
■中部ブロック
□富山県
185　株式会社ジャパン・フラワー・コーポレーション
193　富山ライトレール株式会社
197　株式会社ピア

□石川県
180　会宝産業株式会社
181　株式会社加賀屋
182　学校法人金沢工業大学
183　有限会社かよう亭
192　社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院

□岐阜県
177　エコアライアンス株式会社
179　株式会社大垣共立銀行
189　株式会社高山グリーンホテル
200　レオイ株式会社

□愛知県
174　NPO法人アスクネット
184　株式会社ケイ・ウノ
186　ジャパンベストレスキューシステム株式会社
187　新日本ウエックス株式会社
188　株式会社ゼットン
190　つばめ自動車株式会社／つばめグループ
191　株式会社ティア
194　医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
195　株式会社内職市場
196　ネットオフ株式会社
198　株式会社名鉄インプレス

□三重県
175　農事組合法人伊賀の里モクモク手づくりファーム
176　有限会社イトーファーマシー
178　株式会社相可フードネット（まごの店／せんぱいの店）
199　株式会社リブネット



地域貢献̶農事組合法人伊賀の里モクモク手づくりファーム人材育成̶NPO法人アスクネット

地域貢献第3回受賞企業・団体

農業を「まるごと産業」化することによって地域発展に貢献

農事組合法人伊賀の里モクモク手づくりファーム

業種：アグリランド所在地：三重県（中部）

事業概要：直営農場の運営、直営農畜産加工場の運営、食農学習施設・農業公園の運営、農産加工品直営店舗の運営、
通信販売事業、量販店向け卸販売事業、農場レストランの運営など

■提供サービス
伊賀の里モクモク手づくりファームとして、地場の食品、地ビール、レストランを中心としたアグリランドビジネス
を展開。最近では、食育・食農・農学舎などの学びの場の提供も行っている。

■ハイ・サービスのポイント
同法人の強みは、「農業を六次産業化する」という強い戦略的な意思によって「生産の場」「加工の場」「流通の場」
などの様々な場づくり事業を進め、それぞれの場を有機的に連携させてより大きな＜地域ファクトリー＞を創造し、
地域の全体の発展を促進している点にある。

生産の場づくり事業
モクモクのオリジナル米「ごーひちご」を栽培するなど、野菜・米の生産農場の運営、有機農法の研究普及、農産
物のブランド化などを推進している。

加工の場づくり事業
ウインナー、ハム、パン、チーズ、和菓子、地ビールといった、安心な加工品の開発など、高付加価値商品の開発
に取り組んでいる。

農村交流の場づくり事業
ファクトリーパーク「モクモク手づくりファーム」を運営し、産直の場づくり、癒しの場づくり、農村交流の場づ
くり、食農教育カリキュラム、手づくり体験カリキュラム、自然・エコロジーカリキュラムなどを企画している。「モ
クモク手づくりファーム」は、年間 万人を集客するまでに成長した。

流通の場づくり事業
インターネットショッピング、モクモクネイチャークラブ会員への通信販売、直営店舗や契約店舗を通した販売を
手がけている。

食の場づくり事業
安全・安心な食の提案、スローライフ運動の提案、一般消費者への食農教育、地産地消の提案などを行っている。

循環と地域連携の場づくり事業
日々自然と向き合う農業人という立場から、リサイクルによる地域連携推進や地域活性化事業などに参画している。
具体的には、他の法人などと共同で「みえエコくるセンター」を設立し、ファーム内で出た生ゴミや家畜糞尿など
から堆肥をつくって利用したり契約農家に提供したりしている。また、ファーム内では、紙皿、紙コップ、割り箸
などを利用せず、自動販売機も設置していない。

仲間の場づくり事業
有限会社モクモク流農村産業研究所を設立し、モクモクのノウハウで全国の農村を支援している。

人材育成第7回受賞企業・団体

地域人材を教育資源とした「市民講師ナビ」を運営し、キャリア教育をコーディネート

法人アスクネット

業種：教育・学習支援所在地：愛知県（中部）

事業概要：キャリア教育の推進・サポート、外部講師を活用したキャリア教育のコーディネート、教育イベント支援ほ
か

■提供サービス
地域住民を「市民講師」として、学校にコーディネートする「市民講師ナビ」を運営。行政とも協働し、キャリア教
育のサポート、キャリア教育支援人材（教育コーディネーター）の育成事業などに取り組む。高校生向けのキャリア
デザインマガジン『 （エスチャン）』を発行。市民参加型教育イベント「愛知サマーセミナー」等の支援など、
学校と地域社会を結びつけ、地域のトータルな活性化につながる人材育成サービスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
学校教育のなかに、「市民講師」として地域市民を巻き込むことにより、子どもたちに様々な大人（地域住民）との
出会いを提供するだけでなく、一般市民が「講師」となって、学校教育にかかわる機会をコーディネートすることで、
市民（講師）の意識も変革。これにより、キャリア教育を促進するとともに、地域の活性化にも寄与してきた。

「市民講師ナビ」事業では、学校の要請に応じて、様々な知識・経験・特技などを有する地域の企業経営者・技術
者・住民を講師としてコーディネートし、キャリア教育授業をサポートしている。教育の現場である学校に、市民
の教育力を導入するべく、働きかけている。
市民講師のコーディネートだけではなく、学校（教員）のキャリア教育授業の支援のためのプログラム作成・提案、
および支援人材（コーディネーター）の育成にも取り組んでいる。
多くの一般市民が、学校教育にかかわるための講師研修も実施している。
市民参加の教育イベントの運営をサポートすることにより、学校と地域を結びつける支援を行っている。
〈教育イベント例〉
①誰もが先生・誰もが生徒「愛知サマーセミナー」
②市民と学校が祭りを通じてつながる「オータムフェスティバル」
③授業への新しい取り組み・課題への挑戦を持ち寄る「授業改革フェスティバル」
愛知県内の高校生を対象にしたフリーペーパー『 （エスチャン）』を発行。同誌は、高校生が自らの生き方・
キャリアについて考えることを促すキャリアデザインマガジン。
行政の委託事業において、産業界や行政と連携を図りながら地域市民の教育機関と結びつきたいというニーズを掘
り起こして、地元教育機関へ市民講師を派遣するプログラム、体験型ワークショップなど様々な教育プログラムを
提案することによって、学校と地域を結びつけた。
〈委託事業例〉
①愛知県「人材育成コーディネート推進事業」（ 年度）：キャリア教育促進を目的に支援人材の雇用・育成、県
立高校への社会人講師派遣、小中学生を対象にしたものづくり講座の実施

②経済産業省「社会人講師活用型教育支援プロジェクト」（ 年度～）：小学校 ・ 年生の理科の授業に企業の
技術を活用したプログラムをコーディネート

③経済産業省「キャリア教育民間コーディネーター育成・評価システム開発事業」（ ～ 年度）：キャリア
教育の推進に取り組みながら、コーディネーターの育成システムを検討

④経済産業省「地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト」（ ～ 年度）：地域一体となったキャリ
ア教育推進をサポート。また、その成果をまとめた「キャリア教育ガイドブック」を制作

⑤愛知県「 提案型協働モデル事業」（ 年度）：高校生のためのキャリア教育支援ブックの作成、 サイ
トの構築

全景 手づくり体験カリキュラムや食農教育カリキュラムなどの企画・
運営で、年間 万人を集客講義風景 同法人ホームページ



サービスプロセスの改善̶エコアライアンス株式会社サービスプロセスの改善̶有限会社イトーファーマシー

有限会社イトーファーマシー エコアライアンス株式会社

サービスプロセスの改善第8回受賞企業・団体

特積み業界初の「求貨求車」ネットワークにより物流の最適化へ

所在地：岐阜県（中部） 業種：物流

事業概要：求貨求車システムの運営マネジメント

■提供サービス
を活用して車両情報と貨物情報をマッチングするシステムにより、自由にスペース予約可能な業界内の「求貨求車」
ネットワークを構築。さらに現場では、運行車両のスペースを 分割する「ユニットボックス」の採用により空き
スペースの「見える化」を実現し、業務効率化とコスト削減につなげている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、トラック輸送ネットワークの共同利用や運行拠点での共同運行管理など、業界各社の枠組みを超えた

の新しいサービスを提供している点にある。それにより、特積み業界の中長期的な課題であった非効率な輸送
システムの最適化実現が視野に入りつつあり、業界全体の効率化や構造改革につながっている。

積載率向上とコスト削減を図り、特積み業界全体の「最適物流」を目指すため、セイノーホールディングスが共同
運行プロジェクトを企画。これに賛同した特積み事業者 社（現在は 社）が検討を重ね、同社が設立された。
求貨求車システム自体は従来も存在していたが、自社のトラックの空きスペースがわかるだけで、他社トラックや
当該区間を走る全会社での積載率や空きスペースは知るすべがなかった。同社が特徴的なのは、積載可能なスペー
ス確認を複数の特積み事業者に対して行っていることである。
「求貨求車」のネットワーク化は業界初の試みであり、それによりアライアンス各社のトラックに、どれくらいの
空きスペースがあるかがわかるようになった。
荷物が少ない時は、空きスペースに他社の荷物を載せることによって業界全体での減便を促進できる。荷物が増え
た時は、各社が自社便に載せきれなかった分を集めて運行するという対応が可能。
実際にどの会社のトラックを使い、どの運輸会社に依頼するかについては、「オープン ニュートラル」の考え方
で行っている。これは当該路線で、一番安く、一番早く、一番質が高いであろう運輸会社を委託する側が自由に選
定する仕組みである。
トラックの空きスペースを「見える化」するために、「ユニットボックス」を開発し、特許を取得した。
「ユニットボックス」（特積みトラックに 台積載可能）の採用により、スペースを 分割。空きスペースがある
かが明確に把握できるだけでなく、積載時の作業効率も向上した。
さらにインターネット上で求貨情報を公開し、荷物量と輸送能力をマッチングする求貨求車システムを開発した。
このシステムにより、各社はユニットボックス単位でスペースを予約できる。
求貨求車システムを活用した共同輸送により、積載効率が向上し、環境・資源の保全にも寄与している。また、貨
物量に応じた車両配置が可能になり、特積み事業者のコスト削減を実現している。
幹線網の共有により、社にとって不得意な地域であっても、別の会社には得意な地域であることもあり、荷物を「託
す」ことによってサービスの質も向上するなど、荷主にとってもメリットが出ている。
このような取り組みは、業界全体の費用構造改革であり、幹線共同運行という点で賛同を得ており、今後も参加社
を受け入れる姿勢である。

サービスプロセスの改善第9回受賞企業・団体

介護作業の標準化と介護記録・評価システムの導入により、サービスの質の向上とコスト削減を実現

所在地：三重県（中部） 業種：介護

事業概要：居宅介護支援、訪問・通所介護サービス

■提供サービス
年、同社は調剤薬局として創業し、 年より介護事業に参入。居宅介護支援、訪問・通所介護サービスのほか、

介護用品のレンタル・販売を行っている。介護手順書を作成し、介護作業の標準化、「見える化」を行い、それをも
とに介護記録・評価システムを構築して作業を効率化することにより、書類作成などのヘルパーの負担を軽減すると
ともに、ペーパーレスや人件費の削減を実現している。

■ハイ・サービスのポイント
介護作業の効率化によりヘルパーの負担を大幅に軽減し、サービスの質のさらなる向上とコスト削減を実現した同社。
その強みは、個々の介護業務を標準化して質を高めるとともに、それをベースに 化を推し進め、介護記録・評価シ
ステムを導入するという標準化、「見える化」の実施にある。

中小企業基盤整備機構から派遣専門家（中小企業診断士）を受け入れ、 化への道筋をつけた。
介護記録・評価システムの構築はソフトウェア会社を活用した。
介護を、入浴や排泄の介助という「行為」ではなく、風呂を沸かすために湯沸かし器のボタンを押す、浴室の敷居
をまたぐといった個々の「行為動作」にまで落とし込み、介護手順書を作成。介護作業の「見える化」を行った。
ヘルパーが、介護手順書に基づき、介護の現場で作業の「している／していない」を携帯電話で入力することによ
り、個々の利用者の介護履歴と利用者の介護評価をおこし、「理にかなったケア」を実現した。入力されたデータは、
システムによって、個人別介護実績記録、個人別介護支援経過表等様々な記録に転記される。
蓄積された介護履歴のデータベースを活用して、個々の利用者に合ったサービスを提供した。
介護データは、利用者の家族、ケアマネージャー、医師、事業所で共有した。
項目に及ぶ利用者満足度を調査してグラフ化したり、現場のヘルパーの留意事項を月ごとに一覧化したりする

など、システムに様々な機能をもたせた。
初代システム「スイートハート」をさらに使いやすくするために、三重大学との共同研究でバージョンアップし、
新システム「 」を開発した。
以上の取り組みの結果、以下の効果が得られている。
◦日々の介護日誌を 分で作成できるなど、書類整備等の事務処理時間の削減と残業ゼロを実現
◦「スイートハート」導入時点で、特定事業所加算Ⅲの適用訪問介護事業者として認定され、事業所加算 ％が
適用

◦特定事業所加算Ⅲの適用訪問介護事業者認定や作業標準化の進展により、前年比売上高約 ％アップを実現。
試算によると、 カ月に約 万円のコストを削減していることになる

◦ヘルパーの個人差を排した、介護サービスの標準化を実現
◦作業負担の軽減により、社内研修・ミーティングが自主的に開催されるほど、ヘルパーのモチベーションが向上
◦ミーティングの場での情報交換によって「気づき」が増え、新たなサービスの立案につながっている
◦仕事に集中して取り組める環境ができ、事故は発生していない

独自開発の「ユニットボックス」 求貨求車による共同輸送のイメージ 経済圏間の共同輸送のイメージ訪問介護の現場 同社ホームページ



サービスの高付加価値化̶株式会社大垣共立銀行人材育成̶株式会社相可フードネット（まごの店／せんぱいの店）

サービスの高付加価値化第7回受賞企業・団体

顧客目線のサービス提供で、銀行CS全国1位を獲得

株式会社大垣共立銀行

業種：銀行所在地：岐阜県（中部）

事業概要：地方銀行

■提供サービス
地方銀行として全国での知名度の低さに対し、「顧客目線のサービス」の企画・提供によって知名度アップに成功。

年度にダイヤモンド社が行った顧客満足度調査「つきあいたい銀行ランキング」では、大手銀行を抑え全国第
位に輝いた。さらにはコンビニの利便性・高サービス性に範を取った「コンビニプラザ半田」を開設するなど、意欲
的な展開を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
顧客目線に立った、様々な高付加価値サービスを立案・提供することが同行の行風となっており、結果、顧客満足度
を高め、全国的な知名度向上に成功。さらに行員のモチベーション向上を獲得する「正のスパイラル」を構築している。

設立 周年を前に、行員に自行についての意見を求めたところ、「大垣共立銀行」という名称の長さや知名度の
低さなど、自行に対するマイナス意見が多かった。ライバル行と競い合うには行員のモチベーションを維持する取
り組みが不可欠であり、同行のセールスポイントを確立する必要があった。
地域の有力企業には地域の名称が入る社名も多かったことから、変更する必要があるのは「社名」ではなく、自行
の「イメージ」であると判断。一般顧客向けのマスリテール路線を選ぶとともに、顧客満足度向上を第一に掲げ、様々
なサービス提供を開始した。
銀行 は「お客さまに最も近いサービス窓口である」と考え、稼働曜日や時間の拡大を断行。 年に「サンデー
バンキング」（全国普通銀行初）、 年に 日年中無休稼働「エブリデーバンキング」（国内金融機関初）を実
施するなど、対応時間を拡大。 年には、 の稼働開始時間を早め、早朝時間帯には手数料を免除する「モー
ニングバンキング」を開始。さらに 画面で、スロット・ルーレット・サイコロが回る「 ゲームサービス」
など、遊び心あふれる付加サービス提供で、同行の評判を確立させた。
取引に応じて、ポイントがたまるポイント制サービス「サンクスポイント・プレゼント」（全国金融機関初）を開始。
たまったポイントは、現金や様々な特典と引き換えできる。また、年会費を徴収する代わりに、 の時間外利
用手数料の無料や「サンクスポイント・プレゼント」のポイントが 倍、 倍となる特典がついた「ゴールド総合
口座」「スーパーゴールド総合口座」を設定。顧客に喜ばれるサービス（商品）の立案・提供を積極的に行った。
地域の銀行として直接顧客とふれあう窓口業務・店舗にも「顧客目線」のメスを入れ、 年に年中無休で窓口
営業する店舗「エブリデープラザ」（全国金融機関初）を開設。また、 年 月、コンビニエンスストアの利便性・
高サービス性に範を取った「コンビニプラザ半田」（半田支店）を開設し、建物・看板・制服などをコンビニ風にして、
入店しやすく親しみやすい店舗イメージを構築するなど、意欲的かつサービス戦略重視の店舗展開を行った。
これらのサービス展開（立案・提供）の基本は行員の意識にあると考え、自行員をコンビニエンスストア業・ホテ
ル業・ 放送業などの異業種で研修させるシステムを採用。自行を外部から見つめる目を養わせるとともに、異
業種研修から得たアイデアや疑問、経験を自行のサービスにフィードバックさせていった。
様々な「全国初」のサービスを提供していく過程で、自行の知名度のほか、顧客満足度も向上。 年度にダイ
ヤモンド社が行った顧客満足度調査「つきあいたい銀行ランキング」において、大手銀行を抑えて全国第 位に輝
いた。地方銀行でありながら全国的に知名度が向上したことが行員の自信へとつながり、一時は改名すら取りざた
された「大垣共立銀行」という名称を誇りとして、さらなるサービスを提供・展開しようという気風を確立した。
またこの知名度向上は、人材確保の面でも有効で、意欲あふれる新人の確保に成功している。

人材育成第7回受賞企業・団体

「地産地消」により地域の農家を支援、「生産者の顔が見える」安全な食のサービスを提供

株式会社相可フードネット（まごの店／せんぱいの店）

業種：飲食所在地：三重県（中部）

事業概要：弁当・総菜販売、レストラン運営

■提供サービス
相可高校の食物調理科の生徒が運営するレストラン「まごの店」は、地元で生産される有機野菜や特産品などを使用
し、地域に貢献。高校生が運営するレストランとして全国的に有名になった。この成功を受けて新たに設立された株
式会社相可フードネットが、弁当・総菜店「せんぱいの店」を地元の大型ショッピングモールで開店。安全・安心な
食のサービスを提供するとともに、同校食物調理科卒業生に職場を与えている。

■ハイ・サービスのポイント
両店とも「地産地消」の仕入れ＆販売により地元農家の振興と事業の効率化を図っている。「せんぱいの店」は地域
密着事業として食物調理科卒業生の就職の受け皿を目指すなど、物心ともに地域と一体化していることが強みである。

「まごの店」は、地元の農産物直営施設の食材を利用した、相可高校の食物調理科の生徒が運営するレストランと
してオープンし、その後、全国で唯一高校生が運営するレストランとしてメディアに取り上げられ有名になった。
地元多気町の市民団体「まちおこし仕掛人塾」が中心となり、相可高校、農林商工課が協力する形で、コミュニティ
ビジネスを企画。株式会社相可フードネットを設立し、弁当・総菜店「せんぱいの店」を地元ショッピングモール
内に出店した。
同社は地域の人的ネットワークのなかで、出資者や代表・店長が集まって成立した。設備投資は県の助成や銀行か
らの借入により賄った。
相可高校卒業生を積極的に採用し、他店での研修なども組み合わせてスキルアップを図っている。 代の調理ス
タッフ全員が同校卒業生である。また、パートナーとして、 ～ 歳の 人が、孫世代にあたる 代の調理人を
支えている。
「せんぱいの店」開店前から約 戸の支援農家を「アグリメイツ」という名称で組織化し、有機栽培の野菜など
生産者の顔が見える安全・安心な食のサービスを実現。旬の新鮮な野菜を使ったメニューを提供している（「アグ
リメイツ」からの仕入れは ～ ％程度。残りの野菜は流通業者からであるが、 ％県内産を使用。卵、豆腐、
醤油、割り箸は ％多気町産）。
同社は広告宣伝費をかけるほど資金が潤沢ではなく、「まごの店」に取材にきたマスコミに「せんぱいの店」を紹
介してもらい、同時に雑誌やテレビに露出することで知名度の向上を図っている。
「せんぱいの店」では「まごの店」で出している料理のレシピ集をメニュー開発に役立てるなど、成功したモデル
ケースのノウハウを取り入れている。
伊勢いもをはじめとした地域農産物を することにより地域ブランドの発展に寄与している。
流通に乗りにくい規格外の野菜などを「アグリメイツ」から仕入れることによって、地元農家を支援すると同時に
材料コストの低減化を実現している。
県外総菜店への研修旅行など、人的ネットワークを活かした教育の継続により、スタッフの調理・接客のスキルアッ
プに取り組んでいる。
ガラス張りの調理スペースなど、顧客に対する調理工程のオープン化により安全・信頼性を確保している。

