
東京都港区赤坂にある東京ミッドタウンは、ホテル、文化施設、商業
店舗、オフィス、住居、病院、公園などを集約した複合施設です。都
心部の施設とは思えないほど豊富な緑地を設けて活力ある 「街づくり」 
を行っており、都市が持つ多様な機能のつながりから新たな価値を創
造すること、またここに住む人や訪れる人がやさしさを感じられる空間
の実現を目指しています。

東京ミッドタウンは、防衛庁本庁の移転に伴う再開発計画として 2004 年に着工し、2007 年 3 

月にグランド オープンしました。その運営を担っている東京ミッドタウンマネジメント株式会社 （三
井不動産株式会社 100% 出資） は、さまざまなイベントの開催や商業施設のプロモーション支援、
建物の施設管理などを行っています。Web サイトや紙媒体など複数のメディアを効果的に用いて、
入居しているテナントや商業施設、ここを訪れる人々へ情報を提供し、魅力ある街づくりに取り組
んでいます。

東京ミッドタウンマネジメントは、オフィス ゾーンで働く方々を重要なステーク ホルダーと位置づ
けています。その一環でオフィス入居企業 （ワーカー） 向けの専用 Web サイトを通じて施設情報
や限定サービス、イベントなどの情報を発信しています。東京ミッドタウンのオープンから 7 年ほ
どが経ち、各地に新たな複合施設も増えていく中で、ワーカーに対してもサービスを拡充し、入居
満足度の維持向上を図ることは重要な課題となっていました。
東京ミッドタウンマネジメント株式会社 タウンマネジメント部 マーケティンググループ マネー
ジャーの松井百合氏は次のように話します。
「Web サイトは能動的にアクセスしていただく必要があるので、せっかく情報を掲載してもワーカー
の皆様に活用いただけず、機会損失になってしまう傾向がありました。入居している企業へのヒア
リングでも、ワーカー向け Web サイトへのアクセスが少ないという実態が明らかになりました。

シスコ サービス利用事例

東京ミッドタウン（　　　　　　　　　　　　　　　）
日々集うワーカーの利便性と施設価値の
向上を促すモバイル アプリを開発

─東京ミッドタウンマネジメント株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　タウンマネジメント部 マーケティンググループ 統括　矢野 欣宏 氏

シスコが持つ、ワールド ワイドなネットワークのノウハウは素晴らしい
と感じています。今回のアプリ開発においても、プロジェクト マネジメ
ント能力の高さだけでなく、私たちの立場で親身にサポートいただき、
とても助かりました。
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・シスコ アドバンスド サービス
・シスコ無線 LAN ソリューション
 （無線 LAN アクセス ポイント、
 Cisco Connected Mobile Experiences
 （CMX））

・東京ミッドタウンのブランド イメージの維
持とさらなる向上、他のオフィス施設との
差別化

・オフィス入居企業 （ワーカー） 向けサービ
スの活性化

・ワーカー向けスマートフォン アプリを開発
し、よりダイレクトな情報発信と利便性の
向上を実現

・シスコの的確なプロジェクト マネジメント
によって高品質のアプリをスケジュール通
りリリース
・現状の利用状況の分析、効果をさらに向
上させるためのロードマップづくりなど、
ユーザの立場からも魅力的な情報提供ア
プリの実現に貢献

・より多くのワーカーに利用してもらえるよ
う、アプリの訴求、改良を継続
・アプリの利用によってワーカーやテナント
同士の共創を促し、魅力ある街づくりに
貢献

三井不動産株式会社
東京ミッドタウンマネジメント株式会社



東京ミッドタウンマネジメント株式会社
タウンマネジメント部 マーケティンググループ統括

矢野 欣宏 様

東京ミッドタウンマネジメント株式会社
タウンマネジメント部 マーケティンググループ
マネージャー

松井 百合 様

東京ミッドタウンマネジメント株式会社
タウンマネジメント部 マーケティンググループ
アソシエイト

神山 翠 様

そこで、当時普及が拡大していたスマートフォンに着目し、アプリを使って情報をプッシュ配信する
のが効果的ではないかと考えたのが始まりです。」　
東京ミッドタウンは全館にシスコの無線 LAN ソリューションを導入し、商業施設側は Midtown 

Free Wi-Fi を展開しています。松井氏は以前に Wi-Fi の位置情報を分析するソリューションやモ
バイル アプリケーションとの連携を紹介され、シスコの技術やノウハウの素晴らしさを理解してい
たといいます。シスコ自身も東京ミッドタウンの入居企業であり、多くのワーカーがいることから相
談を持ち掛け、2014 年に正式にプロジェクトが発足しました。シスコはワーカー向けモバイル ア
プリ開発という画期的なプロジェクトのマネジメントを担うと同時に、ワーカーの立場からもフィー
ドバックを行い、より完成度の高いアプリの実現に貢献しています。
ワーカー向けアプリの有用性を、東京ミッドタウンマネジメント株式会社 タウンマネジメント部 

マーケティンググループ統括の矢野欣宏氏は次のように話します。
「ワーカーの方々にも商業施設やイベントの情報をダイレクトにお届けして満足度を高めることは、
街全体の施策としても求められていることでした。訴求したい相手に直接リーチできる媒体として、
このアプリが加わる意義はとても大きなものです。
ここではワーカー向け講演会のお知らせや、防災情報、周辺施設の情報も随時ご提供しています。
この街で過ごしているワーカーに有益な情報をできるだけ多くお届けできるようにしていくために、
しっかりした媒体に育てていきたいと考えています。」

