区 平和の森公園新体育館整備事業実施設計CM業務委託（進行中） 約11,800㎡ 2017 新築

大阪府 公立大学法人 大阪府立大学 平成29年度大阪府立大学学舎整備事業 ー 2017 改修

東京都 墨田区 公共施設（建物）長期修繕計画に基づく工事条件整理等業務委託（進行中） 36棟 2017 改修

香川県 国土交通省 平成28年度モデル事業（庁舎建設事業）に係る発注者支援業務（善通寺市新庁舎建設事業） 約7,500m² 2016 新築

千葉県 柏市 柏市立小中学校空調設備導入支援業務（進行中） 58校 2016 改修

東京都 板橋区 板橋区立小中学校幼稚園及びあいキッズにおける冷暖房機器更新調査委託（進行中） 70校 2016 改修

東京都 世田谷区 世田谷区本庁舎等設計業者選定準備支援業務（進行中） 約56,000㎡ 2016 新築

長野県 塩尻市 新体育館建設事業ＣＭ業務（進行中） 約6,000㎡ 2016 新築

東京都 国土交通省 平成27年度モデル事業（庁舎建設事業）に係る発注者支援業務 （清瀬市新庁舎、府中市新庁舎）
約10,000m²
/約30,000m²

2015 新築

福島県
福島県/一般財団法人福島県
電源地域振興財団

Ｊヴィレッジ復興・再整備CM業務/全天候型サッカー練習場新営工事/新宿泊棟新営工事（進行中）
約10,000m²
/約5,300m²

2015 新築

神奈川県 横浜市 横浜市立市民病院再整備事業コンストラクションマネジメント業務 約60,000㎡ 2015 新築

東京都 世田谷区 世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る開発工事及び区総合等新築工事に伴う基本設計ＶＥ業務 約16,000㎡ 2015 新築

東京都 大田区 区立中学校武道場その他屋内天井改修事業営繕支援業務委託 11校 2015 改修

愛知県 国土交通省 多様な入札契約方式モデル事業支援業務 （新城市新庁舎建設事業） 約9,000m² 2014 新築

千葉県 市原市 市原市防災庁舎建設事業管理支援業務（進行中） 約8,490m² 2014 新築

大阪府
地方独立行政法人 大阪府立
産業技術総合研究所

熱源設備・空調設備機器更新 約37,000m² 2013 改修

千葉県 流山市 小中学校併設校 新築工事 約22,000m² 2013 新築

千葉県 流山市 市立中学校空調導入に係る支援業務委託 8校 2013 改修

大阪府 公立学校法人 大阪府立大学 新世代植物工場 新築工事 約1,430m² 2013 新築

奈良県
公立大学法人奈良県立医科
大学

奈良県立医科大学施設整備マネジメント業務 約20,000㎡ 2013 新築

大阪府 公立大学法人 大阪府立大学 BNCT研究センター 新築プロジェクト 約1,800m² 2012 新築

東京都 江戸川区 江戸川区立春江小学校外改築事業コンストラクション・マネジメント業務 約9,000m² 2011 新築

大阪府 公立大学法人 大阪府立大学 学舎整備事業（理系学舎改修、他） 13棟 2010 改修

東京都 江戸川区 江戸川区立船堀小学校外改築事業 コンストラクション・マネジメント業務 約9,100m² 2010 新築

東京都 江戸川区 江戸川区立松江小学校外改築事業 コンストラクション・マネジメント業務 約７,500m² 2009 新築

大阪府 公立大学法人 大阪府立大学 総合教育研究棟 新築工事 約14,000m² 2006 新築
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