コンビニプラザ半田 移動店舗「スーパーひだ 号」
賑わう「せんぱいの店」 調理スタッフには地元高校卒業生を採用。ガラス張りにより調

理工程をオープン化している



サービスプロセスの改善̶株式会社加賀屋科学的・工学的アプローチ̶会宝産業株式会社

サービスプロセスの改善第1回受賞企業・団体

おもてなしを裏で支えるロボットの細腕

株式会社加賀屋

業種：ホテル・旅館所在地：石川県（中部）

事業概要：旅館業

■提供サービス
プロが選ぶ「日本のホテル旅館 選」 年連続 位が象徴するように、旅館業界のリーディングカンパニー。大規
模旅館だが、顧客の視点でサービスの徹底を図ることが特徴で、従業員の満足度向上にも尽力している。台湾にもフ
ランチャイズ方式で展開予定。

■ハイ・サービスのポイント
新館建設など企業の規模拡大投資に伴い、サービスプロセス改善のため料理自動搬送システムを導入したほか、エス
テなどといった新たなサービスを積極的に取り入れ、これら新サービスの導入を老舗としてのサービス品質の維持に
結びつけている。

客室係の負担を軽減する目的で、 年（昭和 年）の能登渚亭の新築（投資額 億円）、 年（平成元年）
の雪月花の新築（投資額 億円）の際に、料理の自動搬送システムを導入した。これは、調理場から各階のパン
トリーまで自動制御で料理を運ぶシステムであり、このシステムの導入により、お客の部屋に料理を運ぶ作業労力
の軽減・効率化を実現。その結果、従業員が宿泊客と接する機会が増え、サービスの質の向上につながっている。

コンピューターにより、ピーク時／アイドリング時に応じた人員の配置を管理するシステムも、 年前に導入した。

科学的・工学的アプローチ第5回受賞企業・団体

独自の管理システムと流通ネットワークで、国内外に広がる中古車部品のリサイクル

会宝産業株式会社

業種：中古車部品販売所在地：石川県（中部）

事業概要：使用済み自動車の引き取り・解体・破砕前処理、中古車・中古部品の輸出販売など

■提供サービス
中古自動車部品の製造・販売業務統合管理システムの開発により、中古部品の在庫管理や品質管理の精度を高め、国
内・海外を結ぶ独自の中古車部品流通ネットワークを構築・運用している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、 を活用した生産管理・販売管理の仕組みや作業工程の標準化によって自社の部品品質を高めるとと
もに、業界全体にこうした仕組みの輪を広げて、「リユース・モータリゼーション」という今日的意義のある事業を
確立した点にある。

海外のバイヤーが部品を買い付ける場合は、欲しい部品を見つけてそのつど価格交渉を行っており、また部品の相
場はエンジンの型式などに従ってほぼ決まっていた。しかし、この相場には、各部品の品質の違い（メーカー、年
式、走行距離などによる品質の違い）が反映されておらず、海外向けの部品には品質を保証する仕組みを作る必要
があった。
いくつかの試みの後、 年、経済産業省「 活用型経営革新モデル事業」に応募。助成金を活用して、中古自
動車部品の製造・販売業務統合管理システム「 システム」を開発。「 システム」は、在庫管理データベー
スシステムを核に、仕入管理、販売管理、生産管理などの各サブシステムで構成され、国内外のアライアンス企業
にもインターフェースを提供。また （ソフトウェアの期間提供）により各サブシステムの提供も行っている。
「 システム」導入の結果、在庫管理、品質管理の精度が向上し、一定の基準で品質や状態を評価して価格を決め、
市場へ流通させることが可能になった。また、蓄積された過去の取引実績によって国や地域ごとの需要動向をつか
めるようになり、価格を調整できるようになった。
システムをベースに、商社に頼らない独自の販売ルートを開拓した結果、世界 カ国と取引実績を持つまでに成長。
また国内約 社の解体事業者と「 法人 （リユース・モータリゼーション）アライアンス」を形成し、部
品調達・供給などビジネス面での連携を深めながら、自動車リサイクル事業の普及・標準化のリーダー的役割を果
たしている。

華麗な旅館施設

巨大な調理場 料理が乗ったワゴン

料理自動搬送システム。左は調理場の搬送システム入り口。右
は搬送中の料理ワゴン

オンラインでの中古部品調達

国内外の企業が「 システム」で結ばれている

「 システム」導入による効果
（出典：経済産業省 経営ポータル）



サービスの高付加価値化̶有限会社かよう亭サービスプロセスの改善̶学校法人金沢工業大学

サービスの高付加価値化第6回受賞企業・団体

上質なサービスで国内外から支持を受ける日本の小さな温泉旅館

有限会社かよう亭

業種：ホテル・旅館所在地：石川県（中部）

事業概要：温泉旅館

■提供サービス
数寄屋造りの小規模な純和風温泉旅館。一貫して小規模な日本古来の旅館スタイルを徹底することで、顧客への細や
かで行き届いたサービスを追求。また、顧客の 割強を外国人客が占め、海外のホテルとの連携や富裕層向け旅行博「イ
ンターナショナル・ラグジュアリー・トラベル・マーケット（ ）」に参加するなど、国際展開にも先進的な取り
組みをみせている。

■ハイ・サービスのポイント
「本物のもてなしとは何か？」を突き詰め、これを徹底的に追求していった結果、小規模旅館へと転換。大規模旅館
における建物やサービスの対極にある、深く、こだわりあふれる旅館づくりに注力することで、国内外から高い評価
を獲得している。

年のオイルショックを契機に、団体ツアーの誘致を前提にした規模と効率性重視のサービスはやがて破綻す
ると考え、次代にあるべき旅館像を徹底的に検討。地域に根ざした上質なサービスの提供を目指すとともに、本物
のもてなしとは何かを徹底的に追求することを課題とした。
本物のもてなしを追求していくうち、大規模な宴会場や全国一律の懐石料理などは供給側の都合でしかないと考え
るに至った。そこで、 年に採算性や客室稼働率などを無視して、小規模旅館にリニューアル。施設面では、
万坪の敷地に客室を 室（収容人数 人）のみとし、シックハウス建材をオーガニック材に変更した。サービス
面では、生産者名までわかる地場の食材・食器を使った料理の提供や外国人旅行客に対する伝統工芸の現場への案
内を実施。販売面でも、オープン披露や宣伝費、旅行代理店との契約は一切なしと、観光業界の常識とはかけ離れ
たスタイルを貫いた。
顧客層がすべて入れ替わり、リニューアル当初 年間は経営的に苦しい状況が続いたが、口コミにより宿泊客やリ
ピーターが徐々に増加。また、食材や食器など仕入面での賛同者が現れるなど、本物のもてなしを追求するという
コンセプトの徹底が、各方面にプラスの波及効果を見せ始めた。
増え始めた宿泊客には、各界の著名人や海外旅行客が多かったことから、多くのマスコミ取材が誘発され、講演や
シンポジウムなどにも出席する機会が増加。対外的な活動が増えた結果、イタリアの「ホテル プレジデント アバ
ノテルメ」社長と知己を得、同ホテルのシェフを招いた宿泊プラン提供や相互の顧客紹介などを 年以上にわたっ
て続けている。 年にフランス（カンヌ）で開催された「インターナショナル・ラグジュアリー・トラベル・マー
ケット（ ）」にオールジャパンとして出展した際に、委員として参加。また、地元の若手経営者・職人と組ん
で調査事業や海外誘客事業など様々な取り組みを行い、 年には富裕層にアプローチする観光、食などをテー
マにして「ラグジュアリーライフスタイル国際会議」を地元金沢で開催した。この国際会議を中核とする事業は、「地
方の元気再生事業」（内閣府）に採択された。
「もてなし」など、数字には表れない簿外の資産づくりの大切さを全従業員にしっかりと意識させ、その洗練され
た「日本のおもてなし」により、顧客には社会的影響力の強い著名人・文化人・経営者、外国人などの宿泊客を獲
得し、リピート率も高い。その結果、マスコミの取材や記事掲載による 効果も高い。現在の厳しい経済状況で
も客単価は約 万円で、外国人旅行客が約 割を占めている。

学校法人金沢工業大学

サービスプロセスの改善第8回受賞企業・団体

「年間300日活動できるキャンパス」などの高付加価値化教育で高い就職率を達成

所在地：石川県（中部） 業種：教育（大学）

事業概要： 学部 学科による大学教育

■提供サービス
学生の満足度を高めるため、各年のアンケート結果から改善課題を抽出し、次年度に諸施策を実施する サイク
ルを活用。「年間 日活動できるキャンパス」を掲げ、「夢考房」や数理工教育研究センターなど、他大学では見ら
れないような施設やシステムを提供している。学生が能動的に勉強できるようサポート体制を充実させ、教育内容の
シラバスを細かく数値化することにより学習達成度の「見える化」を可能にした。

■ハイ・サービスのポイント
同大学の強みは、 サイクルの仕組みを構築し、学生の満足度を高め、改革による付加価値の高い教育の結果、
高い就職率を達成している点にある。また「夢考房」や数理工教育研究センターをはじめとした施設やシステムによ
り、学生主体の「年間 日活動できるキャンパス」を実現している。

普通の大学は ～ 日分のカリキュラムしかないが、同校では 日利用可能なキャンパスという考え方を導
入。数理工教育研究センターや 時間 日オープンの自習室などを提供し、学びの後押しをしている。
教員の教育能力を向上させる取り組みとして、 （ ）研修を実施している。同校を卒業し
た教員志望者もすぐに採用せず、社会経験を積んでから再審査に通している。また、採用後もプロジェクトデザイ
ン教育の基礎実技教育課程を担当させ、いきなり専門の特定教科に配置することはない。
プロジェクトデザイン教育とは、グループ単位で研究課題を自主的に設定し、発表、評価し合うというもの。教員
だけでなく、学生相互に評価させるところに特徴があり、予算や原材料などの制約条件のもとで行われるため、模
擬ビジネスの体験となっている。
他校のシラバスは授業内容の概略に過ぎないが、同校は何について何割くらい、あるいは座学・意見交換・発表・
思考力育成などにどれくらいの割合が割かれるか、実際の授業のカリキュラムに何が何十分ずつ充てられるかなど
が「数値化」されて示されている。授業内容＝学生にとっても達成できることの「見える化」になっている。
学生からのクレームをメールで受ける窓口を設け、毎年数百ページの報告書に苦情の分析などをまとめている。
数理工教育研究センターでは工学の基礎や水準合わせに寄与している。普通の大学の研究室に先生を訪ねていくの
は難しいが、同校では数理科目担当教員の研究室は個別にはなく、オープンフロアにしているため、教員を訪ね、
気軽に補習を受けられる。
「夢考房」はものづくりの実践の場としてあり、学生が自主的にプロジェクトを組み、予算の配分を受けるために
申請し、不足分はスポンサー企業から支援を受ける。大学側はわざと足りない予算を設定し、資金集めをさせるな
ど、実社会に向けた学びの場としている。
同校には定期テストはなく、数多くのレポートで進捗チェック＝達成度確認を行う。
就職率は氷河期といわれる時期も約 ％、昨年は ％と高止まりの状態であり、約 割は上場企業や公務員へ進
んでいる。また「夢考房」では教員も一緒に議論することで教員や企業以上の技術が生まれ、ソーラーカー、ロボッ
トコンテストなどで活躍している。

広大な敷地に作られた小規模旅館 純和風数寄屋造りの落ち着いた空間同大学ホームページ 「夢考房」での作業風景



サービスの高付加価値化̶株式会社ケイ・ウノ サービスプロセスの改善̶株式会社ジャパン・フラワー・コーポレーション

株式会社ケイ・ウノ

サービスの高付加価値化第9回受賞企業・団体

顧客満足を追求したフルオーダーメイドサービスにより、多店舗展開と高い顧客満足度を実現

所在地：愛知県（中部） 業種：専門店（貴金属）

事業概要：オーダーメイドジュエリーの製造販売・リフォーム・修理

■提供サービス
オーダーメイドジュエリーの製造販売・リフォーム・修理を手がけている。多店舗化が困難とされるオーダーメイド
宝石業において、全国 店舗への拡大に成功した。オーダーメイドで顧客のどんな要望にも応える販売から、すべ
ての製造を自社で行っていることが特徴。フルオーダーメイドにもかかわらず、既製品並みの価格で、顧客への高い
満足度と価値の提供を実現している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、業界では珍しい、デザイン・製造・販売までを自社で一貫して行う製販一体型。独自の人材教育や社
内システム、加工技術により、既製品並みの価格でジュエリーのフルオーダーメイドサービスを実現している。

顧客満足を第一とし、カスタムメイドにとどまらず、ユーザーのどんな要望にも応えるフルオーダーメイドの体制
をとった。オーサーメイドは、ユーザーのイメージを具体化する難しさがあるが、これを同社は顧客の目の前でニー
ズを引き出し、スピーディにデザイン画に起こして要望に応えている。この特有のサービスを提供できる人材は業
界内にもなかなかおらず、すべて自社で育成している。また、製造においても同様に、オーダーの一点一点違う商
品を製作する加工技術や製造ラインを確立している。
そのような高いコミュニケーション力とデザインスキル、加工技術を持つ人材を育成するために、同社は独自の研
修方法を確立していった。採用内定者にはビジネスマナー研修、ケイ・ウノの提供する価値に関するビジネスマイ
ンド研修などを行い、入社後は、全体研修後各店舗に配属し、 でスキルアップに注力した。
オーダーメイドでジュエリーをつくるには、店で顧客の要望を聞き、その内容をデザイナーに送り、デザイン画を
起こし、それを工房で製品化するという工程を、それぞれ別の場所で行うのが普通である。しかし、同社は、店舗
内にアドバイザー、デザイナー、クラフトの 者を常駐させ、どの店舗でも、要望のヒアリングからアドバイス、
デザイン提示～製造・販売までを行い、ニーズに応えるようにした。
千差万別の顧客ニーズに応えるため、「バイブル」と呼ばれる、スタッフの行動指針がある。これは行動マニュア
ルではなく、企業理念やコンセプトが記されたもので、将来にわたって更新・発展していくものという位置づけで
ある。本当の顧客満足のために全社員が共有・理解し、それぞれのプロフェッショナルとして行動することを中心
とした教育と育成に力を注いでいる。
オーダーメイドでも、既製品と同程度の価格を設定した。利益率が低くなっても、それにこだわらず、顧客に感動
を提供することを旨とすることで、顧客と市場地位の獲得に成功した。
イントラネットを構築し、顧客の望むデザイントレンド、顧客に喜ばれた成功事例、ジュエリーの新しい製作方法
などの情報を社内で共有している。新しい製作方法を開発した社員に技術賞を授与する表彰制度も整えている。
来店できない顧客のために、電話・メール・ファクスなどでもオーダーを受け付けている。要望を聞いてデザイン
画と見積もりを提示するが、デザインが決まるまでは、何度デザイン画を出しても無料とした。
以上の取り組みの結果、主に、①製造と販売を自社で完結させるシステムにより、オーダーメイドジュエリーでは
困難とされていた多店舗展開を実現、②上記のシステムにより、販売までのスピードを上げると同時に、顧客満足
度を高めることにも成功、③高い要望に応えていくことでスタッフの技術レベルが向上し、他店の追随を許さない
高い価値を顧客に提供することができた、④ 年 月期には、売上高約 億円、従業員数約 名、店舗数 を
擁する会社に成長―などの効果が得られている。

サービスプロセスの改善第9回受賞企業・団体

生花業界の流通システム改革を実現し、需要拡大と業務効率化を両立

株式会社ジャパン・フラワー・コーポレーション

所在地：富山県（中部） 業種：生花小売・関連業

事業概要：生花販売、店舗運営

■提供サービス
同社は、サプライチェーンを構築することによって、従来は重要視されていなかった一般家庭の需要に向け、高品質、
低価格のサービスを提供している。また、海外からの直輸入によるコスト削減などの流通改革を進め、北陸を中心に
関東圏にもフラワーショップ「花まつ」を展開している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、他業種の流通システムなどから得たノウハウを活かし、国内の花業界の流通改革に取り組み、次々と
実績を上げている点にある。また、海外からの直輸入など一貫流通を行うことで、コスト削減と品質向上にも成果を
上げている。

コンビニエンスストアや小売業に納入する弁当・総菜業者のパフォーマンスを測定するなど、異業種企業の生産性
の高いシステムを手本として、そのノウハウを取り込む研究を行った。
従来の生花の需要は特別なシーンに限られており、エンドユーザーである消費者の日常利用向けのサービスは規模
が小さく、軽視されがちだった。そこで同社はこの分野に注目し、カジュアルフラワー（日常生活で楽しむ花）を
年を通して楽しめるよう、花の低価格化と品質向上を目標に掲げ、需要の拡大を推し進めた。例えば、生花のトレー
サビリティを構築し、自社完結型の調達を行うことで花の寿命が延び、その結果、顧客の 日あたりのコスト軽減
にもつながった。
自社責任で販売可能な店舗網の拡大に伴い、社内で社員教育システムを作り上げた。また、中長期的な視点で人材
力を上げるために、大学新卒者の定期採用も行っている。
財務的には、借り入れを行わずに、利益の範囲内で次の投資を行うスタイルをとっている。これは、事業の継続性
を重要視し、着実に無理のない経営を進めていきたいと考えているためである。
生花には基本的にバーコードが添付されないため、従来は、流通システムで単品管理することが不可能であったが、
同社では、単品管理するためのシステム投資も進めている。
海外からの花の調達については、赤道近くで標高が高いコーヒー豆生産の適地が花の生産にも適していることから、
アジアでは調達先としてベトナムを選び、現地事務所を設立した。現在では、グローバルな花の流通システムを構
築するために、ケニア、エチオピアなどからも花を仕入れる計画を進めている。
英語による交渉に長けた人材をスカウトするなど、言語の問題を考慮した人材採用も進めている。
新たな流通システムの構築にはコストがかかり、解決すべき課題も多いが、逆にそれが業界内での同社の優位性や
大きな強みにつながっている。流通システムの改善などを通して、業界内での同社への注目度は高まっている。
「花生活創造＝幸せの創造」という理念型経営を志向しているため、モチベーションの高い人材も数多く集まって
いる。

同社ホームページ ケイ・ウノ 名古屋栄店 ケイ・ウノ オリジナルブライダルジュエリー フラワーショップ「花まつ」 店舗風景



サービスの高付加価値化̶ジャパンベストレスキューシステム株式会社 科学的・工学的アプローチ̶新日本ウエックス株式会社

ジャパンベストレスキューシステム株式会社

サービスの高付加価値化第9回受賞企業・団体

迅速かつ専門性の高い生活密着型サービスを、加盟店ネットワークにより全国的に展開

所在地：愛知県（中部） 業種：総合生活トラブル解決サービス

事業概要：総合生活トラブル解決サービス

■提供サービス
全国的ネットワークで提供する 時間 日コールセンターで受付をして、加盟店が出動する「生活救急車」では、
専門性の高い各種サービスによって、日常生活に関する様々なトラブルを迅速に解決。利用者の利便性と信頼感を高
めるため、各加盟店の全国的な協力体制の強化や専門知識のある人材を加盟店としている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、全国的に構築したネットワークを活用し、 時間 日対応の専門性の高いサービスを、多種多様な
分野で提供している点にある。また、緊急出動員付きコールセンターを展開するなど、顧客ニーズを捉えた対応がさ
らに同社の魅力を高めている。

全国ネットワークに属する各加盟店は基本的に専属契約であるが、教育研修費や加盟料などは一切設定していない。
加盟に必要な費用は、ユニフォーム購入費、事務費のほか、自動車を「生活救急車」の仕様へ塗り替えるための費
用など、計 万円程度である。

同社は、業務の受注売上げに応じて、各加盟店から料金の ～ を納めてもらっており、それを収益としている。
加盟に伴う上納金を収入にするシステムではないため、ハイクオリティで専門性の高い加盟店が集まり、サービス
の向上につながっている。

集客や営業活動は同社が担当し、作業は加盟店が行うというシステムをとることで、高い専門性を持つ加盟店を確
保している。

東証マザーズから東証第一部へ上場市場を変更したことで、利用者からさらに安心と信用を得ることができた。

利用者からの受付番号を、サービスを問わず同一にすることによって、利便性の向上、業務の効率化を実現した。
法人向けに設立した第 センターなどでは、 のような電話番号案内応対も請け負える、多様性のあるサービス
の提供を最大の売りとしている。

利用者からの受付電話番号を と覚えやすい番号にしたことは、利便性を高めるとともに業務の効率
化にも効果的である。さらに、法人向けに第 コールセンターを設立するなど、多様性のあるサービスを行っている。

企業提携事業では旭硝子株式会社、株式会社 、セコム株式会社等と包括提携契約を行い、大きな信頼を得て
いる。

専門性の高い加盟店が高品質なサービスを提供し、トラブルを解決してくれるため、多くのリピーターを生み出し
ている。現在、加盟店約 拠点、提携業者約 社のネットワークを構築している。

新日本ウエックス株式会社

科学的・工学的アプローチ第9回受賞企業・団体

IT技術の活用やトヨタ生産方式にならった改善活動などにより、業務効率とサービスレベルを向上

所在地：愛知県（中部） 業種：ユニフォーム賃貸／リネンサプライ

事業概要：ユニフォームレンタル、ホテル用リネンなどリネンサプライ全般

■提供サービス
大手工業メーカー、食品工場、外資系ラグジュアリーホテル、一流レストランなど、あらゆる業種に対して、全国規
模でリネンサプライサービスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、 （電波による個体識別）チップによるレンタルユニフォームの単品管理、管理情報の活用、ト
ヨタ生産方式に学んだ改善活動、 （国際標準化機構）や （ドイツ商品安全・表示協会）などの国際品質保証
規格の取得など、業務の効率化やサービス品質の向上に多面的に取り組むことで、自社サービスの差異化と顧客満足
度の向上に成功している点にある。

