
2018年９月にイオンディライトが
国内で初めてISO 41001認証を
取得しました！！

そう、ファシリティ
マネジメントなのです！！

ISO 41001はISO（国際標準化機構）が
今年４月に発行したファシリティ
マネジメント（FM）分野初の国際規格です。

イオンディライトでは、
既にISO 9001、ISO 14001 を全社で取得し、
2015年度からは全センターを対象に
ISOを活用した相互監査にも
取り組んでいるので…

イオンディライトではISO 41001を活用することで、
ビジネスプロセスを標準化し、
よりシンプルなものへと磨き上げていきます。

ISO認証取得には
具体的にどんなメリットが
あるんですか？

何よりマネジメントシステムは
長期的な経営計画に基づいて構築され、
内部監査や第三者による審査などが定期的に
行われるので、継続的に改善を実施する理想的な
企業風土を醸成することができるのです。

実際にイオンディライトでは、
これまでもISO 9001（品質）や
ISO 14001（環境）を活用し、
ビジネスプロセスの改善に
取り組んできました。

何を今さらって
顔してますね？

皆さんISOに関しては
もちろんよく
ご存じですよね…?

ISO認証の取得は
その分野で
イオンディライトの
マネジメントシステムが
国際基準を満たしている
証明となり、国内外での
営業機会の拡大に
繋がります。

また、マニュアルづくりを通じて、
業務の見直しを図ることができ、
効率化にも繋がります。

近年、企業では、
様々な課題への対処が
求められています。

1 今さら聞けない「ISOって何！？」 2 ISO41001の活用により、グローバルレベルのサービス提供へ

ISO（国際標準化機構）

企業（イオンディライト）

それらが認証機関に
認められれば晴れて認証!!

イオンディライト㈱
品質管理の
スペシャリスト

ディライト先生

イオンディライトは
日本、中国、アセアンで
ファシリティマネジメントを
展開しています。

ごらんのとおり、
PDCAサイクルの一丁目一番地には
「組織ビジョンの確認」とあり、
ファシリティマネジメント
方針の策定と続きます。

環境負荷低減

そんな中、こうした企業の
今日的課題解決に有効な
経営手法として注目を
集めているのが…

国内で初めて同規格を認証取得した
ファシリティマネジメント企業としての
「自覚」と「誇り」を持って業界全体の
業務品質向上への貢献を目指しています。

生産性の向上

BCP
（防災・減災）

マネジメントシステムマニュアル

マネジメント
システム
マニュアル

要求事項を満たしながら
PDCAサイクルを回してい
く管理の仕組み（マネジメ
ントシステム）を構築し、
文書化（マニュアル化）

国際間の取引を円滑化す
ることを目的に、様々な
カテゴリーで国際規格を
定める機関

「ファシリティマネジメントシステム ISO 41001:2018」の PDCA

是正・予防措置・
継続的改善等

運用・維持管理・
点検・補修等

……???

ISOが規定する
ファシリティマネジメント（※３）では、
ビルメンテンスのみならず、
省エネやコスト削減はもちろんのこと、
施設利用者の健康や満足度向上といった
幅広い効用が期待されています。

監視・測定、
マネジメントレビュー等

トップ方針・事業計画・
目標設定等

Check
● パフォーマンス評価（プロセス）
● パフォーマンス評価（マネジメント）
● 内部監査

Plan　
● 組織ビジョンの確認
● ファシリティマネジメント
  方針の策定

　 　 　 　 　 …

Act
●改善

Do
● ファシリティ
   マネジメント
   計画の実施
● サービスの統合

ECO!!

満足！

健康経営等

働き方改革

認
証
機
関

申
請

認
証

規格を作成

etc.

