企業インデックス

ページ 地

域

○科学的・工学的アプローチ
経験や勘に頼らず、顧客・市場のニーズ把握・
分析によるサービス提供や、新しい科学的・工
学的な技術・方法を導入している事例

○人材育成
人材の登用・育成・モチベーション向上など
に、ユニークな方法や制度を取り入れている
事例

○科学的・工学的アプローチ
経験や勘に頼らず、顧客・市場のニーズ把握・
分析によるサービス提供や、新しい科学的・工
学的な技術・方法を導入している事例

○人材育成
人材の登用・育成・モチベーション向上など
に、ユニークな方法や制度を取り入れている
事例

○サービスプロセスの改善
サービス業にありながら、
カンバン方式などの
手法を取り入れて、サービスプロセスの改善・
効率化の取り組みを実践している事例

○国際展開
国際展開を積極的に行っている事例

○サービスプロセスの改善
サービス業にありながら、
カンバン方式などの
手法を取り入れて、サービスプロセスの改善・
効率化の取り組みを実践している事例

○国際展開
国際展開を積極的に行っている事例

○サービスの高付加価値化
サービスの質の向上のため、顧客志向での
サービス提供や顧客満足度の測定・追求を
行っている事例

○地域貢献
地域の特性を活かしたサービス展開や、地域
全体の発展に貢献する活動を行っている事例

○サービスの高付加価値化
サービスの質の向上のため、顧客志向での
サービス提供や顧客満足度の測定・追求を
行っている事例

○地域貢献
地域の特性を活かしたサービス展開や、地域
全体の発展に貢献する活動を行っている事例

選定ポイント

業種/企業・団体名

■北海道ブロック

ページ 地

域

選定ポイント

業種/企業・団体名

038 宮城県

地域貢献

［コンテンツ］株式会社シネマとうほく

［観光］株式会社NAC（ニセコアドベンチャーセンター）

039 福島県

サービスの高付加価値化

［観光］常磐興産株式会社（スパリゾートハワイアンズ）

人材育成

［コールセンター］株式会社アイティ・コミュニケーションズ

040 福島県

サービスプロセスの改善

［専門店］株式会社ハニーズ

サービスプロセスの改善

［薬局］株式会社アインファーマシーズ

041 宮城県

サービスプロセスの改善

［物流］バリエネット協同組合

005 釧路市

地域貢献

［ホテル・旅館］株式会社阿寒グランドホテル（あかん遊久の里 鶴雅）

042 宮城県

サービスプロセスの改善

［衣服裁縫修理］株式会社ビック・ママ

006 旭川市

地域貢献

［動物園］旭川市旭山動物園

043 山形県

サービスの高付加価値化

［アグリビジネス］株式会社平田牧場

007 札幌市

サービスプロセスの改善

［飲食］株式会社アレフ

044 岩手県

サービスプロセスの改善

［衣料・古着小売］株式会社ヘイプ

008 江別市

サービスの高付加価値化

［ソフトウェア開発／情報サービス］株式会社イデアシステム

045 秋田県

科学的・工学的アプローチ

［アグリビジネス］ポークランドグループ

009 札幌市

科学的・工学的アプローチ

［システム開発］ウェルネット株式会社

010 函館市

サービスプロセスの改善

［ソフトウェア開発］株式会社エスイーシー

■関東ブロック

011 弟子屈町

サービスの高付加価値化

［ホテル・旅館］有限会社風曜日（ピュア・フィールド風曜日）

048 埼玉県

科学的・工学的アプローチ

［旅客自動車運送］イーグルバス株式会社

012 帯広市

地域貢献

［飲食店共同市場］北の起業広場協同組合「北の屋台」

049 千葉県

国際展開

［スーパーマーケット］イオン株式会社

013 函館市

人材育成

［IT技術者養成サービス］株式会社グローバル・コミュニケーションズ

050 栃木県

サービスの高付加価値化

［ホテル・旅館］板室温泉 大黒屋

014 帯広市

サービスプロセスの改善

［ソフトウェア開発／システム開発］株式会社スカイアークシステム

051 神奈川県

サービスプロセスの改善

［ホテル・旅館］株式会社一の湯

015 帯広市

科学的・工学的アプローチ

［コンサルティング］株式会社ズコーシャ

052 千葉県

科学的・工学的アプローチ

［理容・美容］株式会社オオクシ