年からトヨタ自動車の生産方式から生まれた「 （ ）研究会」に参加。ここで得
られたノウハウを活かした業務の効率化などにも併せて取り組み、サービスレベルの向上を目指した。
ユニフォームのレンタルは、かつては貸し出す事業所ごとに サイズを 枚というようにサイズ貸しが主流であっ
たが、徐々に従業員一人ひとりへの個人貸しの形態に変わってきていた。ユニフォームに従業員の個人名が入るよ
うになると管理方法が非常に複雑になるため、ユニフォームの単品管理を可能にするシステムの開発に取り組んだ。
業界に先駆けて チップを利用したユニフォームの単品管理システムの導入に取り組み、顧客・個人・商品別、
また所在や状態の管理、納品・回収などの履歴の把握を可能とした。

年の 管理システムの導入時には、洗浄や乾燥機の熱などへの耐性を厳しく検査・確認し、 チップ
を選択。その当時、約 万着あったユニフォームほぼ全品に、約 年をかけて チップを取り付けた。
現在ではユニフォーム約 万着に が装着されている。

年からは、ユニフォームレンタルの管理情報提供システム「 」の開発に着手。 管理システム
から得られたユニフォームの管理情報を活用し、より顧客に適した契約内容への改善提案などが可能になるととも
に、インターネットを経由して顧客自身も情報を確認できるようになった。

の機能を顧客の人事や、ユニフォームの管理情報と連携させて入退室管理に活用するなど、 装着ユニ
フォームによる新たなサービスの提供に取り組んでいる。
「 研究会」への参加で得られたノウハウを、社内の改善活動「 （ ：ウエック
ス生産方式）」の展開に活用。社内に 推進室を設け、生産だけでなく全部門における品質と生産性を高めるこ
とで、経営効率の向上を目指す活動を行っている。

活動による改善例には、ユニフォームのクリーニング工場の時間短縮などが挙げられる。従来は大きな洗濯
機を使用していたが、小さな洗濯機を複数個置くことで、洗濯機の待機時間を削減し、事業所ごとにユニフォーム
の洗濯を行うことで洗濯後の仕分け作業をなくした。
高品質で均質な商品管理や効率的な納品・回収作業を重視し、 や を取得。

年には欧州における「最高の品質」と「品質の信頼性」の象徴であるドイツの品質保証規格「 」の認証
を国内のリネンサプライ業界で初めて取得。
同社の顧客社数は約 件以上となっている（事業所などのサービス提供先は約 万件）。

研究会への参加や 活動によって、以前はメーカーや外部コンサルタントなど外部に頼っていた工場レイ
アウトや製品管理などを、社内で考え、改善ができるようになった。また、 シリーズの認証は社内の力
だけで取得することができた。

同社ホームページ 「生活救急車」紹介サイト

「スーパーコールセンター」紹介サイト

同社ホームページ
チップ



サービスの高付加価値化̶株式会社ゼットン サービスプロセスの改善̶株式会社高山グリーンホテル

サービスの高付加価値化第5回受賞企業・団体

公共施設を活性化させる魅力的なレストラン

株式会社ゼットン

業種：飲食所在地：愛知県（中部）

事業概要：公共施設開発事業、商業店舗開発事業ほか

■提供サービス
飲食を通した街の活性化や新しい文化の醸成に貢献すべく、商業地域へのレストラン展開に加え、従来は店舗・内容
ともに魅力に乏しかった公共施設の付帯スペースにもレストランを展開している。

■ハイ・サービスのポイント
公共施設をよみがえらせるには、公共施設側の施設に対する考え方や運営姿勢などを根本的なところから変革してい
かなければならない。同社の強みは、商業施設運営の実績とノウハウをベースに、「よみがえらせるイメージ」を創
り上げ、それを実際に形に仕上げていくクリエイティブ力にある。

年の会社設立以来、ユニークなレストラン展開を行ってきた同社は、名古屋市の「ランの館」のスペース活
用コンペで採用され、レストラン「 」をオープンした。この成功を機に、これまでのノウ
ハウをさらに公共施設に活かすべく、新規事業として公共施設開発事業への取り組みを開始した。
従来、公共施設の飲食施設は付帯施設の域を出ず、「入りやすい」「いろいろな人が使える」という均質化されたコ
ンセプトで作られていた。これに対し、同社では公共施設の飲食店を集客装置として捉え、併設する飲食店を目的
に来園、来館してもらうという、従来とは逆の流れを作ることを目指す。
名古屋市の「ランの館」を皮切りに、「徳川園」「三井記念美術館」「名古屋テレビ塔」など、県内外の数々の公共
施設に資本の投資も伴う形で出店を行い、施設や街の活性化に大きく貢献している。
従業員に公共施設のスタッフの一員であるという自覚を促し、施設案内などの役割もきちんとこなせるように教育。
公共施設の店舗においても、商業地域の飲食店と同様に、スタッフによる質の高いサービスを提供している。

年 月期には、公共施設開発事業は、店舗数 、売上げ約 億円、売上高構成比 ％へと成長し、収益の
柱となった。

株式会社高山グリーンホテル

サービスプロセスの改善第9回受賞企業・団体

業務の「見える化」と従業員のマルチタレント化で生産性の向上を実現

所在地：岐阜県（中部） 業種：ホテル・旅館

事業概要：ホテル業

■提供サービス
年に開業した同ホテルは、リゾートホテルでありながら、リゾートホテル、シティホテル、旅館の特徴を併せ持っ

ており、シティホテルの施設で旅館的なおもてなしを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、団体旅行から個人旅行へ旅のスタイルが変化したのに合わせ、ホテルオペレーションの変更を図ると
ともに、業務の「ムダ・ムリ・ムラ」をなくし、従業員のマルチタレント化によって、効率性と生産性の向上を実現
した点にある。

団体客の減少、団体規模の縮小、個人客の増加など、日本の旅のスタイルが変化するのに伴い、団体客をいかに効
率よくさばくか、という従来のオペレーションによる対応が難しくなってきた。そこで同社は、 年頃に人件
費の削減を大きな目標として掲げ、「ムダ・ムリ・ムラ」をなくすこと、バックヤードの使い勝手をよくすること
で生産性を向上させるべく、業務改革への取り組みを開始した。
従来は、料理長や宴会責任者が、ピーク時 食を超える食事の供給を経験と勘で処理していたが、料理を提供
するプロセスを洗い出し、専用のコンピューターシステムによる管理に切り替えた。
従来は、客室係であるメイドが、食事の提供に伴うすべての業務を行っていた。しかし、間違いが多かったため、パー
ト社員が食器などの整理・整頓など細かな事前準備を行うようにして、間違いや紛失を回避した。
外部コンサルタントの指導を受けて、バックヤード業務の分業化と専業化を行った。実践的なコンサルタントを選
び、同ホテルに適したやり方に変更すべく、スタッフが改善努力を重ねた。
それぞれの部署で繁閑の差が大きかったため、一人で二役、三役をこなせるようスタッフのマルチタレント化を進
め、業務量の平準化を図った。
縦割り組織の弊害をなくすため、各部署の責任者の上に、業務全体の流れとその日の業務の繁閑が見通せる能力を
もったシフト管理者を配置した。
スタッフが習得したスキルを一つひとつ認定し、誰がどんな業務に就くことができるかをデータベース化し、これ
をもとにその日の繁閑に合わせて人員を配置した。
接客の基本は一度研修を受ければ身につけられるものではないとして、定期的な研修を重ねている。
顧客アンケートを重視し、そこから顧客ニーズを抽出している。また、顧客アンケートで褒められたスタッフを把
握し、表彰を行っている。
グループウェアやミーティングによって、様々な情報の共有を図っている。
畳の上の作業は体に負担がかかる。その負担を減らし、生産性を向上させるために、 年度より岐阜県の公設
試験研究機関である情報技術研究所と共同研究している。
バックヤードの「ムリ・ムダ・ムラ」を排除することにより、 名だったメイドのかなりの割合を 名のパート
に置き換えることができ、その結果、人件費を 億円前後削減した。
業務上の間違いなどが減少し、アンケート結果のポイントも上昇した。

名古屋テレビ塔内の「 」

同社の公共施設開発事業のスタートとなった「
」

「徳川園」内にオープンしたフレンチレストラン「ガーデンレスト
ラン 徳川園」

年 月にリニューアルオー
プンした横浜マリンタワーにも
出店

同ホテルホームページ

宿泊以外にも、レストランなど様々な施設でサービスを提供している



地域貢献̶つばめ自動車株式会社／つばめグループ 人材育成̶株式会社ティア

地域貢献第2回受賞企業・団体

タクシーの外にも広がる安心空間

つばめ自動車株式会社／つばめグループ

業種：タクシー・ハイヤー所在地：愛知県（中部）

事業概要：一般乗用／一般貸切／一般乗合旅客運送事業および関連事業、警備業および介護支援事業

■提供サービス
同社は 年創業の名古屋地区で最大のタクシー会社。現在 台のタクシーを運用している。「生産性の向上」
を追求し、また、労働集約性の高い産業であることから「人をどのように活かしていくか」も重視している。

■ハイ・サービスのポイント
同社は、 を活用して、タクシービジネスを効率化するインフラ構築と技術活用に積極的に取り組んでいる。着目す
べきは、その取り組み効果を短期的なコスト競争に費やすことよりも、そのインフラを地域における「生活支援サー
ビス事業」という新しい業態への活用に振り向け、新事業のサービスの高度化と長期的な付加価値の向上を目指して
いることにある。

インフラを活用し、登録顧客についての自動受付／自動応答／自動配車の仕組み（受付システム）や、ドライバー
と顧客の情報を登録したデータベースによるニーズ即応型の配車システム（需給予測システム）を構築した。
◦つばめジャストコール「快速くん」：登録されている顧客であれば、簡単な電話操作ですぐにタクシーの注文が
できる自動受付を導入（ により最短で車両を配車）
既存のタクシー業務基盤と インフラを活かし、緊急通報支援サービスや介護支援サービスを創出した。
◦「まもるくん」：家庭に設置されたホームユニットの緊急ボタンを押すことにより、通報を受けた指令センター
から会員宅に最も近い警備車両を配車（ 台という警備会社車両よりも圧倒的に多い車両体制を活用してい
るため、即応性が高い）
◦「みつけたくん」：受信専用 を身に付けることにより、家族からの依頼があった場合、指令センターで居場
所を確認し、警備車両が急行して保護
◦「やさしいつばめ」：介護保険適用者や障害者自立支援法認定者の方はもちろん、一般の方でも利用できる介護・
移送サービス（介護保険適用となる夜間以外も、 時間利用可）

株式会社ティア

人材育成第9回受賞企業・団体

独自の人財育成制度やオープン化した価格情報で、サービス業としての葬祭を展開

所在地：愛知県（中部） 業種：葬祭

事業概要：葬儀・法要事業

■提供サービス
年 月に葬祭会館「ティア中川」をオープンして以来、従来のような葬祭業ではなく、究極のサービス業として

事業を展開。適正料金などの情報を完全開示するという業界革命を起こすとともに、「ティアアカデミー」で人財育
成も行っている。また、 （フランチャイズ）による事業拡大を積極的に進めており、現在は名古屋エリアを中心
に直営・ を合わせて 店を展開している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、人財育成制度「ティアアカデミー」などにより理念の共有や意思統一を図ることで、より顧客目線に
立ったサービスを提供している点にある。旧態依然とした葬祭業界において、パイオニアとして革新的なサービスを
展開している。

事業開始当初は、同業他社から反発を受けたが、社内での意思統一を徹底することで乗り越えた。

「日本で一番『ありがとう』といわれる葬儀社」という「生涯スローガン」のもとに事業を展開している。喪主や
遺族の経済状態も考慮して、故人を「きちんと」送るための手伝いをするという考えが基盤にある。

事業戦略などを度外視していた葬祭業界に、小商圏やドミナント展開というマーケティング思考を持ち込んだ。具
体的には、人口統計や死亡率などを計算し、エリアごとにデータを抽出して、ドミナント出店などの戦略・マーケ
ティング計画の立案に活かしている。また、積算根拠に基づいて適正価格を明示することを重視している。

マーケティングの戦略性やスピード感を考慮して 展開も進めている。土地を買収して建設を進めていくと莫大
な資金が必要になり、その資金調達が困難なことから、土地も建屋もオーナーから賃借するという方法をとった。

「ティアアカデミー」という社内教育の場を設け、宗教知識はもちろん、理念や人生観を繰り返し学ぶことで社員
の理念・考え方を統一している。また、安易に経験者を採用せず、同社の思いを共有できる人財を採用するように
しており、これによりノウハウや理念を伝えている。

実際の葬儀に参列してもらうことが最大の 活動だと考えており、同社のサービスに対する理解を深めてもらえ
るよう、葬儀の場の最適化に努めている。葬儀会館の見学会や説明会、講演も数多く行っている。

同社の会館であればどこでも使用できる会員制度「ティアの会」を運営している。「ティアの会」に入会すると、
祭壇料金の割引、会館使用料など、様々な特典を受けることができる。

地域社会に展開する際には、会館先行ではなく、「人財」「会員」「会館」のバランスを重視している。

デフレの影響などで業績が下がっている同業他社もあるが、同社の平均単価はほぼ変わっていない。葬儀件数は年
間 件と好調で、以前よりも増えており、年間 件を目指している。また、同社の葬儀を体験した参列者
や親類の人々が「ティアの会」に入会するケースが多く、知人などにも口コミで広がっている。

市民救急員の資格を取得

指令センター ナビ

ケアドライバー介護実習 同社ホームページ セレモニーの様子 会館内の風景



サービスプロセスの改善̶社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 地域貢献̶富山ライトレール株式会社

サービスプロセスの改善第4回受賞企業・団体

地域全体を包含する高度な情報システムの構築を実現

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院

業種：医療所在地：石川県（中部）

事業概要：医療

■提供サービス
同院は、電子カルテなど先端の 化に力を入れ、医療機器も充実している地域の中核病院として、地域医療の充実を
目指している。

■ハイ・サービスのポイント
同院の強みは、物品購入・在庫管理システムという業務効率化、経費削減を目的にした 導入で着実に成果を出しな
がら、それを原資に電子カルテなどの医療サービス分野の 化を押し進めて、最終的には地域全体を包含する高度な
医療システム構築を実現していった 経営戦略にある。

（ ）システムの導入により、物品購入・物流・在庫管理を実現。 年には
臨床検査 を稼働させて外注会社を一社化し、さらに薬剤在庫管理システムを構築して納入卸も一社化した。

こうしたモノの管理の 化が終了すると、今度は、それらの情報と患者情報とを連結させる取り組みに着手し、
年までに、経営管理ステム、さらにはオーダリングシステムを構築。また、 年には （

）の考えに基づき、患者や利用者の満足度向上を目指してコールセンターを開設して
いる。

オーダリングシステムによって、業務の効率化や省力化、コスト管理といった経営課題が解決したのに続き、
年、医療の質の向上を目指して電子カルテを導入。同院の電子カルテは「 患者 カルテ」で、記載内容は関

係する職種であればすべて閲覧できる。

年 月から、従来は各施設に分散していたサーバーを カ所に集めてシステムの統合を進め、全施設・事業所
を結んだ「けいじゅヘルスケアシステム」を稼働させた。このシステムにより、内外の多数のインフラ（ヒトとモノ）
を有効活用し、数多くの患者・利用者に、効率的に、質の高い医療・介護サービスを提供できる体制が構築された。

地域貢献第3回受賞企業・団体

LRTで推進する富山市のコンパクトシティー化

富山ライトレール株式会社

業種：鉄道所在地：富山県（中部）

事業概要：鉄道事業法に基づく鉄道事業、軌道法による運輸事業、一般乗合旅客自動車運送事業など

■提供サービス
富山ライトレールは、富山駅北駅と岩瀬浜駅の約 キロ間を結ぶ日本初の本格的 （次世代型路面電車システム）
であり、 西日本が運行していた富山港線を富山市が引き継ぎ、路線の一部を路面電車化して 年 月に開業した。
同社は、運営だけに責任を持つ「公設民営」と呼ばれる事業形態をとっている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、富山市が進める「コンパクトなまちづくり」（コンパクトシティー）のリーディングプロジェクトとして、
利用者の利便性や快適性、さらに町の景観の一つとしてのデザイン性などの向上に努め、公共交通という古いサービ
スの付加価値を格段に高めた点にある。

人とまちに優しい「ライトレール」の取り組み
車両はすべて低床車両とし、バリアフリーを実現。道路上に新設した軌道は、レールとコンクリート路盤を樹脂で
固定する「樹脂固定軌道」と、レールと道路面との溝幅が少ない「溝レール」という新技術を採用し、騒音や振動
を抑え、メンテナンス性の向上を図った。公共交通機関としては初めて「トータルデザイン」を導入し、「都市の
新しい風景をつくる」「富山の新しい生活パターンをつくる」などの方針で、車両、シンボルマーク、電車停留所、
駅員や運転士のユニフォーム、 カードなどを一貫したコンセプトでデザインした。

公共交通による「コンパクトなまちづくり」への取り組み
自動車依存度が高く、市街地が拡散する傾向にあった富山市では、駅周辺で歩いて暮らせる生活環境をつくること
で、人口や都市機能を中心市街地に呼び戻す「コンパクトなまちづくり」を目指している。富山市では、同社の開
業と同時に重要文化財の住宅を含む古い町並みが残っている岩瀬地区を観光地として整備した。

恵寿総合病院
低床型の市電運行形式にし、乗降口をマークするなど、高齢
者にも乗りやすい車両はグッドデザイン金賞を受賞

沿線の高校生がデザインしたバレンタイン車両



サービスプロセスの改善̶医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 サービスプロセスの改善̶株式会社内職市場

サービスプロセスの改善第2回受賞企業・団体

ハイブリッドな病院経営

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院

業種：医療所在地：愛知県（中部）

事業概要：医療・福祉・介護サービス

■提供サービス
医療サービスを含めた病院経営に企業経営的な視点を導入し、患者（顧客）第一主義志向を掲げてサービスの高付加
価値化に取り組みながら、サービスプロセスの改善・効率化に努力している。

■ハイ・サービスのポイント
同病院における地域医療サービスの高付加価値化の取り組みは、「患者第一主義」という理念のもとに行われているが、
それが確実な成果を上げた背景には、部門ごとの数値目標設定や組織的行動の促進など、企業経営的な発想や手法が
ある。

同病院は、民間企業と地方自治体が運営する医療法人により設立された。地域の中核病院として位置づけられてい
ることから、「患者を第一に考えた医療」「地域貢献」を理念に掲げ、地域における医療サービスの質の向上と業務
の効率化を目指した。
企業の優れた点を取り込みながら、医療サービスの質の向上と業務効率化の両立を実現するための取り組みを開始。
具体的には、以下の取り組みを実施している。
◦電子カルテ、自動精算機の導入：待ち時間の短縮や会計の効率化など、患者の利便性を高める
◦物品管理システムの導入：医薬品などの在庫量を極力抑えてコストを削減
◦総合病院としての診療体制の充実：周辺に「検診センター」「訪問介護センター」などを配することで、総合的
な医療サービスを提供。また、他の同規模病院に比べて、多くの医師を確保している
◦ （ 床以上の病院では全国初）、 の認証取得：組織が一体となって医療現場の品質／環境
マネジメントに取り組む

◦内部監査の仕組みを構築：組織内の意思疎通を図る
◦薬局を院内に設置：患者の利便性を第一に考え、院内に薬局を設置
◦患者満足度調査の実施：外来患者、入院患者を対象に年一回のアンケート調査の実施や「ご意見箱」の設置によ
り患者の声を収集し、業務改善につなげている

株式会社内職市場

第8回受賞企業・団体

FC展開による業務の平準化、ITやノウハウの活用による効率化で事業拡大を実現

所在地：愛知県（中部） 業種：内職市場マッチング

事業概要：各種手作業請負、フランチャイズ事業、損害保険代理

■提供サービス
主に育児中の主婦や定年退職者を募集し、企業よりアウトソーシングされる軽作業を請け負う内職事業のフランチャ
イズ（ ）展開を主力事業としている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、従来の内職業界の常識に追随せず、新規市場の開拓や 展開による業務の平準化、 の活用やオペレー
ションの工夫による効率化などに積極的に取り組み、事業を発展させた点にある。また従業員、 店とも研修や情
報共有を通したサービスレベルの向上を図り、経営資源を活かした新規事業の展開などを通し、内職産業そのものの
地位向上を視野に入れた企業活動を行っている。

内職業はすべての産業の末端下請けであり、作業ミスや品質不良の責任をすべて負うことも多かったため、内職産
業を社会的に認知させたいと考え、事業の発展に向けた取り組みを開始。
当初は内職業に知識がなかったことから、あらゆる企業に営業活動を行ったことが新たな業種・分野への潜在ニー
ズの掘り起こしと既存の内職業者との差異化につながった。例えば、レンタルビデオ店、広告代理店、 円ショッ
プ、玩具メーカーなどの、内職を活用せずに行っていた作業を請け負い、新しい市場を開拓した。