ISO 41001を携え、グローバルレベルの
サービスを提供していくことで、
アジアナンバーワンのファシリティマネジメント
企業へと飛躍していきましょう！！

※1・・・ISOではISO 9001（品質）やISO 14001（環境）などのようにISOに続く数列によって対応する分野が規定されています
※2・・・統合マニュアルとは、ISO 9001（品質）、及びISO 14001（環境）の要求事項を満たしたイオンディライトのマネジメントシステム

※3・・・ISOによるファシリティマネジメントの定義「施設環境における人々の生活の質、並びに中核ビジネスの生産性向上を目的に、人 と々場所とプロセスを統合する組織的機能」

それでは
ISO 41001について
紹介する前に、
まずはISOそのものの
概要について
おさらいしましょう。

統合（品質・環境）マニュアル※２はお馴染みですよね。

統合（品質・環境）マニュアル※２はお馴染みですよね。

グローバルレベルのFM企業に
相応しいビジネスプロセスを
構築。継続的な改善により
他の追随を許さない業務品質を
築いていきたいと考えています。

今度はこれらに
ISO 41001を
加えることで、

それではあなたは
ファシリティマネジメントとは

ISO 41001では、
ファシリティマネジメント
企業に対してお客さまの
成長戦略を理解し、
成長をサポートすることを
求めているのです。

ISO 41001では、
要求事項として経営の効率化や
コアビジネスを支援することが
明記されています。

む
む
む…

何か、正確に説明
できますか！？

すなわち、ISO 41001とは
ビジネスの成功を目的とした
ISO規格なのです！！

それぞれのISO規格（※１）には
要求事項が定められています。
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ISO 41001はファシリティ分野では世界初の国際規格で、土地、建物、構築
物、その周囲の景観等を対象とし健康、空間活用、維持管理、セキュリティ、衛
生、また従業員をはじめとした施設利用者の健康や働きやすさの実現といった
広範囲にわたる機能をカバーしています。今日、企業が直面している様々な課
題の解決に向けて今後、同規格がファシリティマネジメント（以下、「FM」）の世
界標準となっていくことが予想されます。

今回の認証取得にあたり、イオンディライト様からは「グローバルレベルの
サービスを提供する世界No.1のFM会社になりたい。そのためにまずはISO 

41001認証を取得することで業務品質の高さを証明したい」と伺っております。
イオンディライト様は当社の同認証の国内第一号として認証されました。今後
もグローバルなトップランナーとして、日本・中国・アセアンの主たる活動領域
を軸とし、お客さまの施設とその周辺環境の管理運営に関する最適なサービ
スを提供するFM事業を強力に展開されていかれることを期待しております。

ISO 41001教えて！
ディライト先生 国内初取得

って

どんなもの？
？

ＩＳＯ 41001取得の概要 ISO 41001認証機関（株）日本環境認証機構　ご担当者さまからのメッセージ

今さら聞けない「ISOって何！？」 ISO 41001の活用により、グローバルレベルのサービス提供へ1 2

※1・・・ISOではISO 9001（品質）やISO 14001（環境）などのようにISOに続く数列によって対応する分野が規定されています
※2・・・統合マニュアルとは、ISO 9001（品質）、及びISO 14001（環境）の要求事項を満たしたイオンディライトのマネジメントシステムマニュアル

認証事業所
IFMグローバル営業本部 TPC－IFM支店 TPCヘルプデスクセンター

対象事業所及びサービス
大手製薬会社大阪本社におけるファシリティマネジメント

（FM ヘルデスク、食堂関連サービス、設備保守、植栽、清掃及び事務代行）

「ファシリティマネジメントシステム：ISO 41001」の対象組織
ファシリティを運用している組織（ディマンド組織）
ファシリティの維持管理、及び運営の業務委託を受けている組織

⇒ イオンディライトは後者に該当します。本規格はファシリティマネジ
メントを委託する際の選定基準にも用いられることを想定し策定され
ています。

株式会社日本環境認証機構　事業開発本部
竹熊俊樹営業担当部長

※3・・・ISOによるファシリティマネジメントの定義「施設環境における人々の生活の質、並びに中核ビジネスの生産性向上を目的に、人々と場所とプロセスを統合する組織的機能」

2 3dm Company Journal delight mind dm Company Journal delight mind