016 札幌市

サービスプロセスの改善

［家具・インテリア小売］株式会社ニトリ

053 新潟県

サービスの高付加価値化

［印章製造・小売／印刷］株式会社大谷

017 美瑛町

サービスの高付加価値化

［アグリビジネス］美瑛町農業協同組合「美瑛選果」

054 山梨県

サービスプロセスの改善

［スーパーマーケット］株式会社オギノ

018 札幌市

科学的・工学的アプローチ

［不動産仲介・管理］株式会社ビッグ

055 長野県

サービスの高付加価値化

［菓子小売／文化事業］株式会社小布施堂／文化事業部

019 札幌市

人材育成

［眼鏡・光学機械小売］株式会社富士メガネ

056 静岡県

サービスの高付加価値化

［医療］医療法人社団 海仁

020 苫小牧市

サービスプロセスの改善

［医療］医療法人社団北星会 とまこまい北星クリニック

057 埼玉県

人材育成

［学校教育］学校法人開智学園 総合部

021 室蘭市

人材育成

［医療］医療法人北海道家庭医療学センター

058 栃木県

サービスプロセスの改善

［教育・学習支援］株式会社開倫塾

022 札幌市

サービスの高付加価値化

［風力発電］NPO法人北海道グリーンファンド

059 新潟県

サービスプロセスの改善

［魚介小売］角上魚類株式会社

023 札幌市

サービスの高付加価値化

［研究開発支援サービス］北海道システム・サイエンス株式会社

060 神奈川県

科学的・工学的アプローチ

［タクシー・ハイヤー］神奈中ハイヤー株式会社

024 小樽市

サービスの高付加価値化

［職業・教育支援］NPO法人北海道職人義塾大學校

061 埼玉県

サービスの高付加価値化

［美容］株式会社クリップ（美容室ストリート）

025 札幌市

国際展開

［テレビ局］北海道テレビ放送株式会社

062 埼玉県

サービスの高付加価値化

［医療］医療法人財団献心会 川越胃腸病院

026 札幌市

地域貢献

［スポーツ］株式会社北海道日本ハムファイターズ

063 静岡県

サービスプロセスの改善

［飲食］株式会社五味八珍

027 鹿追町

人材育成

［観光］株式会社北海道ネイチャーセンター

064 新潟県

サービスプロセスの改善

［ホームセンター］株式会社コメリ

028 室蘭市

地域貢献

［教育（大学）
］国立大学法人室蘭工業大学

065 埼玉県

サービスプロセスの改善

［飲食］株式会社サイゼリヤ

029 札幌市

地域貢献

［医療支援］株式会社メディカルイメージラボ

066 長野県

サービスの高付加価値化

［ホテル・旅館］株式会社斎藤ホテル

030 札幌市

サービスの高付加価値化

［情報サービス／薬局］株式会社メディカルシステムネットワーク

067 神奈川県

サービスの高付加価値化

［タクシー・ハイヤー］三和交通株式会社

031 北見市

サービスプロセスの改善

［事業所サービス］株式会社ワイズスタッフ

068 静岡県

地域貢献

［ITコンサルティング］株式会社シーエムエー

069 神奈川県

サービスの高付加価値化

［水族館］新江ノ島水族館

070 茨城県

サービスの高付加価値化

［医療］医療法人真成会 たきもとクリニック

002 ニセコ

地域貢献

003 札幌市
004 札幌市

■東北ブロック
034 青森県

サービスの高付加価値化

［地域活性コンサルティング］B級ご当地グルメ・ネットワークス株式会社

071 長野県

人材育成

［ホテル・旅館］株式会社仙仁温泉岩の湯

035 宮城県

サービスプロセスの改善

［ホテル・旅館］合資会社一條旅館（湯主一條）

072 茨城県

科学的・工学的アプローチ

［健康サービス］株式会社つくばウエルネスリサーチ

036 宮城県

サービスプロセスの改善

［障害者雇用マッチング／アウトソーシング］株式会社ウイングル

073 新潟県

サービスプロセスの改善

［金属製品製造マッチング］燕商工会議所「磨き屋シンジケート」

037 山形県

サービスの高付加価値化

［食品］株式会社清川屋

074 千葉県

サービスプロセスの改善

［医療］医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター

企業インデックス