年より による多店舗展開を開始。内職業は受注量が流動的であることから業務の平準化や内職スタッフの
調整が難しかったが、同社では複数店舗による業務分担で大口注文や至急の注文への対応を可能とした。
経験を通して 坪の倉庫に 人の内職者、 日の 人当たりの労働時間 時間がベストな事業モデルであることが
判明。作業用の品物は内職者が引き取りに来るため、 人の内職者を 時から 時半までの 時間半で効率的に回
転させる混み合わない倉庫レイアウトや動線などを工夫した。また、倉庫入口に引き取り荷物や検品荷物を置くこ
となどで内職者の滞留を最低限に抑えて井戸端会議を防止するなど、オペレーションのノウハウを蓄積し、 店
と共有している。
同社では、業界では画期的な の導入による効率化に取り組み、内職の賃金計算やクライアントごとの作業内容管
理、請求書発行などが簡単に行える内職管理システム「イージス」、内職の請負額の算定や作業の必要稼働人数や
人当たりの作業量など店舗管理者に必要な情報を容易に導き出す作業分析プログラム「コンパス」を始めとする
複数のオリジナルソフトを開発し、 店にも提供。内職未経験なオーナーのサポートに役立てている。
店に対しては、問題に対する回答やスーパーバイザーによる定期的な現場視察とアドバイス、初期加盟店によ

るサポートを実施。また様々な研修を行い、早期の経営安定をフォローしている。
コストダウンに向けた営業提案や、顧客の荷受けや受け取りなどの物流の改善や効率化へのアドバイスを実施。顧
客メリットの向上に努めることで顧客の信頼を獲得している。
作業の品質向上や内職のスキル、レベルアップのため、様々な研修や内職者向けの作業説明会や情報共有会を実施
し、サービスおよび効率化・安全性向上につなげている。

年には内職者を活用し、リサーチ・マーケティングを行う「主婦 事業」を本格的に展開。また従来の手
作業に加え、データ入力などの 作業の内職展開も行っている。
直営店 店、 店 店を全国展開し、全国の働きたい主婦や高齢者などの雇用創出にも貢献している。

サービスプロセスの改善

日本医療機能評価機構による認定証（上）と の審査
登録証（下）

外来伝票受付窓口 ご意見箱

院内キャッシュレスカード発行・入金・精算機（左）と医療費自
動精算機（右）

営業活動により新たな市場を開拓 展開により業務の平準化に成功 「 坪の倉庫に 人の内職者」がベスト
の事業モデル



サービスプロセスの改善̶ネットオフ株式会社 サービスプロセスの改善̶株式会社ピア

サービスプロセスの改善第2回受賞企業・団体

バックヤード業務にトヨタ生産方式を導入して業務の効率化を実現

ネットオフ株式会社

業種：ネット販売所在地：愛知県（中部）

事業概要：インターネットを通じた新品・中古の本、 、 、ゲームソフトの買い取りと販売、コミックの宅配レン
タル

■提供サービス
日本最大級のオンライン中古書店を運営。 サイト上で本、 、 、ゲームソフトの注文と買い取りを行うシ
ステムを構築し、 年 月時点の累計会員数は約 万人に上る。

■ハイ・サービスのポイント
現在までの同社のビジネス成長を支えてきたものは、①ブックオフにその原型がある買い取り査定等のノウハウのシ
ステム化、②ネットと顧客の特性を分析した上でのサービスメニューの開発・拡張、③事業の効率を左右するバック
ヤード業務にトヨタ生産方式を導入し、生産性の向上を図った、などのシステマチックな戦略アプローチである。

目利きがいなくても本がきれいか汚いかで査定していたブックオフの仕組みをさらに進化させ、データベースを用
いた高精度な買取査定システムを構築。 コードなどを利用しながら、あらゆる商品を単品管理し、人気度や
在庫数などのデータを組み込んで商品の買い取り価格を全部データベース化し、査定している。

人気度、在庫量などのデータに基づいてシステムが査定するため、在庫コントロール、廃棄コントロールの精度が
高まった。今後は査定ロジックをさらに高精度化していく。

商品が 円前後の廉価なものであることから、バックヤードの生産性が全体の収益性を大きく左右する。同社は、
トヨタ生産方式の効率化の発想とノウハウを活用してバックヤードの効率を多角的に改善する取り組みを実施して
いる。
〈物流業務の改善例〉
◦独自開発したピッキングカートを設置
◦オペレーション効率を徹底的に高めるため、商品集約テーブルを設置
◦ピッキング効率を考えて、一人あたり 冊／ 回を目安にピッキングリストを出力

株式会社ピア

サービスプロセスの改善第9回受賞企業・団体

IT活用型の管理システムによる車両情報の「見える化」で、商用車のトータルサポートを実現

所在地：富山県（中部） 業種：自動車関連業

事業概要：カー用品販売・車検・車両販売・ソリューション事業

■提供サービス
一般ユーザーのカーライフサポートに加えて、 年から法人車両をターゲットにした「ピア・ワンストップ・ソ
リューション」の提案を開始した。商用車 台 台のあらゆる情報を顧客のパソコンから参照できるなど、 活用型
の車両管理システムで特許を取得している。自社ブランド店のほかに、カー用品の販売、車検等を行う「イエローハッ
ト」など、 つの事業を展開しており、それらの相互連携によりトータルサポートを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、車両情報の「見える化」を実現する車両管理システムと法人向けの効率的な施策により、トータルカー
ライフサポートを実現している点にある。同社は、クライアント企業との情報共有を可能とする、この車両管理シス
テムで特許を取得しており、業界全体に新たなビジネスモデルを提供している。

同社は、①車両管理にかかわるコストの明確な把握、②車両の保守・点検期日の厳守、③メンテナンスパーツの購
入履歴の可視化、④システム導入による費用対効果の算出、⑤車両の運行稼働率の向上―といった成果を生むた
めに、様々な施策を実施した。

保守・点検期日案内から部品の供給に至るビジネスモデルはすでに存在していたが、同社が取得した特許はソリュー
ション型ビジネスモデルであり、新規性があった。車両情報を一元管理することによって問題の顕在化を図り、整
備記録情報・購入履歴情報・運行実績情報・営業実績情報を入力することで、走行距離当たりの営業成績や営業効
果まで把握できるようにした。

車両管理システムによる法人商用車の顧客組織化ビジネスは、アメリカでも特許を申請しており、認定後は海外展
開も視野に入れている。

「イエローハット」は個人ユーザーのための店舗というイメージが強く、同社が法人相手のビジネスを行っている
ことを理解してもらう必要があったため、当初は法人営業に注力した。

「ピア・ワンストップ・ソリューション」によってクライアント企業とホスト企業に成果を生むために、クライア
ント企業には、車両管理情報の一元化と共有化、費用対効果を表す各数値の「見える化」による営業利益への意識
の高まり、車両台数や車格の見直しによるコスト削減などの施策を行った。一方、ホスト企業には、新規顧客や売
上げの確保、顧客の組織化、経営資源の有効活用などの施策を行った。

営業は法人営業部が担当しているが、車両のメンテナンスや関連用品の売上げは各店舗の成績としてカウントして
いる。店舗の売上げに計上することで、法人営業部と店舗間の連携をとっている。

法人商用車の運行情報を一元管理し、適切なメンテナンスサービスを提供することによって、車両の寿命が延び、
無駄なメンテナンスが減るなど、法人の車両管理コストの削減にも役立っている。また、 年からは、売上げ
も伸び始めている。

ピッキングした商品を集約するテーブル

総面積 坪を誇る大府商品センターの内部 独自に開発したピッキングカート

同社ホームページ

ワンストップソリューションを実現する安価で良質なカー用品



サービスの高付加価値化̶株式会社名鉄インプレス サービスの高付加価値化̶株式会社リブネット

サービスの高付加価値化第2回受賞企業・団体

感動王国

株式会社名鉄インプレス

業種：娯楽所在地：愛知県（中部）

事業概要：アミューズメント事業、文化テーマパーク事業、ライフソリューション事業

■提供サービス
年 月に名古屋鉄道の文化レジャー事業部を分社化して設立。文化テーマパーク事業（博物館明治村、野外民

族博物館リトルワールド）、アミューズメント事業（日本モンキーパーク、南知多ビーチランド／南知多おもちゃ王国）、
ライフソリューション事業（カルチャーセンター、スポーツ施設）の運営管理を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
市場の成熟化と設備競争の双方で厳しい環境にあるアミューズメントとテーマパーク業界において、「遊びと学びの
融合」による独自の価値づくりを実現し、その運営面でも、サービス強化における （バランススコアカード）
の活用など新しい取り組みを実施している。

少子化や知識欲の高まりを背景として、今後のレジャー産業の方向性を模索。「学び（ ）」に「遊び
（ ）」を融合した「 」という発想で、付加価値の高いサービスの提供を目指した。
従来、同社の運営施設では学問的裏づけのある展示に定評があったが、その「静」的な展示に「動」的な楽しみを
融合させたサービス提供を目指し、「体験」「参加型」「ふれあい」といった「遊び」の要素を組み込んだ施設づく
りを展開している。
◦日本モンキーパーク：霊長類学では世界屈指のサル類動物園（サルの種類は 種で世界一）。サル本来の生態を
観察できるよう自然に近い形で展示するだけでなく、サルに関する学習の場も提供
◦博物館明治村：明治の建物群を建築学的にしっかりと展示。今後は展示という静的な手法だけではなく、体験や
参加などの動的機能も強化

◦南知多ビーチランド／南知多おもちゃ王国：ビーチランドは海洋生物学をテーマとし、併設するおもちゃ王国で
も幼児教育を重視
◦野外民族博物館リトルワールド：民族文化を伝える手法として「世界の料理」を軸に魅力を強化
顧客視点で満足要因を洗い出し、それを指標化してサービス内容、業務プロセス、学習・成長の目標設定と進捗管
理を行っている。
施設ごとに戦略マップを作成し、重要な目標について具体的な実施項目を検討・実施し、業務分析と業績評価を行
うという （計画・実行・評価・改善）サイクルを継続。

運用にあたっては外部のコンサルタントによる客観的なアドバイスと 担当課長による目標設定や進捗管
理活動を組み合わせている。
これらの活動により、従業員がものごとを考える目線や意識自体がより創造的に変化した。

サービスの高付加価値化第5回受賞企業・団体

人とシステムが提供する図書館運営サービスで、子どもの読書量がアップ

株式会社リブネット

業種：図書館業務請負所在地：三重県（中部）

事業概要：図書館業務受託、図書館業務コンサルティング、システム開発・販売、図書館用品販売

■提供サービス
主に学校や公立図書館を対象にした図書館業務の受託や、図書館運営のコンサルティング、図書館管理システムの提
供などを行っている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、学校図書館の課題を知り尽くした上で、子どもたちと本との出会いをつくるという人的なサービスと
事務的な業務のシステム化による質の高いサービスを創造し、司書の不在や子どもの活字離れなど教育現場の課題解
決に大きく寄与した点にある。

学校図書館では、専門職である司書教諭の兼務や不在が長期化し、子どもの活字離れなどが問題になっていた。同
社は、こうした課題に取り組むべく、資格を持った人材を派遣して、運営を受託するサービスを展開した。
最初に業務を委託した中学校で、同社社長谷口氏の経験とノウハウを活かし、新しいものを買わずに、レイアウト
変更や本の入れ替え、サインの見直しなどを行うことで一気に現場を作り変え、評判になった。
会社として均質なサービスを確立するため、人とシステムによるサービスを融合した新しい運営の仕組みをつくる
ことを考え、 年を費やし、図書管理システム「くまたろうの森」シリーズなどを開発。また、現場スタッフ用、
エリア担当のスーパーバイザー用、本部用といった 種のマニュアルに従った運営や、 （計画・実行・評価・
改善）サイクルによるサービスの検証をきちんと行った上で、あたたか味のあるサービスを目指した。
本の並べ方、本棚のレイアウトに工夫を凝らす、子どもが親しみやすい内装を取り入れる、床に畳を敷き、座り込
んで読書ができるようにするなど、利便性の向上を目指した様々な取り組みを行う。
サービスを導入した学校では前年度に比べ、図書の貸出冊数が大幅に上回ったケースが増え、 年には延べ
校の学校図書館から業務を受託し、システム納入実績も 施設を超えた。

博物館明治村 「学び」と「遊び」の融合「 」の市場 「くまたろうの森」導入システム例業務受託・システム導入実績

「くまたろうの森」 ネットワーク版



サービスの高付加価値化̶レオイ株式会社

サービスの高付加価値化第6回受賞企業・団体

風土や文化をベースに、地域の伝統を継承する付加価値の高いサービスを提供

レオイ株式会社

業種：リフォーム所在地：岐阜県（中部）

事業概要：一般住宅の増改築工事、新築工事、商業施設の増改築工事

■提供サービス
「美しさ・楽しさ・便利さを重視した家づくり」によって顧客に満足を提供することを使命とすると同時に、飛騨の人々
が持つ家に対する想い、こだわり、風習、文化を大切にしたきめ細かい配慮をベースに事業を展開している。

■ハイ・サービスのポイント
日本的なもの、特に飛騨高山の伝統文化に強くこだわり、地域文化の継承を家づくりを通して実現。そのための職人
ネットワーク、社内的なデザインポリシーの仕組みを構築することで極めて高い顧客満足を獲得し、多面的な地域貢
献を果たしている。

日本人の家に対する財産観念、繊細さ、暮らし方、四季折々の文化、伝統などにこだわったリフォーム事業に注力。
外部経済環境の影響を受けやすいこの業種において、浮き沈みのない営業基盤を築くため、環境の変化に順応でき
る事業体質と、顧客、社員、職人との関係構築が必要という認識のもと、これらの課題に取り組む。
経営理念には「お客様の満足」「資源を大切に」「社員の生活向上」の つを挙げ、世界に向けた低炭素社会の形成、
飛騨の伝統文化・伝統工法の継承、そして日本人らしい情緒、感性を呼び起こすことを掲げている。日本的なもの、
特に飛騨高山の伝統文化にこだわり、古民家再生事業などにも取り組んでいる。
デザインは同社の生命線であるとして、古民家再生の際にも地域の文化を大切にすると同時に、今日的なデザイン
や利便性を構築することを重視。デザイン力に関しては定評があり、毎年、リフォームコンテストで各賞を受賞し
ており、それが社員のモチベーションアップにもつながっている。
同社では満足度の高い家づくりのため、顧客の家庭やその地域を深く理解することを心がけている。そのため、「
（不安・不満・不便・不快）解消シート」を作成し、設計ポリシーや図面をわかりやすく提示したり、打ち合わせ
を家族全員が揃った場で行ったりするなど、工夫を凝らしている。また施工の場面でも「現場日記」をつくり、そ
の日の施工状況や予定を知らせるとともに、顧客の感想や要望を書き込んでもらう仕組みを取り入れ、施工中の信
頼関係構築に非常に役に立っている。
職人にレオイの考え方を共有してもらい、質を高めることが重要だとして、業者会「 ’ 」を結成。その中の「志
士会」を、マネジメント層とレオイ経営者の直接的な意思疎通の場として活用している。立ち上げ当初は職人の質
が揃わない、共通の価値観が持てないなどいくつもの問題があったが、職人評価の基準をつくり、時間をかけて底
上げを図ってきたことで、現在「 ’ 」は同社の財産の一つになっている。
数字を意識するより顧客との関係構築に力を注いでもらいたいという意図から、社員の個人ノルマを廃止し、顧客
との関係向上につなげた。
環境に優しい飛騨の伝統工法（古民家）の継承・啓蒙を推進する組織としての活動が飛騨地域の発展・活性化に貢
献し、近年は地域の伝統文化を大切にしたいというポリシーが地域の顧客にも浸透している。

リフォームによる古民家の再生 環境にも取り組む‘ キャンドルライブの様子





□京都府
207　株式会社王将フードサービス
209　オムロン パーソネル株式会社
212　京都試作センター株式会社
222　学校法人大和学園
226　株式会社ハッピー
229　株式会社マイファーム
231　医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院
232　学校法人龍谷大学
234　ワタベウェディング株式会社

□福井県
210　株式会社カワムラモータース
228　福井商工会議所「苦情・クレーム博覧会」

□滋賀県
204　油藤商事株式会社

□大阪府
205　エコビズ株式会社
206　株式会社エディオン
208　大阪第一ホテル
211　がんこフードサービス株式会社
213　株式会社公文教育研究会
214　株式会社くらコーポレーション
215　グリーンホスピタルサプライ株式会社
217　株式会社ジャル エクスプレス
218　株式会社旬材
219　株式会社スーパーホテル
220　株式会社ソーキ
221　株式会社大丸
223　天満天神繁昌亭
230　医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニック

□奈良県
225　国立大学法人奈良女子大学

□和歌山県
224　株式会社とち亀物産（紀伊国屋文左衛門本舗）

□兵庫県
216　株式会社御所坊
227　株式会社フェリシモ
233　株式会社ロック・フィールド

■近畿ブロック



科学的・工学的アプローチ̶エコビズ株式会社サービスの高付加価値化̶油藤商事株式会社

油藤商事株式会社

科学的・工学的アプローチ第3回受賞企業・団体

リサイクルできる梱包材を開発し、環境保全と物流コスト低減を実現

エコビズ株式会社

業種：環境所在地：大阪府（近畿）

事業概要：環境対応、物流包装資材製造販売、容器包装リサイクル法対応事業

■提供サービス
物流業界では、従来、梱包材として使い捨てのストレッチフィルムを用いており、環境面では負荷が大きかった。同
社は、物流における環境保全に取り組み、ストレッチフィルムの代替品として梱包用荷崩れ防止ベルト「エコビズベ
ルト」を開発し、エコビズベルトのメンテナンス、リース、リサイクルサービスの提供を通して環境負荷軽減に寄与
している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、物流の梱包材という目に付きにくい領域でそのコスト面と環境面の見直しを図り、様々な科学的・工
学的アプローチによって構造と素材の改善に取り組むことで経済産業省が進める環境ソリューションビジネスである
「グリーン・サービサイジング事業」を確立した事業創造力にある。

梱包材として使われていたストレッチフィルムは、大量に使用する必要があることや使い捨てであることから、莫
大なコストがかかると同時に、環境負荷も大きかった。同社では、この代替品づくりに着手し、ポリエステルを使
用した 回以上の使用に耐えうる梱包材を開発した。
経済産業省の「平成 年度グリーン・サービサイジング事業」の支援を活用し、「再生可能な素材」への改良を図り、
「リース型」という新たな事業モデルの構築に取り組む。
導入企業の初期投資の軽減、また原材料の安定的な確保を考え、東銀リースを窓口として「リース」という形でエ
コビズベルトを提供する事業を開始した。
リース型で供給したベルトのメンテナンスなどのサービスを行い、リース期間満了後のベルトを回収。世界で唯一
「繊維 繊維」の技術を有する帝人ファイバーと連携し、ベルトを含む繊維製品にリサイクルする仕組みを提供する。

と連携し、より幅広い情報管理ができるよう を埋め込む方法を開発、実用化に成功した。
ヤマトグローバルロジスティクスジャパンと連携し、ベルトにかかわる配送を一括することで、リース→ベルト回
収→リサイクルという循環型サービスを確立した。
従来のストレッチフィルム使用に比べ、エコビズベルトを使用した場合は、二酸化炭素の発生量を約 ％削減（同
社が一定条件下で比較した参考値）し、コストも約 分の 以下に抑えることが可能となった。

サービスの高付加価値化第8回受賞企業・団体

「エコロジーステーション」への業態進化で顧客と従業員の双方の満足度向上を実現

所在地：滋賀県（近畿） 業種：ガソリンスタンド

事業概要：ガソリンスタンド、バイオディーゼル販売、設備工事・住宅リフォーム工事など

■提供サービス
「エコ洗車」などの環境に貢献できる仕組みや、資源ごみ回収などの生活に密着したサービスを行うことで地域顧客
の囲い込みを行い、販売促進につなげている。また、社内的にも無理や抵抗のない範囲で新しいサービスに取り組む
ことで、顧客と従業員の双方の満足度向上を実現している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、「エコ洗車」や「バイオディーゼル販売」など、環境に配慮した先進的な取り組みを展開することで、
従来の「給油所」から「エコロジーステーション」へと業態進化を遂げた点にある。また地域に根づいたガソリンス
タンドというインフラを最大限に活かして、資源ごみ回収などの生活密着型のサービス展開により、地域顧客とのつ
ながりを深めることにも成功している。