専用アプリは対象者の 50％ 以上が活用
今回開発された「Tokyo Midtown App for Workers」は 2015 年 4 月中旬に正式リリースされ、
2016 年 2 月の時点でおよそ 4,000 人のワーカーが活用しています。この数字は対象となるワー
カー数の 50％ を超えており、普及度は高いと同社では分析しています。
商業施設と連携したサービス情報の登録と発信は公式 Web サイトなどへの登録と同様の業務フ
ローで行えるようになっています。当初からシステム化していたことで、アプリの運用管理負担は大
きく抑えられています。東京ミッドタウンマネジメント株式会社 タウンマネジメント部 マーケティン
ググループ アソシエイトの神山翠氏は次のように話します。
「発信する情報のスパンは結構短いので、小回りを利かせながら回転率を上げていくことが求めら
れます。東京ミッドタウンでは紙媒体や Web などいろいろな媒体があり、それらに情報を掲載す
る申請フローがすでにできているので、今回のアプリはその媒体の 1 つとして加わったかたちで
す。アプリのインターフェイスはとても使いやすく、好評です。コンテンツのアクセス状況やクーポ
ンの利用状況を直接ログとして取得、確認できるので、必要なデータをぱっと出せます。各店舗へ
のフィードバックがしやすく、アプリのチューニングも行いやすいですね。」

シスコの高いプロジェクト マネジメント力を発揮
今回のプロジェクトでは、東京ミッドタウンマネジメント、アプリ開発を担当した博報堂プロダク
ツ、シスコの 3 社が携わっています。シスコは課題や要件の整理、解決策の提示などプロジェク
ト全体のマネジメントを円滑に進め、予定通り 2015 年 4 月中旬の正式リリースを達成しました。
松井氏は、シスコのプロジェクト マネジメント力を高く評価しています。
「プロジェクトのメンバーはほぼ全員が本来の業務と掛け持ちでしたが、週次でミーティングを持ち
ながらアプリのアイデアやコンセプト決めから丁寧に詰めていきました。シスコからは基幹システ
ムなど大規模案件の経験を持つプロジェクト マネージャが参加していただき、関係各所の調整や
リスク ヘッジを巧みに行っていただきました。

ソリューション

すぐ近くに魅力的な情報がたくさんあります。
それをワーカーの皆様にしっかりお伝えして
満足度を高めていくことはとても大事です。



東京ミッドタウン
オフィスワーカーズアプリ

東京ミッドタウン オフィスワーカーカー
ドに入会しているオフィス ワーカーが
利用できるモバイル専用アプリ。最新
のイベントや店舗情報などを届ける 
「インフォメーション」、ワーカー限定の
優待情報を配信する 「クーポン」 のほ
か、リマインダやお気に入り登録機能
も備える。また、天気情報もすぐ見る
ことができる。

ワーク ＆ ライフの楽しみを
広げるワーカー専用アプリ
として人気を博している。

イベントやキャンペーン情報など魅
力ある情報をタイムリーに配信

商業施設と連携した期間限定クー
ポンなど優待サービス情報を配信

気になる情報やお気に入りのクー
ポンを簡単にブックマークできる

アプリを起動

気になる情報やお気に入りのクー

として人気を博している。

商業施設と連携した期間限定クー

ことができる。

イベントやキャンペーン情報など魅

※画面に表示しているキャンペーン情報、クーポン情報、イベント情報はイメージです。

を
プリ

おかげでスケジュールの遅延もなく、安心して取り組むことができました。また、アプリのテスト時
にはワーカーの立場として多数の社員の皆様にもご協力いただきました。
今はアプリを育てていく段階として新たな目標を定め、シスコ アドバンスド サービスの支援を受け
ながらロードマップの作成、アプリ改善と運用の高度化に向けた取り組みを進めています。」

東京ミッドタウンではワーカー向けアプリのさらなる浸透を図り、より多くのワーカーに有益な情報
をタイムリーに伝えると同時に、こうしたツールを提供していることを通して、街としての魅力、新
たな価値創造を進めていきたいとしています。また、アプリの利用を通じて取得できるログなどの
データ活用についても、シスコの支援を得ながら検討していく予定です。

その他の詳細情報
シスコ アドバンスド サービスの詳細は、
http://www.cisco.com/web/JP/services/index.html を参照してください。

結果～今後
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お問い合せ

シスコシステムズ合同会社

1128-1604-00A-F

〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp

東京ミッドタウンマネジメント株式会社
本社所在地 東京都港区赤坂 9-7-１
設立 2004 年 12 月 3 日
資本金 1 億円
業種 サービス業
 「東京ミッドタウン」のタウンマネジメント業務を中心と
 した、不動産の賃貸借、管理、運営に関する業務。 
 内外装、外構工事の設計、管理および請負警備ほか
規模 従業員 129 名 （2016 年 4 月現在）
URL http://www.tokyo-midtown.com/

三井不動産株式会社
本社所在地 東京都中央区日本橋室町 2-1-1
設立 昭和 16 年 7 月 15 日
資本金 339,766 百万円
業種 不動産業
 オフィス ビル事業、商業施設事業、住宅事業、
 不動産ソリューション サービス事業、海外事業、
 ロジスティクス事業、ベンチャー共創事業　など
規模 従業員 1,349 名 （平成 27 年 3 月 31 日現在）
URL http://www.mitsuifudosan.co.jp/
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