同社は地域のガソリンスタンドとして昔から地元に馴染んできたことから、地域資源循環型の拠点としての可能性
に着目。「ガソリンスタンドはまちのエコロジーステーション」と位置づけ、資源ごみの分別回収やてんぷら油回
収などの取り組みを開始した。
従業員はもともとガソリンやタイヤなどの部品を扱っているので「汚れる仕事」に慣れており、ごみや天ぷら油の
回収に何の抵抗もなく、スムーズに取り組むことができた。
しかし、天ぷら油回収は全国的にも珍しく、行政や法律への対応・調整において、特に消防関連法・条例対応が大
変であった。例えば、一般家庭の天ぷら油を集めることは一般ごみの回収になるが、料理店からの場合は産廃扱い
になり、処理施設を所有している証明と輸送の許可が必要になる。リサイクル目的という主張も既存事業者にしか
認められず、新規事業者扱いの同社には認められなかった。その経験を踏まえ、現在は料理店からの回収では、
円でも価格をつけ有価物として買い取っている。
天ぷら油のリサイクルシステムに 万円の投資をしたが、数年で回収しており、財務上も問題はない。
回収された資源ごみは、再生処理業者や行政などを通じてリサイクルされている。同社では資源の循環利用にも取
り組み、回収した天ぷら油からつくられたリサイクル液体石けんを利用した「エコ洗車」サービスを開始した。
また、回収した天ぷら油からバイオディーゼル燃料を精製する自社プラントを建設し、バイオディーゼル燃料の製
造・販売にも取り組んでいる。
同社のサービスがきっかけとなり、滋賀県のある新聞販売店では、バイクで配達する際のガソリン分のバイオディー
ゼルを精製できる分量の天ぷら油を集めるという運動を始めた。同社ではそういった取り組みへの後押しとして、
削減効果などのデータや資料を積極的に提供している。

ガソリン価格は比較的高くても集客は増えているなど、販売促進にもつながっており、顧客と従業員の両方の満足
度向上を実現している。

同社の事業コンセプト

エコビズベルト

天ぷら油の回収風景 同社ホームページ



サービスプロセスの改善̶株式会社エディオン サービスプロセスの改善̶株式会社王将フードサービス

株式会社エディオン 株式会社王将フードサービス

サービスプロセスの改善第8回受賞企業・団体

パッケージ販売により、見える化した低価格・短期間のリフォームを実現

所在地：大阪府（近畿） 業種：家電小売

事業概要：家電製品・ ソフト・テレビゲーム・玩具等の販売、およびリフォーム事業

■提供サービス
従来、不確定要素が多かったリフォーム販売をパッケージ化商品とすることで、顧客が購入しやすい仕組みづくりに
注力している。また、商品と付帯工事の基本仕様および価格をあらかじめすべて設定したパッケージ内容や、 ソ
フトを利用した商品説明など、見積もりやイメージの可視化を実現し、利便性や顧客満足度を高めている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、これまで課題の多かったリフォーム事業において、家電小売業として家電製品との関連が深いキッチ
ン・トイレ・バスのリフォームに絞り込んだパッケージ販売導入による見える化で、低価格設定や工期の短縮などを
実現している点にある。また、 ソフトを活用したシミュレーション提案により、施工イメージの見える化も実現。
トラブル減少や、業務の効率化に成果を見せている。

住宅着工件数は減少傾向にあり、新築への家電製品やトイレ便座商品の販売伸長は見込めない。そこで、リフォー
ム事業に力点を置き、既存のリフォームサービスに修理・アフターサービス・メンテナンス、買い替えといった家
電製品的な考え方を取り入れた。また、提案・工事・施工を一貫して実施する自社体制をとり、業社への丸投げや
口利き料で利益を得るなどといった信頼低下要因をなくした。
通常のリフォームでは案件の数だけ要望が出る。そこで、「 畳のキッチンならこれとこれ」というようにパッケー
ジ化して提案することにより価格を抑え、施工日数を半減させた。また、オプションやカラーバリエーションを増
やし、壁紙や床材との親和性を重視するとともに選択肢を増やすなど、家電製品販売と同様に、正確な見積もりを
行えるようにしている。
部材費や工事費は、すでにパッケージに含まれているため、顧客は事前に予算を検討したうえで安心して発注でき、
見積もりはわかりやすく迅速明快になった。
ソフトを使ってシミュレーションするという提示方法を導入。これにより、視覚に訴えることができ、顧客の

イメージづくりに役立っている。また、事前に写真を撮って寸法を測るため、どれくらいのスペースがあり、どん
な家電が置きやすいか、棚の戸はあけやすいかなどを画面上で確認することができる。さらに、豊富なカラーバリ
エーションがあり、画面をクリックすることで様々な組み合わせを表示することが可能である。
有名メーカーのブランド商品では掘り起こせなかった需要を顕在化させるための補完商品として、住宅設備のオリ
ジナル商品を展開し、価格、素材、デザインなど既存メーカーでは対応しにくい商品を開発した。これは既存ブラ
ンドへの対抗ではなく、経済状況に合わせたニーズや、小売現場から生まれたものである。
同グループは全国での店舗展開をしているため、引越先でのアフターサービスやフォローにはもともと自信があっ
た。地域の小型フランチャイズ店を展開をしている利点を活かし、顧客層やニーズに合わせてきめ細かに対応し、
小規模店で扱えないサービスなどは大型店に取り次いで対応するなど、サポート体制も整っている。
リフォームに合わせた生活家電商品や省エネ商品、オール電化機器販売など、家電製品の販売促進という面からも
効果を上げている。

サービスプロセスの改善第8回受賞企業・団体

「現場第一主義」と「権限委譲」が生み出す、地域に最適化された店舗運営

所在地：京都府（近畿） 業種：飲食

事業概要：中華料理レストランチェーン

■提供サービス
全国に中華料理のレストランチェーンを展開。店舗ごとに店長の個性を活かしたサービスや、客層や地域に合ったメ
ニューの創出を図ることで、売上増と多店舗展開を実現している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、徹底した「現場第一主義」により、各店長に大きく権限を委譲し、本部はサポートに徹することで、
現場の能力を最大限に活かす仕組みをつくり上げ、個店の魅力を活かしたレストランチェーンをつくり上げている点
にある。充実した教育・研修制度による人材育成や、業界でも高い給与水準、インセンティブによる従業員のモチベー
ションづくりも売上げを支える大きなポイントである。

年創業当時は、 店舗ほどしかなかった同社の採用に応募してくるのは、すぐに辞めてしまったり、真面目に
働かない料理人がほとんどだった。そこで採算は考えず家賃だけを収めてもらい、各店に自由に営業をさせ収益は
従業員で分けることとしたところ、それぞれが売上げ向上に努力するようになった。このことから、個店主義がイ
ンセンティブでありモチベーションの源泉になることを知り、その後の経営戦略と発展に結びついた。

同社では「現場第一主義」を徹底。各店長に権限を委譲し、本部はその評価とサポートに徹するという独自の体制
をとっている。店長は「オリジナルメニュー開発」「イベント企画とその販促」「パート・アルバイトの採用から時
給の決定」「営業時間の設定」など現場にかかわるほとんどの決定権を委譲されており、本部は良い店を発見し褒
めて評価をすることでその店のモチベーションを上げることと、悪い店をできる限り早く発見して、早期の業績改
善への手当を行うことの 点に徹している。また、前日の売上データを日々精査し、落ち込みがあれば、エリアマネー
ジャーと店長を中心に即座に打開策を検討する体制を構築している。

年以上にわたって独自の報奨金制度を設定。現在の制度は売上規模に応じて店舗を の グループに分類
し、売上高、営業利益の伸び率や労働生産性で総合点の高い店から最高 万円の報奨金が支払われる。報奨金総
額は月に 万円。

店長は与えられた権限とそれぞれの店舗の立地や客層を踏まえて、最適な店舗づくりに注力。

現場が顧客に何で訴求するかを自分で考えられる「人づくり」「人間力の向上」に向けた独自の研修を実施。

社員のフランチャイズへの独立時にはロイヤルティは一切徴収せず、独立当初の融資制度や事前の物件チェックな
ども行うことで、早期の独立店の成功をサポート。現在までに約 人が独立している。

年 月期の売上高は前年度比 ％増の 億 万円を達成。店舗数は直営店数 店、 店数 店で、
前年比 店増の計 店に成長している（ 年 月現在）。

同社ホームページ 店頭コーナー
同社ホームページ 店舗ごとに提供されるオリジナルメニュー ファミリーマガジン「ぎょうざ倶楽部」

では活躍中の店長を紹介



人材育成̶オムロン パーソネル株式会社サービスプロセスの改善̶大阪第一ホテル

大阪第一ホテル オムロン パーソネル株式会社

人材育成第9回受賞企業・団体

ポテンシャルの高い無職の若者を独自に教育し、人材不足に悩む中小企業に紹介

所在地：京都府（近畿） 業種：総合人材サービス

事業概要：人材派遣・紹介など

■提供サービス
同社は、人材不足に悩む中小企業と高いポテンシャルを持ちながら働く場を得られなかった若者のマッチングを目的
として、「 ファームプロジェクト」を開始。研修生には、給与を支給しつつビジネスマナーから専門技術までを教え、
メンタルケアも行ったうえで企業に斡旋している。また、このプロジェクトで培ったノウハウを活かして、産学公連
携の人財育成事業に参画。企業と研修生とのマッチング向上を目的とした交流会も開催している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、人材派遣の常識を覆し、高いポテンシャルを持ちながら希望する仕事に就けなかった若者に有給で専
門技術やビジネスマナーを教え、人材募集や育成に費用や時間をかけられない中小企業とマッチングする仕組みをつ
くって、ビジネスとして成功させた点にある。また、メンタル面でもサポートを行い、高い就職率を実現している。

人材不足に悩む中小企業と高いポテンシャルを持ちながら働く場を得られなかった若者のマッチングを目的とし
て、「 ファームプロジェクト」を立ち上げた。第 期は定員 名で 年 月に開始した（終了は 年 月）。
希望者は第二新卒層の中から求人サイトなどで募集した。 を使用できる人材をスクリーニングするため、研修
生の応募はインターネット経由を基本とし、求人ポータルサイトからエントリーシートを提出してもらった。一次
選考では潜在能力（適性）、二次選考はコミュニケーション能力を重視した。
企業の研修を受けているという自覚を研修生に持たせるため、研修期間を カ月とし、期間中月額 万円の給与を
支払った。
研修では、 、 、 などの 技術だけではなく、マナーやプレゼンテーションなどのビジ
ネススキルも教えた。また、メンタルヘルスケア、キャリアカウンセリングも行った。
研修カリキュラム前期の最終段階で企業を招き、「ドラフト会」を実施した。研修生は自己紹介と専門領域のプレ
ゼンテーションを行い、その場で内定が得られれば、後期の研修カリキュラムを就職先に合わせた内容に変更する
ことが可能である。

年 月から始まった「京都未来を担う人づくり推進事業」（推進母体は「京都未来を担う人づくりサポートセ
ンター」）に参画した。推進事業の内容は、①京都府内企業への中核即戦力人財のマッチング・供給、②産学公の
連携による人財育成プログラムの開発―である。学側では、京都大学など 校が人財育成プログラムを実施し、
約 社のサポーター企業が実践研修を受け入れている。また、同センターは、学側とは人財養成プログラムの開
発面で、企業側とは採用支援の面で協働している。
「 ファームプロジェクト」で培ったノウハウを活かし、企業と研修生がお互いの理解を深める交流会を実施。
効果としては主に以下の内容が挙げられ、 年 月現在、研修生 人中、就職内定 人となっている。また、
その他 人が就職に向けての最終段階に進んでいる。
・ソフトウェアコース： 人卒業、就職率ほぼ ％（同社への就職を含む）
・ハードウェアコース： 人卒業、就職率ほぼ ％

サービスプロセスの改善第9回受賞企業・団体

独自の人材育成体制の確立により、リピート率や客室稼働率の向上を実現

所在地：大阪府（近畿） 業種：ホテル・旅館

事業概要：ホテル事業（大阪第一ホテル）・テナント事業・外食外販事業

■提供サービス
同ホテルは 年に開業したシティホテルで、 年に「ホスピタリティ日本一のホテルを本気で目指す」の目標
を掲げ、スタッフのモチベーション向上やコミュニケーション強化のための取り組みを開始した。全スタッフを対象
にした独自の研修、支配人立ち会いのもとで毎日行う朝礼・昼礼・夕礼、フロントでは定期的な面談やアンケート結
果をスタッフごとに集計・発表する試みなど、スタッフの精神的な姿勢を指導する体制を確立した。取り組みを開始
してからの約 年間で、リピート率、客室稼働率がアップするなどの成果を上げた。

■ハイ・サービスのポイント
同ホテルの強みは、スタッフのモチベーションを向上させ、スタッフ間のコミュニケーションを円滑にするために、
独自の人材育成体制の確立に取り組み、その成果を顧客サービスの強化につなげている点である。また、インターネッ
トで得られる情報や顧客からのフィードバック情報などを積極的に共有し、顧客満足度の向上を図っている。

年 月、社長が「ホスピタリティ日本一のホテルを本気で目指す」と宣言し、「顧客に支持される」ホテルに
するとの方針を固めた。そのためには、スタッフのホスピタリティ精神とモチベーションを向上させるとともに、
スタッフ間のコミュニケーションをよくすることが大事だと考えた。
当初は、新しい方針に反対するスタッフがおり、コンセンサスを得るのが難しかったが、この目標に向けて意思統
一を図るために、特にフロントでは全員と面談を重ね、次第に理解が得られるようになった。
笑顔で顧客を迎えること、常に明るく元気に対応することを重視し、スタッフの精神的な心構え（謙虚さ、感謝な
ど）も指導した。

年には、従来よりあった「接客研修」を「笑顔研修」に全社的に切り替えた（年 回）。 年からは、フロ
ントとそれ以外のスタッフに分けて、研修を実施している。フロントスタッフには、チェックイン、チェックアウ
ト時に特化した「ホスピタリティ」研修を行う。また、電話応対のための研修は全員に行っている。
スタッフ間のコミュニケーションをよくするために、シフト交代前に、支配人参加のもとで、必ず朝礼、昼礼、夕
礼を行う。
フロントでは宿泊者アンケートの内容を見直し、その中でも、到着時の「素晴らしい笑顔での挨拶」に対する評価
を最も重視している。また、このアンケートで「期待以上」の回答が ％になることを目標にしている。
「サンクスレター」や顧客からのスタッフ評価（インターネットの予約サイトの口コミ欄にある客室アンケートな
ど）を一人ずつ集計し、その結果を公表することで、スタッフのモチベーションの向上を図っている。
リピート率を重視し、同ホテル独自のポイントカードを発行しており、全宿泊者の ％以上がこのポイントカー
ドを保持することを目標にしている。フロントスタッフは、毎日の朝礼時にポイントカードの獲得数を発表してい
る。
インターネットの予約サイトで競合の価格状況を見極め、満室を目標にして、日に何回も価格を変更している（
年から、平日は 時、土日は 時までに満室になることが目標）。平日・土日それぞれの最低料金は決まっている
が、価格は、前日までは宿泊予約課が決め、当日はフロントが判断して決める（フロントスタッフが価格を決める
のは一般的ではないが、同ホテルのフロントスタッフ一人ひとりは、接客だけでなく、セールスマンとして販売促
進部に所属している）。
インターネットで得られた情報（競合他社の情報や顧客の口コミ情報など）もミーティング時にスタッフで共有し
ており、接客に役立てている。

「京都未来を担う人づくりサポートセンター」サイト内にある事
業概要ページ

同社ホームページ
同ホテルホームページ

フロントだけではなく、全社員がホスピタリ
ティ日本一を目指している

ホテルの第一印象である「フロントスタッフ」
が笑顔で出迎えてくれる



サービスプロセスの改善̶株式会社カワムラモータース 科学的・工学的アプローチ̶がんこフードサービス株式会社

サービスプロセスの改善第4回受賞企業・団体

安心・安全なカーライフのため、顧客に本当に必要なサービスを提供

株式会社カワムラモータース

業種：自動車整備所在地：福井県（近畿）

事業概要：ホンダ車（新車・中古車）の販売および修理ほか

■提供サービス
「トラブルフリーのクルマ創り」をミッションに、自動車を販売するだけでなく、「壊れづらいという状態」を同社の
サービスの要として提供すべく、販売後の点検や予防整備、保険などのアフターセールスに注力している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、ともすれば「挨拶運動」になりがちな （顧客満足）、効率を重視するがゆえに機械的になりがち
な （顧客関係性のマネジメント）の領域に、営業やサービスプロセスを可視化するユニークな仕組み「
」を導入して、実効性の高い営業活動やサービスを提供し、アフターマーケットを開拓したことにある。

顧客にとっての本当の とは何かということを問い詰めていったところ、顧客のクレームの多くが「修理したの
に直っていなかった」というものであることから、修理を必要としない予防整備を施し、常に車をいい状態に保つ
ようなサービスを提供することが必要だと考えるに至った。

「トラブルフリーのクルマ創り」を目指して、提案型営業をサポートする「 」を開発。オイル・タイヤ
などの消耗品の耐用年数、顧客の整備履歴を基にした平均走行距離などのデータからの状態予測により、点検や
予防整理のタイミングを判断し、顧客が本当に欲する情報を提供している。例えば、次のオイル交換の時期にいつ
頃到達するかを予測し、その指定された時期になったら自動で 発行し、その カ月前になったら計画を発動し、
営業やフロントスタッフが案内する。

「 」を導入して 年弱で入庫台数が増加、サービス部門からの収益は以前の約 倍に拡大した。

科学的・工学的アプローチ第2回受賞企業・団体

ウマイを科学するネジリはちまき

がんこフードサービス株式会社

業種：飲食所在地：大阪府（近畿）

事業概要：和食・寿司を中心に炉端焼き・居酒屋・とんかつ専門店等の業態でフードサービス事業を展開、自家製豆腐
の製造・販売、デリバリーセンター

■提供サービス
チェーン展開による「システム力」と、優秀な人材が支える現場の「人間力」により、「旨くて安くて楽しい」フードサー
ビスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、創業以来着実にチェーン店を増やす中で、顧客のニーズ変化を読み取り、「安くて旨いがんこ」から、
これに「楽しい」を加えた高付加価値サービス提供へと舵を切って、バイイング力・システム力・人間力という つ
の視点から改革に取り組んで成果を上げた点にある。

「バイイング力」をつける取り組み
バイイング力は、和の食文化を中心に、食材にこだわる同社ならではの取り組みで、よりおいしい食材を調達する
力、食材を開発する力をいう。同社では、和歌山の漁港で昼までに水揚げされた獲れたての魚をその日の夕方には
店舗に届ける独自の配送システム「がんこ紀州便」を導入するなど、鮮度を保った調達を実現する数多くの取り組
みを行っている。
「システム力」をつける取り組み
システム力では、マーチャンダイジングシステム、物流関係のシステム、受発注システムから、独自の勤怠管理シ
ステムまで、様々なシステムを導入し、効率化やサービスの向上を図っている。
「人間力」をつける取り組み
同社では人間力を競争力の源泉と位置づけ、接客・調理を含めた基本を徹底するだけでなく、「提案力」を目標に
改革に取り組んでいる。例えば、 年以上前から「 サークル活動」に取り組み、自分たちが考えたアイデアを
年に 回、誰でもみんなの前で発表できる機会を提供している。料理長、店長はもとよりパート従業員までも参加し、
各店舗で実践される業務改革、独自のサービスなどを共有化している（ 年度は日本科学技術連盟主催の 全
国大会に近畿地区代表で出場し、外食産業ではいち早く銀賞と特別賞を受賞した）。

同社の基幹システム「 」

顧客に送られるダイレクトメール

がんこフードサービスの サイト

キャリアアップのための教育システム こだわり倶楽部「がんこ農園野菜」



人材育成̶京都試作センター株式会社 国際展開̶株式会社公文教育研究会

人材育成第4回受賞企業・団体

試作産業の活性化で地域のものづくり振興に貢献

京都試作センター株式会社

業種：試作プラットフォーム所在地：京都府（近畿）

事業概要：試作に関する受発注の斡旋業務ほか

■提供サービス
京都試作企業の窓口として、顧客となる試作発注企業の開発・購買機能の代行と、試作パートナー企業の営業機能の
代行を行い、発注企業のニーズにマッチする試作企業を紹介することで地域産業のビジネスチャンス拡大に寄与して
いる。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、パートナー企業の特色を巧みにアピールしながら、顧客の細かなニーズや要望に対応する「デマンド
チェーンマネジメント」システムによって、双方にとって存在価値の高いニューミドルマンの役割を構築し、産業振
興を実現した点にある。

年、京都機械金属中小企業の 社が「顧客の創造」をテーマに、京都を試作の一大産地にするため、試作加
工に特化した サイト「京都試作ネット」を立ち上げた。その後、より効果的、効率的に試作産業を推進する
ための中核となる法人組織として、 年に同社を設立した。
同社には各分野に精通した「試作アドバイザー」が所属している。同社は、これら人材を充実させることに注力し、
試作アドバイザーが顧客とパートナーの間で試作相談や問い合わせなどに対応することで、確度の高い試作案件を
紹介する仕組みを実現した。
相談に対して迅速に回答するため、試作アドバイザーやインターネットを利用した独自の「試作受発注システム」
を導入し、 時間以内の回答を目指している。
「オンリーワン技術」「カリスマ職人」「イチオシ設備」といったユニークなネーミングなどで、それぞれのパート
ナー企業の特色をアピールしている。
複数の分野にまたがる複雑で高度な試作は、あらかじめ形成している試作グループにより共同開発を行い、大学の
技術も活用するなど、産学連携による取り組みも推進している。

国際展開第1回受賞企業・団体

海を越えた日本の寺子屋

株式会社公文教育研究会

業種：教育・学習支援所在地：大阪府（近畿）

事業概要：公文式独自の教育法・プログラム教材の開発、ならびに教室の設置・指導運営支援

■提供サービス
公文では、数学、英語、国語、フランス語、ドイツ語、日本語、書写などのプログラム教材の研究開発、制作、指導
法の研究、ならびに教室の設置・運営管理などを行う。各科目の基礎的な内容から高度な内容まで細かく段階別に分
かれた問題を用意し、年齢・学年によらず、個々人に合ったプログラムを提供し、世界 の国と地域でその活動を
展開している。全世界の合計学習教科数は 万を数える（ 年 月現在）。

■ハイ・サービスのポイント
各国での先進的な実践事例を学び合う「世界指導者研究大会」や、「 （ ）」「指導原理
研究世界会議」「 （ ）」など各国で展開されている先進的な教育メソッ
ド等を世界中で共有する仕組みを構築し、「グローバルレベルでの暗黙知の共有化」を実現した。また、海外での実
践の中から生まれた知恵を日本でも取り入れ、教材・指導といったサービスの向上に活かしている。

年齢・学年によらない学問習得の手段は、世界共通であるという考え方のもと、日本で蓄積したノウハウを取り入
れた教材により、 の国と地域で展開。現在も多くの国から学習機会の提供に対する要請がある。海外展開の初
期段階では、日本人駐在員の子どもが対象であったが、公文で学習した子どもの成績が向上したことが評判を呼び、
現地の子どもも学習するようになり、今では現地の指導者が現地の子どもを指導することが主流となっている。

教育はすぐに結果が出るものではないので、海外展開にあたっては「長く続ける」ことが理念の一つとなっている。

現在は、海外現地法人の責任者の多くを日本人が務めているが、「人こそすべて」の経営理念のもと、今後は現地
採用の社員がその地域のリーダーに就くことを想定して、グローバルな人材交流や価値観の共有など、人材の育成
に力を入れていく。

同社のビジネスモデル

様々な試作グループを紹介。試作パートナー企業は試作グルー
プを形成し、顧客の多様な要求に応える体制を整えている

試作アドバイザーの紹介。試作アドバイザーは、顧客企業と試
作パートナー企業にアドバイスやサポートを行う

乳幼児からの子育て応援活動

公文式は日本だけでなく海外にも広がっている 公文式教材の例

「こそだて ちえぶくろ」で使用される絵本や などのグッズが
入ったツール



科学的・工学的アプローチ̶株式会社くらコーポレーション サービスの高付加価値化̶グリーンホスピタルサプライ株式会社

科学的・工学的アプローチ第1回受賞企業・団体

「おまかせ」をデータ分析

株式会社くらコーポレーション

業種：飲食所在地：大阪府（近畿）

事業概要：回転寿司「無添くら寿司」の運営、店舗展開 店舗（関西 ・東海 ・山陽 ・北陸 ・甲信越 ・関東 ・
東北 ）（ 年 月末現在）

■提供サービス
価格を表示せず、職人が握るという旧来の寿司業界の常識を破り、価格と食品の安全・安心の「見える化」を進める
回転寿司チェーンを展開。ターゲットをファミリー層に絞り、徹底した無添加を実現させている。

■ハイ・サービスのポイント
回転寿司の寿司提供サービスに客数や客の属性に従ったデータ分析を導入し、廃棄率の低下を実現した。また、皿を
自動でカウントするシステムや寿司の時間管理の徹底など、 を活用したアプローチで生産性向上を達成している。
同時に、添加物を使用しないなど、食品業の基本である安全・安心を守る姿勢を大切にしており、食品サービスの新
しいモデルを構築している。

顧客の寿司の消費スピードや客層や属性ごとの注文データを収集・分析し、顧客の需要動向を予測するシステムを
構築した。これにより、来店時に顧客が情報端末に入力した性別や年齢、人数などから客層や属性を判断し、それ
に応じたネタを適切な量だけ提供することが可能となった。

回転寿司では、通常、食べ終わった皿を積み上げていくが、こうしたことは特に女性には抵抗がある。しかも、皿
数の不正や数え間違いなどを防ぐための費用など、コスト負担も大きい。そこで、食べた皿を吸い込んで自動的に
カウントし、厨房に回収されるシステムを開発。顧客の心理に配慮したサービスであると同時に、皿をカウントし
たり回収したりする手間を省いた。

すべての皿に コードを付け、製造後の経過時間を管理。レーン上で一定時間を超えたものは商品失格（破棄）
とする世界初のコンピューター管理システムを導入するなど、品質管理の徹底に重点を置いている。

サービスの高付加価値化第4回受賞企業・団体

医療サポートや低価格化で、顧客志向の介護付有料老人ホームを展開

グリーンホスピタルサプライ株式会社

業種：コンサルティング／トータルヘルスケア所在地：大阪府（近畿）

事業概要：トータルパックシステム事業、メディカルサプライ事業、ヘルスケア事業

■提供サービス
医療にかかわってきた経験とノウハウを活かし、有力医療法人グループと連携して、入居一時金を抑え、月々約
万円程度からという、年金の範囲内での費用負担で利用できる介護付有料老人ホームを運営している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、ホスピタルサプライという医療事業にかかわってきた経験とノウハウから福祉の世界を捉え、介護付
有料老人ホームの領域に医療と連携・一体化した新しいサービスを創出し、しかもその低価格化を実現した点にある。

同社の培ってきた経験やノウハウと有力医療法人グループのノウハウとを融合することによる「高品質」、年金の
範囲内の費用負担で介護サービスを受けられる「低価格」、提携医療法人グループの近接・近隣地域で展開するこ
とによる「安心」をモットーに、介護付有料老人ホームを展開している。

低価格施設でありながら、「豊かに過ごせる生活舞台」のサービスとして食事を重視し、新潟直送のコシヒカリを
使用した一汁三菜を供するなど、施設内の厨房で調理したつくりたてのおいしい食事を提供している。

年 月には日本で初めての病院一体型介護付有料老人ホーム「ウエルハウス千里中央」を開設。低層部には
協力医療法人が運営する「千里中央病院」がある。低層部にある 床が医療保険の老人病院、上層部の 床は
介護保険付きの有料老人ホームという構成で、入居者がエレベーターで病院に行けるという画期的なサービス体制
を実現した。

表示ボード（時間制限管理システム）

店内 皿の返却

廃棄ポケット（時間制限管理システム） 明るくきれいな「ウエルハウス千里中央」の個室や食堂

「ウエルハウス尼崎」の料金例 日本で初めての病院一体型介護付有料老人ホーム「ウエルハ
ウス千里中央」があるシップ千里ビル



サービスの高付加価値化̶株式会社御所坊 サービスプロセスの改善̶株式会社ジャル エクスプレス

サービスの高付加価値化第6回受賞企業・団体

魅力的な観光メニューの創出で、まち全体に貢献する旅

株式会社御所坊

業種：ホテル・旅館所在地：兵庫県（近畿）

事業概要：温泉旅館

■提供サービス
有馬温泉における「食の魅力づくり」や、温泉入浴と昼食をセットにした「ランチクーポン」の発売、廃業した旅館
を利用した有馬玩具博物館の開館など、まち全体の活性化に貢献する「泊食分離」型の観光メニューや新しい観光ス
ポットを創出している。

■ハイ・サービスのポイント
バブル崩壊以降、宿泊・観光市場が個人客に移行していく中、いち早く個人客をターゲットにした個性的な温泉旅館
づくりに取り組み、新たに食の魅力を創造するための食材の地元仕入れの強化や農業法人の設立による温泉全体の活
性化を牽引するなど、地域の力を引き出す積極的な手法に長けている。

バブル景気の頃までは宿泊観光は団体客が中心であったが、御所坊では早くから個人客をターゲットにし、客室を
減らすことで一室の広さのゆとりを確保するなど落ち着いた温泉旅館づくりを行った。その結果、バブル崩壊後に
他の旅館が宿泊客数を減らしたにもかかわらず、売上高が大きく伸長した。
阪神大震災後、昼食の提供がきっかけとなり、有馬温泉の 分の の旅館が参加して、日帰り温泉「ランチクーポン」
を企画・販売し、昼の集客数、売上げ向上に貢献。「泊食分離」の取り組みとして、素泊まり、宿泊・飲食プラン（部屋・
料理の選択制）、外食プランなどを提供している。また、従来の人形筆や炭酸せんべいといった土産物に加えて、「有
馬鉱泉」でつくられたサイダーなど新たな商品開発により、土産物店を活性化したほか、有馬玩具博物館を開館す
るなど、まちの賑わいづくりに貢献した。
個人客の旅行スタイルがパック型から泊食分離型に移行しつつある中、有馬温泉には名物料理がなかったため、ま
ちの魅力づくりの一貫として「食」の魅力の向上に取り組む。兵庫県がわさびの発祥の地であることに着眼した「日
本一のわさび漬けづくり」や、季節ごとに食材産地と連携した企画を打ち出す「有馬美食倶楽部」の立ち上げを行っ
た。「有馬美食倶楽部」の取り組みの第 弾として、 年には浜坂産の松葉ガニの直送仕入れによるカニ料理の
提供を開始し、 年のシーズンには有馬温泉のほぼすべてに当たる約 軒の旅館で浜坂産の松葉ガニを活かし
た料理プランを売り出し美食倶楽部を順調にスタートさせた。また兵庫県安富町と組んで、有馬の柚子胡椒の商品
化にも取り組む。
「日本一のわさび漬けをつくって、まちづくりをする」という流れから、わさび漬けを食べる際に欠かせないおい
しいご飯づくりに乗り出し、 年「農業法人グリーンパパ」を設立。米の生産を主とした活動のほか、生ごみ
を肥料にする環境への取り組みも行っている。また、農村への宿泊と菜園での野菜づくり、取れたて野菜中心の食
事などを組み合わせた新たな体験型の観光メニューを育成中。
国内の各国際空港から 時間以内でチェックインできる温泉旅館は有馬温泉だけという利点を活かして、外国人旅
行者の誘致活動を強化。観光マップ、ホームページなど観光情報を多言語で発信し、外国人向け観光プログラムを
作成。外国人おもてなしセミナーも実施し、国際競争力のある観光地づくりを推進している。
様々な施策により、有馬温泉の客数は、約 万人（平成 年）から約 万人（平成 年）に増加した。

サービスプロセスの改善第6回受賞企業・団体

自社の特性を活かした独自の工夫で効率化と生産性の向上を実現

株式会社ジャル エクスプレス

業種：運輸所在地：大阪府（近畿）

事業概要：小型機による定期および不定期航空運送業務

■提供サービス
年、「安心」「カジュアル」「フレッシュ」をコンセプトに設立された小型機の運航会社で、大阪伊丹空港発着便

を中心とした国内線地方路線運航を主業務とし、小規模路線や地方空港同士を結ぶ路線中心の運航を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、企業規模の小ささと小型機ならではの特性を充分に活かした効率化やコスト削減の徹底で、多くの領
域で業界の水準を超える業務改善を達成した点にある。また人材育成策と情報の共有策を並行して推進し、業務改善
を支えるモチベーションの高い組織づくりを実現している。

年代の半ばから航空業界の自由化が始まり、 （日本航空）グループにおいても国内・地方路線への取り
組みが迫られたが、 本体は国際路線、長距離・大型機材を中心とした体制であり、そのノウハウを国内・地方
路線に当てはめようとすると様々な面で無理やムダが多かった。そこで、徹底した効率化の仕組みづくりに取り組
むべく同社を設立し、採算性の厳しい地方路線においても健全、安定的な運営を目指した。
空港運用の制限から、 が持つ小型機の標準的なグランドステイタイム（フライト間の駐機時間） 分を適用す
ると十分な便数を確保できなかった。そこで、機内清掃を客室乗務員が担当するという策を採った結果、グランド
ステイタイムを 分に短縮できただけではなく、セキュリティチェックも同時に行えるなど、大幅な効率化が実
現した。これにより、伊丹・九州間を 往復から 往復へと増便でき、生産性が 割以上向上した。また、機内用品
を簡素化したことで機体の軽量化にもつながり、燃費率も向上した。
トヨタのカンバン方式を研究し、個々の業務だけでなくバックオフィスを含め社内全体の効率化に取り組み、業務
の改善案を出し合うなどの活動を実施している。
当初、機内研修の設備は東京にしかなく、研修のための費用がかさんだため、訓練用モックアップ（模型）を製作
することで研修費用を圧縮。製作費は徹底的なローコスト化により 本社の 分の の水準を達成し、東京での
年間の研修費相当ですんだ。
効率化の追求と同時並行して、社内情報の共有化にスピードアップも含めて取り組み、マニュアルの整備、事例集
の作成やミーティングにおける若手乗務員の指導など、「暗黙知の見える化」を推進した。
機内誌編集も客室乗務員が自ら行うなど、職掌範囲を広げ、モチベーションの向上につなげている。若手社員にも
仕事を任せ、全員参加型の業務態勢をつくるため、客室乗務員にはキャリアパスを明示し、その早期化にも取り組
んでいる。
様々な取り組みで経費削減とサービス性向上を実現させ、 と （日本エアシステム）の統合時にもグループ
戦略の要となった。 年連続で国内航空会社における定時運航率 位を獲得し、 グループ内における顧客満足度
調査では常に高評価を獲得している。

陶泉 御所坊 「食」の魅力づくりへの取り組み 同社の運航路線 運航効率向上や安全確認のため客室乗務員が機内を清掃する



サービスプロセスの改善̶株式会社旬材 サービスプロセスの改善̶株式会社スーパーホテル

サービスプロセスの改善第3回受賞企業・団体

規格外の鮮魚情報をリアルタイムに提供し漁業の活性化に貢献

株式会社旬材

業種：魚介卸所在地：大阪府（近畿）

事業概要：生鮮魚介水産物・有機農産物の買付・卸・販売事業

■提供サービス
全国約 カ所の漁港をネットワーク化し、産地から買い付けた旬の食材を消費者や外食産業などに直販する事業を
展開している。市場での大量流通に向かない規格外の鮮魚情報をリアルタイムで提供することにより産地からの買い
付けを可能にし、流通経路を簡素化。また、メニュー提案によって買い手のニーズを開拓するなど、需給のマッチン
グを促進している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、量販・外食のニーズに合わせて発達してきた鮮魚流通の陰で、情報化されず流通もしていなかった規
格外の魚に注目し、産地からの情報をリアルタイムに提供することで、サービスプロセスの開発・改善に取り組み、
流通経路の簡略化や販路の開拓を実現した点にある。また、積極的なメニュー提案などにより需給のマッチングを促
進している。

全国 カ所の漁港をネットワーク化し、規格外で中央市場に流通しない魚の情報を映像や音声データで直接バイ
ヤーに提供している。

直接取引により流通経路が簡略化され、売り手は ％高く売り、買い手は ％安く仕入れることが可能になった。

飲食店などに対して稀少価値の高い魚のメニュー提案を行うことで買い手のニーズを掘り起こすなど、売り手と買
い手とのマッチングを促進している。

社の量販店、 社の外食業者、 社の仲買との取引を行う。

サービスプロセスの改善第2回受賞企業・団体

通いたい眠り心地

株式会社スーパーホテル

業種：ホテル・旅館所在地：大阪府（近畿）

事業概要：バジェットホテルのチェーン展開（ 店舗）

■提供サービス
顧客ターゲットをビジネスマン、エンジニア、セールスエンジニアに絞り込み、「 秒でも長く寝ておきたい」「 秒
でも早くチェックアウトしたい」という顧客ニーズを的確に捉え、「良質な睡眠」「迅速なチェックアウト」などのサー
ビスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、競争が厳しいバジェットホテル・ビジネスホテル業界においては平均的な経営戦略では他社との差別
化が図れないと判断し、「顧客を絞る、コンセプトを絞る」という戦略をとった点にある。この方針に基づき、顧客
を絞り込み、そのニーズに応えたサービスの提供に取り組んだ結果、合理化と顧客満足を実現し、高い客室稼働率と
リピーター率を実現した。

バジェットホテル・ビジネスホテル業界は競争が厳しく、平均的な経営戦略では日本一のバジェットホテルづくり
はできない。この認識から、「誰にでも喜んでもらえることはできないので、顧客を絞る、コンセプトを絞る」と
いう基本方針が生まれた。

出張でも宿泊利用の多いビジネスマンらに顧客ターゲットを絞り、「安全・清潔・ぐっすり眠れる」をコンセプト
に過剰な設備やサービスを省き、顧客のニースに対応したサービスを提供している。
◦特許を取得した自動チェックイン、チェックアウトシステムを導入し、待ち時間を短縮
◦チェックアウト業務の遅滞につながる客室電話サービスを廃止
◦各部屋でインターネットサービスを無料で提供
◦睡眠の充足感を高めるため、「ぐっすりコーナー」を設置し、枕とパジャマを提供
◦大阪府立大学の健康科学研究室とのコラボレーションで「ぐっすり研究所」を開設

リピーター率 ％を実現するため、 年間で 回以上利用した顧客を内部的に「ロイヤル会員」として区分。フロ
ントはロイヤル会員の 割～ 割の顧客の氏名、顔、会社名などを記憶して対応するなど、パーソナル感の強い接
客を提供している。

リピーター率の向上を測定する手段として、顧客から送られてくる「サンキューレター」の内容と件数を重視し、
改善策を積み重ねる取り組みをしている。

その他、アウトソーシングを活用し、コストダウンと同時に、接客業務の担当者の負担を軽減して接客品質の向上
に集中できる業務環境を実現している。

稀少な魚や市場に出ない端物など、扱いは 種以上

休止していた国内ハモ漁を復活させプライベートブランド化

大阪府立大学・健康科学研究室との共同研究、「ぐっすり研究
所」の成果

自動チェックインシステム



サービスプロセスの改善̶株式会社ソーキ サービスプロセスの改善̶株式会社大丸

株式会社ソーキ 株式会社大丸

サービスプロセスの改善第8回受賞企業・団体

顧客ニーズの先読みで、計測・測量分野におけるワンストップソリューションを実現

所在地：大阪府（近畿） 業種：産業用機械器具賃貸

事業概要：測量・計測機器のレンタル・修理・販売業、測量・計測業

■提供サービス
計測・測量機器のレンタル事業というサービスを提供。メンテナンスコストや専門ノウハウが不要となるレンタルサー
ビスに加え、日本でも草分けとなる測量業務の無人化や自動化に取り組むなど自社でも高い技術力を保有し顧客や社
会のニーズに応えている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、計測・測量機器のレンタル事業というサービスの創出と提供を行うと同時に、高い技術力の保有にも
尽力することで、計測・測量機器分野におけるワンストップソリューションを実現した点にある。顧客ニーズや社会
の変化を先読みし、柔軟に事業を変化させることで、顧客満足度の高いサービスを提供している。

年頃から、測量・計測機器のレンタル事業に着手。品質管理や安全管理などの理由から建設現場においては
計測機器のニーズが高まっているが、ユーザー自らが機器を保有するには、メンテナンスコストや専門的なノウハ
ウが必要となることから、「はかる」道具に専門特化したレンタル事業を全国に展開。
海上工事、地下トンネル工事などの苦汁作業を伴う測量現場や、 時間の監視を必要とする測量現場に対応して、
コスト競争力と技術力もある会社を目指し、日本でも草分けとなる測量業務の無人化や自動化に取り組んだ。
レンタル事業で取り扱う機材は、約 種類、 万台。一般のレンタルと異なり、付属品や消耗品なども取り扱い、
機器の整備や保守だけでなく、現場で機器の使い方の指導も行い、顧客の要望に的確に応える体制を築いている。
また、 取得による業務品質の向上などにも投資を行っている。
レンタル事業はものづくり事業と違って参入障壁が低いことから、基幹システムで商品管理とユーザー管理を行う
ことを他社との差別化ポイントとし、その取り組みを開始。
自動測量システムは基幹システムに回線接続でき、本社から稼働状況をモニタリングすることで、現地に行かなく
ても故障時対応や操作指導が可能となった。国内企業向けに設計・開発していることから導入時のカスタマイズが
不要で、ソフトウェア支援により測量の専門技術を簡単に利用でき、導入後即運用できる。また、機能連携により、
社内業務の軽減、作業時間を短縮し、収益向上を実現できる。
同社では、北海道から九州までの カ所に営業拠点を設け、充実したメンテナンス体制を整備するとともに、全国
での流通体制と整備機能の構築により、機器を休ませず長期間利用することを可能としている。
近年の建設業界では、新工法や技術の開発・運用を社外へシフトする傾向が強まっていることから、同社自体が新
工法や技術の社外開発先としても機能するとともに、測量業務そのものの業務委託にも対応している。
近年では、環境保護という理念を背景に、建造物や設備の修理・維持・延命に対する関心が高まっていることから、
同社では 年 ソリューション推進部を設置し、従来の測量・計測に関する経営資源を応用し、建造物や設
備の維持保全のための診断技術の提供に取り組んでいる。
同社では、レンタルサービスだけではなく、高い技術力も保有しており、現在までに建設各種工事に必要な計測シ
ステムを多数製品化するとともに、 件を超える国内・国際特許を取得（または申請）している。
顧客数は 社を超え、 年前の約 倍に増加。自動計測システムは カ所を超える現場に供給している。

サービスプロセスの改善第8回受賞企業・団体

業務オペレーションの改善により経営体質の強化に成功

所在地：大阪府（近畿） 業種：百貨店

事業概要：百貨店事業

■提供サービス
百貨店事業が持つ「高コスト・低収益構造」からの脱却を図り、「最大の顧客満足を最小のコストで実現」をモットー
に、業界に先駆けて経営体質の強化に取り組んでいる。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、いち早く百貨店における「高コスト・低収益」という事業構造の改革に向け、経営体質強化や業務オ
ペレーションの改善に取り組んだ点にある。仕事の徹底的な洗い出しとロスを排除することで、売り場運営マネジメ
ントの標準化や人員など経営資源の最適配分に成功。顧客サービスに集中できる体制を整えた。

年代後半、百貨店業界は危機的状況にあり、百貨店事業自体が「高コスト・低収益・低効率経営」の構造不
況業種であるという見方が強かった。これに危機感を抱き、同社では 年より経営改革をスタート。「第一次営
業改革」では「最大の顧客満足を最小のコストで実現」をモットーに経営体質強化に取り組んだ。
百貨店の仕事の中身を見直すため、全売り場の仕入れから販売に至るまでの 以上の仕事を洗い出し、売り場
を仕入れと販売の運営形態別に のパターンに集約。その上で「顧客にとって重要な仕事か、重要でない仕事か」
を切り口に、業務の標準化・システム化・マニュアル化を行った。

年、一連の改革で培ったノウハウを反映させた集大成モデル店舗として、大丸札幌店を新規出店し、顧客満
足度の高いサービスづくりに取り組んだ。
出店に際し札幌圏のマーケット分析を入念に行い、札幌の消費力に合わせて、商品と価格を設定。また、調査結果
から、団塊世代とそのジュニアをメインターゲットとして明確に定めて店舗展開を行った。
札幌店では売り場と倉庫の動線を短くし、整理整頓を徹底して売り場の効率性を高めた。また、納品済み商品の荷
捌きや運搬はアルバイト店員を中心とした「営業支援チーム」が行い、販売員は接客に集中できるようにした。
売り場倉庫面積を店舗の ％と通常の倍の広さにし、提携先に商品の納入業務から検品、店舗輸送までをアウト
ソーシングすることで、効率化を実現。さらに、倉庫費用や運搬費用などの販売管理費を削減した。
従来は点在していた人事・広報・営業推進など後方業務を行う事務所をすべて同じ場所に集中配置し、省スペース
化や組織のフラット化、マネジメントラインの簡略化、コミュニケーションの円滑化やノウハウの共有を図った。
接客パターンの分析により、①百貨店の特徴である、高度な商品知識・接客力を必要とする「コンサルティング売
り場」、②商品知識、トレンド情報などを用い顧客のニーズに的確に応える「対面販売売り場」、③目的買いの顧客
に正確でスピーディに対応する「ポイントサポート売り場」―の つに分類。必要な社員数を洗い出し、人員の
最適化を行った。
札幌に進出するにあたり、地域の顧客開拓に向け、札幌店独自の取り組みとして現金ポイントカード「大丸さっぽ
ろ カード」を発行。顧客情報は 年下期に導入した顧客情報システムや売上情報、在庫情報を把握できるマー
チャンダイジングシステムでも活用し、きめ細やかな現状把握、顧客の検証と対応に活かしている。

年度の売上金額は 億円と目標の 億円を大きく上回った。
業務の標準化や役割職務の明確化によりスタッフのスキルの把握や適正化が可能になったことから、パートタイ
マーや契約社員など有期雇用人材の活用が容易になり、有期雇用社員の比率が改革前の ％から約 ％に上昇。
直営店売上高に占める人件費率は通常 ～ ％以上のところ、同店では ％程度に抑えられている。
従来札幌店と同じ 万 クラスの店舗では ～ 人の社員が必要であったところを、開店時は 人弱、
現在は 人弱で運営し、百貨店としては極めて高い人的生産性を実現している。

同社ホームページ 維持管理に向け大学と共同開発した構造物変位計測システム
「 システム」設置例 大丸札幌店 売り場の周りには、通常店舗より広い売り場倉庫を設置

現金ポイントカードを発行し幅広い顧客層を早
期に獲得



サービスプロセスの改善̶学校法人大和学園 地域貢献̶天満天神繁昌亭

サービスプロセスの改善第7回受賞企業・団体

時代の変化に対応した専門教育を提供し、ホスピタリティを持った職業人を養成

学校法人大和学園

業種：学校教育所在地：京都府（近畿）

事業概要：ホスピタリティ分野における専門学校教育と生涯学習事業

■提供サービス
「アカデミー・オブ・ホスピタリティ」をテーマとし、栄養、医療・福祉、調理、製菓・製パン、食育、ホテル、ブ
ライダル、ツーリズムなどの分野で職業と実際生活に必要な専門教育を行っている。また、専門学校教育で培ったノ
ウハウを活かし、生涯学習、エクステンション、コンサルティングなどの事業を通して、広く地域社会に貢献してい
る。グループ校には京都栄養医療専門学校、京都調理師専門学校、京都製菓技術専門学校、キャリエールホテル旅行
専門学校、ラ・キャリエールクッキングスクールがある。

■ハイ・サービスのポイント
ホスピタリティ精神をもった専門職業人の養成をミッションと位置づけ、新たな資格、職種にも対応した教育を積極
的に提供。さらに教育資産の活用によるエクステンション事業へも進出するなど、常に次代を見据えて明確なビジョ
ンを描き、目標達成につなげていることが大和学園の強みである。

時代の変化へ迅速に対応するため、 （最小教育単位）の視点からきめ細かい職業教育を展開。 クラス 名
単位で構成することにより、専門教育の高度化・専門化に対応。 年 月には医療事務科・医療情報技師専攻コー
スやブライダル学科を開設。また調理や製菓分野では、料理やお菓子のジャンルごとに細分化した学科を 年
月からスタートさせる計画で、専門性の高い教育の提供を推進している。
満足度の高い授業運営や授業展開を実践するため、第三者機関による授業評価を実施。学生の声を教育に反映でき
る仕組みづくりとともに、継続的な改善に取り組むことによって、評価結果は年々向上している。
組織のフラット化と情報の共有化のためにグループウェア（サイボウズ）を導入。学生の指導履歴や就職希望など
情報のデータベース化にも早くから取り組み、 環境の整備を推進している。担任のみならず副担任、担当教員
で情報を共有することにより、学生に対する の指導や就職活動のサポートに効果を上げている。
就職率は学園全体で ％以上と高い実績を残している。また、学生一人ひとりの個性や能力、希望などを踏まえ、
キャリア・アドバイザーが学生の就職をサポートすることで、管理栄養士や栄養士、医療事務、調理師、パティシ
エ、ホテリエやツアープランナーなど学校で学んだことを活かした専門職種への就職率も高い。
資格・検定の実績も、管理栄養士国家試験合格率 ％、診療情報管理士認定試験合格率 ％（以上、京都栄養
医療専門学校）、ふぐ処理師免許合格率 ％（京都調理師専門学校、京都府平均合格率は ％）、製菓衛生師
国家試験合格率 ％（京都製菓技術専門学校）、レストランサービス技能検定（ ） 級の合格者が日本一（キャ
リエールホテル旅行専門学校）と、各校で高い実績を残している。また、学校において食育を推進するために重要
な役割を担う「栄養教諭」制度の創設を受けて、すぐに栄養教諭養成課程を開設するなどニーズに対応した教育を
スピーディに提供している。
創設以来培ってきた教育ネットワークを活用し、企業や大学をはじめとする法人向け研修プログラムの提供や、出
版、コンサルティングなど、多彩な教育活動の展開によって、地域社会へ「学び」と「気づき」の機会を提案している。

地域貢献第2回受賞企業・団体

商店街を笑店街へ

天満天神繁昌亭

業種：寄席所在地：大阪府（近畿）

事業概要：朝席、昼席、夜席からなる落語寄席を企画・運営するほか、関連する事業を主催

■提供サービス
繁昌亭は平成 年にオープンした落語専門の定席施設。地元の天神橋筋商店街、上方落語協会、大阪天満宮、そし
て施設建設費に寄付した地元の企業、市民など地域における協力関係があって開業が実現した。

■ハイ・サービスのポイント
本事業は地域活性化、地域文化など「地域」をキーワードとして取り組みを開始し、進んできたことが最大の特徴で
ある。全国各地で地域活性化の取り組みには様々なものがあるが、実際に効果を上げ、それを継続できるケースはそ
れほど多くない。本件は「落語専門の定席」という当初のテーマ設定のユニークさ、立ち上げまでの地域における強
い協力関係の存在、立ち上げ後の地域商業との連携や地域生活者の支持など、実際の活動面で活発な取り組みが働い
た点が注目される。また、地域のみならず全国的にも高い注目を集め、サービス提供側も当初の関心の高さに安住す
ることなく落語という「文化」の育成に真摯に取り組んでいるなど、内容面でも質の高い取り組みになっている。

天神橋筋商店街は、本事業開始前から地域振興に熱心に取り組んでいたという下地があった。

「笑いの文化は地域を元気にする」という天神橋筋商店連合会会長・土居氏の発想から本事業の取り組みがスター
トした。

大阪の落語定席復活を願っていた上方落語協会会長の桂三枝氏の協力が得られた。

大阪天満宮が趣旨に賛同し、土地を無償提供してくれることになった。

施設建設費 億 万円は大阪の企業と個人の寄付で調達した。

立ち上げ後も地域商店街は繁昌亭に依存することなく、独自の活性化の取り組みを継続している。

京都調理師専門学校のレストランホール「 」。プロと同
じ最新の設備機器で実習

ラ・キャリエール クッキングスクールとキャリエールホテル旅行
専門学校のフロント ロビー。世界の一流ホテルのような環境
で実習 天神橋筋商店街

「天満天神繁昌亭」外観 お土産物コーナー



サービスプロセスの改善̶株式会社とち亀物産（紀伊国屋文左衛門本舗） サービスの高付加価値化̶国立大学法人奈良女子大学

サービスプロセスの改善第5回受賞企業・団体

品質の高い特産品とサービスで、ユーザーが何度も「来店」するネットショップ

株式会社とち亀物産（紀伊国屋文左衛門本舗）

業種：食品卸・小売所在地：和歌山県（近畿）

事業概要：地域食品卸業

■提供サービス
みかん、桃、柿などの果物、紀州梅、紀州海産物、和歌山名産品などの農林水産物を扱うネットショップ「紀伊国屋
文左衛門本舗」を企画・運営している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、「お客さんの代わりにいいものを探すプロとしての立ち位置」から、どうすればいいものを、いい状
態で届け、おいしく食べてもらえるか、ということに徹底的にこだわってサービスプロセスを創造・改善し、「お客
様づくり」に成功した点にある。

「地元のいいものを全国の個人に届けていくことでお客様に喜んでもらいたい」という思いで、みかんからスター
トしたネット販売だが、「和歌山のみかん」は東京より東の地方では知名度が低く、売上げが伸びなかった。そこで、
顧客獲得を最優先に、様々なプロモーションや「共同購入」の活用、またユーザーニーズを汲んだ商品の拡充への
注力などで売上げを伸ばしていった。

大量注文による出荷遅れを防ぐため、共同選果場とともに、みかんを個人選果している農家と交渉し、農協では扱
われない小さいサイズのみかんを引き取ることで安定供給を可能にした。しかし、みかんは農家によって味が異な
るため、多くの農家から調達している共同選果場のみかんにはクレームが出ることもあった。そこで、味を標準化
するため、 ～ 割は農家から直接調達するようにした。

農産品、水産品に関しては既存の流通経路を通さず直接消費者の元に届けることで、格別な商品の鮮度や品質の安
定、消費者が満足する価格帯を実現している。

クレームも含めてユーザーの声をできるだけ多く聞くようにすれば、うれしい意見も聞けるというポジティブな考
えで、クレームには真摯に対応している。

品質の高い商品を提供するため、一般のスーパーでは箱詰め後 ～ 日で販売されているところを、同社では出荷
日またはその前日に収穫し、翌日配送する体制を構築。また、収穫シーズン中には抜き取りによる食味チェック、
糖度チェックを欠かさず行う。

現在の同社のネット販売の売上げは 億 万円を超え、売上比率の約 ％がリピーターによるものとなってい
る。

国立大学法人奈良女子大学

サービスの高付加価値化第9回受賞企業・団体

地域密着型の教育プロジェクトの推進により、実践的な人材育成と産業の活性化に寄与

事業概要：大学教育

所在地：奈良県（近畿） 業種：教育（大学）

■提供サービス
歴史的市街地に立地する大学を地域社会変革の拠点にと学生を主体とする奈良の文化、伝統食材の配信プロジェクト
を推進。数々の奈良らしい商品を地域や企業と創出し、学生の実践的育成とともに地域や産業の活性化につなげている。

■ハイ・サービスのポイント
同大学の強みは、教育サービスの向上や存在意義の確立を図るために、歴史ある奈良という地域に立地する特性と女
子大学という特徴を活かして、伝統食材を使った食のプロジェクトや県花から培養した酵母プロジェクト等に取り組
み、地域や観光の活性化に寄与している点にある。学生が主体となってプロジェクトを推進することで、実践的な学
びの場を作り出すとともに、地域や地元企業とのつながりを深めることにも成功している。

学生数の減少、一連の教育改革などを背景に、同大学は将来の生き残りに向けた施策を模索し、「学生にとって学
びになる」「地域に貢献する」という 本の柱を掲げた。生活環境学部がこれを踏まえて提案した「地域の変革を
促す女性人材育成プログラム（以下、地域女性現代 ［ ］）」は、文部科学省の 年度の「現代
的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 ）」に採択され、これを機に、大学全体としての取り組みを開始した。
「地域女性現代 」では、 年度から「奈良漬プロジェクト」を開始。「奈良漬プロジェクト」は、奈良の魅
力をより高めるために、伝統食材の奈良漬の今日的な活用を探り、地域の振興や活性化に貢献することを狙いとし
た。「奈良漬プロジェクト」は必修科目ではないため、学部や学科、学年を問わずに大学全体から参加を募り、そ
の結果、学内での学生同士の交流や人脈に広がりが生まれた。
「奈良漬プロジェクト」では学部や学科・学年を越えた学生が参画し、奈良漬に関する情報収集や奈良漬を使ったレ
シピ開発を通して大学内の学生同士の交流や人脈に広がりが生まれた。学外向けの試食会はメディアにも多く報道。

年度には、奈良漬を使ったメニューの認知拡大に向け、産学連携プロジェクトに取り組み、奈良のご当地ア
イスおよび焼き菓子の商品化・販売、レシピ集の編集・発行を行った。また、小学館『 』／髙島屋が企画し
た第 回「大学は美味しい 」フェアにも参加し、学生自身が商品の販売を経験した。
「奈良漬プロジェクト」では、食品衛生上の許可の取得などを学生が主体となって行った。また、協力してもらう
企業や商店街などには、指導教員や事務員が事前に挨拶に出向き、地ならしすることで、円滑な推進を図った。
「奈良漬プロジェクト」は、 年度末の「地域女性現代 」の終了とともにクローズした。しかし、学生や地
域からの人気が高かったため、文部科学省の 年度の現代 に採択された「古都奈良における生活観光」の中
でアドバンスプログラムに位置づけられ、 年度から「奈良の食プロジェクト」として活動を開始した。
「奈良の食プロジェクト」では、地元企業の協力を得て「奈良のかすていら」を商品化するとともに、奈良の食材
がふんだんに使われた「ならならのお弁当」を、奈良県やセブン‐イレブン・ジャパンと共同開発した。その他、
ならコープの依頼によるオリジナルレシピの開発、「奈良のたこ焼き」メニューの開発なども手がけた。
「奈良八重桜 」では、 年同大学社会連携センターが主体となり、県や企業と連携して、学章にも使われて
いる「ナラノヤエザクラ」からの酵母培養に成功。開発された清酒は発売 カ月で 万 本が完売し、翌年には
万本の生産体制。菓子・繊維・文具等の企業からの参画希望により、さらに桜ブランド化事業へと発展している。
大学全体から参加した学生が主体となって活動を行い、企業や地域の考え方などに直接接することで、実践的な学
びの場や人との交流が生まれ、大学自体も地域とのつながりを作ることができた。
近年は、自主的な寄付や寺社仏閣の見学勉強会のセッティングなど、地域から協力が得られるようになり、地域へ
の貢献が認められている。

マグロや梅干しなど今では約 商品を扱う 「紀伊国屋文左衛門本舗 楽天市場
店」のトップページ

同大学ホームページ 清酒「奈良の八重桜」奈良漬店へのヒアリング
やレシピ開発の様子



サービスの高付加価値化̶株式会社フェリシモ科学的・工学的アプローチ̶株式会社ハッピー

サービスの高付加価値化第3回受賞企業・団体

他では得られないわくわくドキドキのコレクション

株式会社フェリシモ

業種：通販所在地：兵庫県（近畿）

事業概要：ダイレクトマーケティング事業

■提供サービス
フェリシモの事業は 歳代から 歳代女性向けのカタログやウェブなどによるダイレクトマーケティングが中心で
あり、コレクション（月 回の通販）、コネクション（デザインや通販頻度の選択が可能）、コラボレーション（取り寄せ）
など多様な通販スタイルを持ち、コンセプトやライフスタイルに応じた多数のカタログをそろえるなど、きめ細やか
な商品ラインナップを持つ。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、独自の開発理念に基づくオリジナル商品と、「フェリシモコレクション」という独特の購入方式によっ
て、今までになかった、他のどこでも得られない＜購入経験＞＜顧客経験＞を創造して、カタログ通販という古典的
サービスを高付加価値化した点にある。

独自の仕組み「フェリシモコレクション」
フェリシモコレクションはテイストやイメージ、スタイル提案でコーディネートされたシリーズ商品で、申し込む
とコレクションが月に 回届けられるシステム。色、デザインはフェリシモ任せで、一度注文すると休止しない限
り毎月アイテムが届くという独特の仕組みになっている。

独特の商品開発姿勢
「ものを通じて、誰かを幸せにしたい、人と人とのつながりを育てたい」というのが基本姿勢。

カタログの出版
カタログや書籍を出版して取次社に卸し、書店、コンビニエンスストアで販売。主なカタログには、衣料品分野の
基幹ブランド「 」、 歳代女性向けの「 」、生活雑貨の「 」、大人の女性向けファッショ
ンの「 」、女の子のキレイをかなえるための「 」、キッズファッションの「 」、手作り雑
貨の「 」、ベビー市場向け「 」などがある。

科学的・工学的アプローチ第5回受賞企業・団体

画期的な技術開発とITの活用で、顧客満足度の高い「衣類のケア＆メンテンス」サービスを実現

株式会社ハッピー

業種：クリーニング所在地：京都府（近畿）

事業概要：衣類再生加工

■提供サービス
無店舗・宅配により、全国にサービスを展開。預かった衣服の情報の電子カルテ化や、水洗いとドライクリーニング
の長所を併せた洗浄技術の開発など新しい試みで、ほかにはない衣類再生加工「ケア・メンテ」サービスを提供して
いる。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、科学的・工学的なアプローチでクリーニング技術と業務の仕組みに対するイノベーションに取り組み、
それをベースに、従来のクリーニング業にはなかった「ケア・メンテ」という新しい需要を創造して、事業として確
立した点にある。

同社では、従来業界全体の課題であったドライクリーニングではシミが落ちない、黄ばむ、きれいにならないなど
の解決に取り組み、水系洗浄とドライクリーニングの欠点を解消すべく、それぞれの長所を取り入れて油性汚れと
水性汚れを同時処理する洗浄方法「アクアドライ」を独自に開発。また、業務用洗濯機の欠点を解決するため、「無
重力バランス洗浄」（特許取得済み）という方法を独自に実機開発した。

クリーニングでは不可能とされた衣料再生修復技術の研究も進め、風合いを再生する「サイジング技術」や個体別
に立体的なシルエットを出す「シルエットプレス技術」を独自開発した。

年にはサービスの新しい概念として「ケア」と「メンテナンス」を合わせた「ケア・メンテ」サービスを掲
げ、従来のクリーニングには収まらない、衣服に対する愛着やファッションへのこだわりから発生するケア意識を
刺激することに成功。また、 を活用した「電子カルテ」の開発により、洋服 点ごとにシミや損傷具合など
項目以上のチェック項目を備えたデータベースを作成し、顧客へのカウンセリングや情報共有で顧客満足度の向上
を図っている。

フロントオフィス（人と物流）とバックオフィス（生産）を同社が開発した システムで一元管理することで、販
売管理・顧客情報管理・ロジスティック管理・生産管理（ナレッジ混流生産方式による同期化を確立）・会計財務処理・
労務管理までの全業務管理を見える化し、管理者の要らないマネジメントを実現。また、暗黙知を形式知にするこ
とで生産性の向上を大幅にアップさせることに成功し、社員数 人分の仕事量を 人で消化している。

電子カルテによって、衣類の情報を顧客と共有し、説明責任を果たすことで高い顧客満足度を達成している。現在
の利用者は全国約 万 人に上り、その内の約 万 人がリピーターとなっている。さらに、口コミによる
新規顧客が、月に約 件のペースで増えている。

同社のカタログ テイストやイメージ、スタイル提案でコーディネートされた「フェリシモコレクション」で扱う品々無重力バランス洗浄

使用される「電子カルテ」



サービスの高付加価値化̶株式会社マイファーム地域貢献̶福井商工会議所「苦情・クレーム博覧会」

福井商工会議所「苦情・クレーム博覧会」 株式会社マイファーム

サービスの高付加価値化第8回受賞企業・団体

耕作放棄地を活用し、レジャーとして楽しめる「体験農園サービス」を創出

所在地：京都府（近畿） 業種：アグリビジネス

事業概要：耕作放棄地のリメイクおよび事業化、農家支援活動、レンタルファームのコンサルティング、ホームページ・
ネットショップの運営ほか

■提供サービス
耕作放棄地を活用し、有資格の管理者による栽培管理やサポート、農機具などの完備、土壌調査などにより、初心者
にも手軽に無農薬野菜が栽培できるサービスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、耕作放棄されている遊休地を活かしたい農地オーナーのシーズと野菜づくりに興味を持つ利用者の
ニーズのマッチングを図り、従来の体験農園とは一線を画した親しみやすく工夫された体験農園サービスを創出した
点にある。この事業における大きな目標は、「自産自消」の拡大による日本の食料自給率向上への貢献である。

同社では、後継者不足などで荒れている農地が非常に多いことや、近年の食の安全の問題、食料自給率の低さなど
を危惧し、耕作放棄地を利用した体験農園事業を展開することで、「消費者が自分で農作物を作って自分で食べる『自
産自消』社会をつくる」ことを目標としている。
目標は 年で カ所の体験農園の開設で、 カ所の体験農園があれば ～ 万人の利用者があり、この利用者
が自産自消した場合、日本の食料自給率が ％上がるという試算による。
当初は耕作放棄地を持っている農家に「つて」がなかったため、農地オーナー探しや農地の確保に苦心したが、勉
強を重ね、農政局や市役所、地域の の集まりに足繁く通って信頼関係を築くことで力を貸してもらえるように
なり、徐々に口コミなどで理解が広まるとともに遊休地提供の申し込みが増加した。
年で カ所の体験農園展開実現のため、フランチャイズ方式を採用。オーナー探しや開園、行政との法律の
クリア、地域の農業諸団体や近隣とのトラブル解決などに関する蓄積したノウハウを提供している。
まずは 代のファミリー層へのレジャー農園というコンセプトで、初心者でも手軽に無農薬野菜が作れるように
「知識や資格を持った管理人による栽培管理やサポートサービス」「農機具や水道の完備」「収穫祭や農業スキル向
上を図る青空教室などのイベントの実施」「専用ブログによる菜園管理情報の提供」などの様々なサービスを用意し、
「場所貸し」だけに終わりがちな一般の体験農園とは一線を画している。
立命館大学と連携で行っている土壌検査をクリアし、有機栽培が可能な安全な土地に限って農園を開設している。
また、作った野菜を他人から評価してもらう仕組みを用意し、①品質が良ければ同社が買い取り、飲食店や加工場
に販売する、②大手スーパーや直売所で自ら値付けして販売するなど、継続利用へとつなげる工夫を行う。
「マイファーム」の運営以外にも、農作業、ガーデニングに興味のある利用者のための家庭でできるミニチュア菜
園を提案する「ベランダ菜園倶楽部」、自家菜園に取り組む利用者のための家庭菜園通信教育「畑の達人」、プロ御
用達の農業関連商品を紹介する厳選菜園道具通販サイト「畑師」、遊休農地紹介サイト「タガヤシ」、農園を舞台に
出会いの場を提供する「畑 婚活」など、多面的に農業に触れてもらう仕組みづくりで、農業に親しむ人々の増
加を図っている。
現在までの利用者数は延べ 人で、体験農園数は大阪や京都を中心に となった。

地域貢献第9回受賞企業・団体

消費者のクレーム情報を収集し、地元企業のモノづくりに活用できる仕組みを構築

所在地：福井県（近畿） 業種：公益経済団体

事業概要：地域の商工業の改善・発達

■提供サービス
地域の商工業の改善・発達を情報面からサポートする。消費者からクレームとその解決策のアイデアを 上で収
集し、それを会員企業が自由に閲覧し、商品開発に活かせるようなシステムを提供。こうして生まれた新商品をイベ
ントやネット上の「苦情・クレーム『解決』博覧会」で紹介し、地域経済の振興に寄与している。

■ハイ・サービスのポイント
同商工会議所の強みは、インターネット経由で消費者からクレーム情報を集め、エンドユーザーとの接点が少ない会
員企業がこれらの情報を活かして新製品・サービスを開発することができる、という仕組みを構築した点にある。ま
た、サイトやイベントで解決事例を紹介し、さらなる知名度の向上につなげている点も注目度が高い。

当初、紙媒体でクレーム情報を募集するところからスタートし、会員企業は、同商工会議所の定期刊行物などの印
刷物で募集した。広告宣伝費がないため、パブリシティとしてマスコミに取り上げられるように努めた。
初年度は、約 件のクレーム情報が寄せられたものの、情報の分類を手作業で行ったため煩雑であった。そこで、
を活用して効率よくクレームを集め、データを分析しようと考え、「苦情・クレーム博覧会」というサイトを開
設してクレーム投稿・閲覧の仕組みをつくった。
「苦情・クレーム博覧会」に登録された当該年度の情報を閲覧するには、会員になり、入場料として 円の登
録料を支払う必要がある（当該年度の情報は何度でも閲覧できる）。入場料 円のうち 円は、 円× 票
の投票権となる（入場者 人あたり 票の投票権が得られる）。入場者がクレーム情報を見て参考になったと判断し
たものに投票すると、その情報を投稿した人に得票数× 円が支払われる。
クレーム情報が増加したため、サイトに以下のデータ分析機能を追加した。
①キーワードランキング機能：クレームに多く含まれるキーワードをランキング形式で表示する機能
②キーワード関連図機能：気になるキーワードを中心に関連用語をグラフィカルに表示する機能
「プロフェッショナル会員」、「企業サポーター」など、会員料金の違いによって、苦情閲覧数、分析機能などの利
用可能なサービスに差が生じる会員制度を導入した。
サイトに解決事例を紹介するページを作成するとともに、毎年「苦情・クレーム『解決』博覧会」というイベント
を開催し、クレームを解決した実際の新製品・サービスを紹介している。
クレーム情報の活用はユーザーの自由に任せており、同商工会議所で、どう解決したかをすべて把握しているわけ
ではない。

年度の苦情投稿数は 件、ユーザー数は 社で、これまで蓄積されたクレーム数は 万件を超える。
解決品例には以下のものがある。
①ヌレンザ：超撥水繊維を使った濡れない傘
②減音テープ：はがす時の音を小さくし、通気もよくしたマジックテープ
③クリスタルウキワ：急速に排気できる栓をつけた浮き輪
④マジックミラーカーテン：外から室内が見えにくく、省エネ効果もあるカーテン
⑤壁掛け新型ハンガー：室内を傷つけないハンガー掛け器具
⑥おはようチェッくん：独居老人の起床、就寝情報を家族の携帯電話に通知するシステム
⑦ツインクッション：車椅子用の体圧分散と体幹安定効果のあるクッション

同社の体験農園「マイファーム」 収穫イベントなど会員同士の交流も行われる年「苦情・クレーム『解決』博覧会」会場風景 「苦情・クレーム博覧会」サイト



サービスの高付加価値化̶医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院人材育成̶医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニック

医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニック

サービスの高付加価値化第7回受賞企業・団体

24時間365日対応の救急体制をはじめとした高度な医療サービスを提供

医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院

業種：医療所在地：京都府（近畿）

事業概要：救急医療をはじめとした医療サービス

■提供サービス
「救急を断らない病院」として全科にわたり 時間 日対応という充実した救急医療体制を敷いている。さらに電
子カルテの導入で実現した地域連携システム「 」を通じて周辺開業医との連携を深めるとともに、患者目線
のサービス改革に取り組み、待ち時間を大幅に減少させるなどの成果を上げている。

■ハイ・サービスのポイント
同院の強みとしては、サービスの質・ （救急医療）応諾率・高度医療といった つの層別に、「選ばれる」病院づ
くりを目指して医療サービスを提供している点にある。 次救急応諾率 ％以上という数字を実現するための医療体
制を構築し、地域の中核病院として高度な医療サービスを展開している。

深夜や早朝の救急医療に関して、救急担当医 人体制をとり 台の救急車での同時搬送も可能となっている。
年ほど前に、ホテルをイメージして受付にコンシェルジュを配置。入院時には、看護師が入院病棟から迎えに来
るのを待っているのが通常だが、同院ではコンシェルジュが同行することで看護師が往復する手間も省けている。
欧米の視察などを参考にして、受付や案内をオープンカウンター・フリーカウンター化している。事務所スペース
を削減し、カウンターを通路側に押し出し、高さを下げることで患者からも話しかけやすく、職員もより身近で親
切な対応が可能となった。
カラーコーディネートの研究により、 関連の壁はミスの少ないとされる黄色、床は血の色が目立たないように
赤色に塗り替えるなどの配慮をしている。
各診察室の入り口には顔写真や趣味といったプロフィールの記載された担当医シートが貼られている。それにより
患者は自分の診てもらう先生の情報を事前に把握することができ、安心してスムーズに診察が受けられる。
電子カルテの導入によって、従来は何を書かれていたか不安だった患者に対しての情報公開が進展し、医療情報の
「見える化」が進んだ。
地域開業医との連携が進むにつれ、「おもしろい病院・良いサービスがある」と聞いて大阪など遠方からの来院も
増えた。また、主治医変更時の引き継ぎや、情報伝達ミスをなくすことにも役立っている。
「 」には、周辺の山科医師会の開業医のために①新着 、②社内のモーニングカンファレンスと呼ぶ
勉強会の （開業医が好きな時間に最新事例などを目で見て学べる）、③メール機能、④掲示板（地域情報、季
節ごとの感染症情報など）、⑤ ＆ （ の相互質問回答方式）、⑥同院へのお願いごとコーナー、⑦開業医
から同院への患者紹介フォーム（ による紹介状で、紹介相手を専門内容や顔写真などのプロフィールを見な
がら選べる）、⑧紹介患者の診療内容の共有化（開業医と同院が相互に、投薬内容やレントゲンなどの情報共有を
行うことができる）といった機能があり、地域開業医や住民の安心・信頼につながっている。
潜在患者や市民の健康をケアするという観点から、ホテルなどで健康指南なども行うようにして、山科地域全体の
健康の底上げも図っている。

人材育成第8回受賞企業・団体

スタッフ中心のイベントや勉強会など、ES向上の取り組みからCSと売上げの向上を実現

所在地：大阪府（近畿） 業種：医療

事業概要：予防診療中心の歯科医院

■提供サービス
大阪の歯科医院。リニューアルオープンを機会に、歯科医師中心からスタッフが中心となった医院づくりへと方針を
変えた。従来は治療診療を中心に病院運営が行われていたが、予防歯科への転換を目指し、スタッフが中心となって
来院者の対応をしたり、主体的にイベントや勉強会などに参画したりすることで、モチベーションが向上し、スキル
と定着率アップにつながった。

■ハイ・サービスのポイント
同歯科医院の強みは、歯科医師が主導する治療診療中心の医院からスタッフが主導する予防診療中心の体制に転換す
ることによって、スタッフのモチベーション向上に成功し、そのスキルアップや定着率の上昇へとつなげた点である。
また、そのことが顧客満足度と売上げの向上にも貢献し、好循環を生み出している。

医院としての理念やクレド（理念を簡素に記したもの）をつくり、「感謝の言葉がある歯科医院」「感動を与え続け
る歯科医院」「ワクワク楽しい歯科医院」づくりを目指した。
予防歯科への転換を目指し、スタッフを来院者のフロントに立たせた。
子どもたちの予防歯科会員クラブ「カムカムクラブ」をつくり、年間 回、カムカムフェスタを開催（クリスマスフェ
スタ、サマーフェスタ）。カムカムクラブ会員の子どもたちを招いて行う健康学習やショーのほか、月の母の日フェ
スタ、 月の海の日フェスタ、 月のハロウィンパーティーなどのイベントを開催している。
受付スタッフの名札に「スマイルクリエーター」の文字を加えた。この意味は、受付業務を淡々とこなすだけでは
なく、受付の場所も待合室も笑顔があふれる雰囲気にしてほしいという思いからである。
給与明細にスタッフへの手紙を添え、親密なコミュニケーションを心がけた。
年間行動目標設定用紙を作成し、毎年 月に配付して、翌月の 月に提出。年間行動目標設定用紙は、毎朝の朝礼
の際に 分間、行動目標を黙読する時間を設けている。
目標を実現するために治療の技術的な面では、院内で勉強会を開いたり、院外の研修会にスタッフを派遣したりし
ている。勉強会としては、なりたい自分をアピールするヨリタ塾（月 回開催）、接客やマナーを学ぶ歯科衛生士
の勉強会（月 回開催）、受付業務の勉強会（ カ月に 回開催）などがある。
取り組みにより、以下のような効果が上がった。
①スタッフの定着率が向上し、診療技術などのスキルアップ向上に自ら取り組むようになった。
②イベント開催により、医師・スタッフと患者・来院者との関係性が深まり、スタッフの間でも業務の垣根を越え
たコミュニケーションが可能となり、医院全体のチームワークづくりに役立った。

③スタッフのモチベーションが上がると、仕事の励みになり、定着率も上がるという好循環が生まれた。
④治療診療：予防診療の比率が 、来院人数 日約 人となり、売上げはリニューアル以前の約 倍に。

同院ホームページ 全職員への救命講習イベント「カムカムフェスタ」の様子 研修会・勉強会の様子



サービスプロセスの改善̶株式会社ロック・フィールドサービスの高付加価値化̶学校法人龍谷大学

サービスプロセスの改善第1回受賞企業・団体

総菜にジャストインタイムの隠し味

株式会社ロック・フィールド

業種：食品所在地：兵庫県（近畿）

事業概要：総菜の製造および販売。「 」 店、「神戸コロッケ」 店、「三日坊主」店、「いとはん」 店、「融合」店、
「そうざいや地球健康家族」 店、「ベジテリア」 店、「ビーオーガニック」店

■提供サービス
独自の「製販一貫モデル」で一定の成果を上げてきたが、「顧客が一番欲しいと思うタイミングで、一番良い状態の
商品を並べる」というジャストインタイムを目指して、 年からトヨタ自動車からプロを招聘してサービスプロ
セスの改善を推進している。

■ハイ・サービスのポイント
セントラルキッチン方式を導入し、工場では原材料の下処理や調味料の調合を行い、パーツをキット化して店舗に届
ける。工場では秒単位の生産管理の徹底や、後工程に従ったスケジューリング、製造ラインのレイアウト変更などの「ト
ヨタ生産方式」を導入。店舗ではお客の来店時間に合わせて一番鮮度の良い状態で商品を調理して店頭に並べること
に成功している。

これまで習慣化していた生産工程の各取り組みについて「トヨタ生産方式」を導入。必要なときに必要なだけ生産
し、ムダなく配送するジャストインタイムを実現するための取り組みを実施している。

手作り感を大事にしながら、効率的に機械化する部分をうまく組み合わせて上質・均一な商品を大量生産できる技
術に力を入れ、新鮮・安心・安全に届けるためのチルド物流も整備されている。

一方、店頭においては対面販売で同社の理念を顧客に的確に伝えるとともに、顧客の声に耳を傾け、一つひとつに
きちんと応えることで信頼関係を築き、ロック・フィールドファンの拡大を図っている。

学校法人龍谷大学

サービスの高付加価値化第9回受賞企業・団体

徹底した学生サポートに加え、産官学連携のパイオニアRECを活用し、社会連携事業で実績を上げる

所在地：京都府（近畿） 業種：教育（大学）

事業概要：大学教育、 などによる産学連携の取り組み

■提供サービス
同大学は、教育と研究、エクステンション（普及）を重要な使命として位置づけ、このエクステンション活動を担う
中心拠点として、 年に龍谷エクステンションセンター（通称「 」レック）を開設した。 では、設立当
初からコミュニティアイデンティティ（地域をどう認識するか）を重要視し、大学の資源を地域に還元する活動にと
どまらず、地域の人材や資源を大学に活かして、多くの企業との共同開発研究に取り組み、成果を上げている。また、
学生の個性を活かし、社会人としての実践力を向上させるための様々なキャリアサポートシステムとして、インター
ンシップをはじめ、一貫したキャリア教育や学生ベンチャー育成プログラム等を展開していることも特徴である。

■ハイ・サービスのポイント
同大学の強みは、 やインキュベーション施設としてのレンタルラボによって産官学連携に先駆的に取り組み、
多くの企業との共同研究で成果を上げて地域社会から信頼を得ている点にある。また、キャリアカウンセラーをはじ
めとする学生サポート体制を充実させることにより、実践力のある人材の育成にも成功している。

当初は実績の少なかった産官学連携やベンチャー支援活用などの取り組みに対して、学内外の理解を得るために注
力した。産官学連携による地域社会貢献という研究者の意気込みが後押しとなり、実現に至った。

年に同校瀬田キャンパス（滋賀）に を開設した。瀬田キャンパスの開設にあたっては滋賀県および大津
市から校地や創設費の提供を受けて誘致があり、 年に滋賀県が推進する「県版特区」の認定を受けるなど、
現在も様々な支援を受けている。現在では、 滋賀（瀬田キャンパス）、 京都（深草キャンパス）、 東
大阪（クリエイション・コア東大阪内）の 拠点体制でエクステンション活動に取り組んでいる。

では、産学連携プロジェクトを推進するために、コーディネーターやフェローという、企業と研究室との橋
渡しや調整を行うスペシャリストを配置している。
レンタルラボはインキュベーション施設として機能している。書類審査と面談により将来有望なベンチャー企業を
入居させ、本学教員による技術指導・研究や経営アドバイスを行っている。レンタルラボからは、これまでに延べ
社のベンチャー企業が巣立っており、現在は 社が入居している。

ビジネスプランコンテスト「プレゼン龍」は、他大学に先駆け、 年度より学生ベンチャーの育成・発掘によ
る地域産業の活性化と学生の実践力養成を目的に実施している。本コンテストの企画運営はすべて学生が行い、社
会的課題の解決に向けた提案力や実践力の向上につなげている。
キャリア支援については、一貫したキャリア「教育」として全学的に取り組んでいる。なかでも、職業観を醸成す
る体験型から専門性の高い実習までを含む多様なインターンシップに、年間約 人の学生が取り組んでいる。
教育・研究活動の海外拠点として、 をアメリカに開設し、 年からは「

」（同大学の留学プログラム）を開始した。このプログラムは、語学や異文化教育のみならず、現地での
インターンシップ（ボランティア活動）を通して、多民族共生社会について知識と体験の両面から学び、広い視野
と柔軟な発想力を養成している。
就職支援に関しては、キャリア開発部・職員 人当たり年間 社程度の企業訪問を行い、企業風土と担当者をよ
く理解することを重視している。これにより、就職・進路相談を受けた際にキャリアカウンセラーによるきめ細か
なアドバイスと適切なマッチングを可能にしている。
生涯学習講座として「 コミュニティカレッジ」を開講している。年間約 講座、延べ 万人の市民の方々が
受講しており、地域社会に深く根づき、高い評価を得ている。

工場は安藤忠雄氏設計。カフェテリアは洗練さと清廉さが目を引く

外観 工場では衛生管理を徹底

同大学ホームページ ホームページ ベンチャー合宿の様子



国際展開̶ワタベウェディング株式会社

国際展開第2回受賞企業・団体

世界に広がる「美しいかどでの日」

ワタベウェディング株式会社

業種：ブライダル所在地：京都府（近畿）

事業概要：海外挙式サービス事業および挙式参加者を対象とした旅行事業、挙式施設運営等の国内挙式サービス事業、
ウェディングドレス等の製造販売事業など

■提供サービス
個人商店時代の創業から数えると 周年を迎える同社は、総合ウェディング業のパイオニア、リーディングカンパ
ニーとして、これまで 万組を超える海外挙式を行ってきた実績を誇る。

■ハイ・サービスのポイント
海外で事業を展開する同社の強みは、結婚式についてのニーズやウォンツ、トレンドが日本とは異なる海外マーケッ
トの性質を見極め、いきなりフルサービスを展開するのではなく、慎重を期して段階的なサービス展開、事業展開を
図った点にある。

海外マーケットは日本とはトレンドが異なる点を考慮し、現地の市場特性や結婚式へのニーズを探りながら、段階
的にサービスを提供していった。
◦ 年：事業展開の基礎を固めるべく、上海にウェディングドレス縫製工場を新設
◦ 年：中国では結婚記念写真を前撮りして豪華なアルバムをつくる風習があることに着目し、上海に写真撮

影・貸衣装の店舗をオープン
◦ 年：これまでリサーチしてきたニーズを踏まえ、中国初の挙式総合サービス事業をスタート
◦ 年：経済成長に合わせて香港にも進出し、香港や上海を中心に創業挙式ビジネスを本格的に展開

同社ではさらに、ウェディングドレスのニーズがレンタルから購入に移っていることを踏まえ、サービス業といえ
どもメーカー機能を持つべきとの戦略判断から、上海縫製工場に加えて、ベトナムにも縫製工場を設置した。

今後の「デスティネーション挙式（海外挙式）」サービスの展開においても、慎重な戦略をとり、段階的な展開を図っ
ている。

ベトナム工場 ハワイ挙式ビーチ写真

上海ドレス工場 作業過程