ページ 地

域

○科学的・工学的アプローチ
経験や勘に頼らず、顧客・市場のニーズ把握・
分析によるサービス提供や、新しい科学的・工
学的な技術・方法を導入している事例

○人材育成
人材の登用・育成・モチベーション向上など
に、ユニークな方法や制度を取り入れている
事例

○科学的・工学的アプローチ
経験や勘に頼らず、顧客・市場のニーズ把握・
分析によるサービス提供や、新しい科学的・工
学的な技術・方法を導入している事例

○人材育成
人材の登用・育成・モチベーション向上など
に、ユニークな方法や制度を取り入れている
事例

○サービスプロセスの改善
サービス業にありながら、
カンバン方式などの
手法を取り入れて、サービスプロセスの改善・
効率化の取り組みを実践している事例

○国際展開
国際展開を積極的に行っている事例

○サービスプロセスの改善
サービス業にありながら、
カンバン方式などの
手法を取り入れて、サービスプロセスの改善・
効率化の取り組みを実践している事例

○国際展開
国際展開を積極的に行っている事例

○サービスの高付加価値化
サービスの質の向上のため、顧客志向での
サービス提供や顧客満足度の測定・追求を
行っている事例

○地域貢献
地域の特性を活かしたサービス展開や、地域
全体の発展に貢献する活動を行っている事例

○サービスの高付加価値化
サービスの質の向上のため、顧客志向での
サービス提供や顧客満足度の測定・追求を
行っている事例

○地域貢献
地域の特性を活かしたサービス展開や、地域
全体の発展に貢献する活動を行っている事例

選定ポイント

業種/企業・団体名

ページ 地

域

選定ポイント

業種/企業・団体名

075 長野県

サービスの高付加価値化

［アグリビジネス／就農支援］農業生産法人 有限会社トップリバー

112 多摩市

サービスの高付加価値化

［電子機器（計測器、医療機器、通信機器）
修理サービス］京西テクノス株式会社

076 千葉県

サービスの高付加価値化

［観光］株式会社とみうら

113 港区

サービスの高付加価値化

［位置情報提供サービス］クウジット株式会社

077 神奈川県

サービスの高付加価値化

［情報通信］株式会社ナレッジクリエーション

114 港区

サービスの高付加価値化

［情報サービス］クックパッド株式会社

078 神奈川県

サービスプロセスの改善

［教育・学習支援］株式会社日能研

115 千代田区

サービスの高付加価値化

［エージェント］株式会社クリーク・アンド・リバー社

079 長野県

サービスの高付加価値化

［アウトレット］株式会社プリンスホテル（軽井沢・プリンスショッピングプラザ）

116 渋谷区

サービスプロセスの改善

［飲食］株式会社クリエイト・レストランツ

080 長野県

サービスプロセスの改善

［リゾート］株式会社星野リゾート

117 千代田区

サービスの高付加価値化

［情報サービス］株式会社ぐるなび

081 静岡県

サービスの高付加価値化

［地域活性コンサルティング］

118 文京区

サービスの高付加価値化

［医療情報提供サービス］株式会社ケアネット

119 青梅市

サービスの高付加価値化

［医療］医療法人社団慶成会 青梅慶友病院

NPO法人まちづくりトップランナー ふじのみや本舗
082 長野県

サービスの高付加価値化

［観光］株式会社南信州観光公社

120 中野区

科学的・工学的アプローチ

［ソフトウェア開発／ ITソリューションサービス］株式会社構造計画研究所

083 長野県

サービスの高付加価値化

［ホテル・旅館］株式会社明神館

121 千代田区

サービスプロセスの改善

［コンサルティング］株式会社購買戦略研究所

084 茨城県

サービスの高付加価値化

［婦人・子供服の製造・小売］有限会社モーハウス

122 文京区

サービスの高付加価値化

［ソフトウェア開発／情報サービス］サイボウズ株式会社

085 静岡県

国際展開

［教育・学習支援］ヤマハ株式会社 ヤマハ音楽教室

123 中央区

サービスプロセスの改善

［ポイントサービス］株式会社サイモンズ

086 神奈川県

サービスの高付加価値化

［コンサルティング］株式会社ユーディット

124 杉並区

サービスプロセスの改善

［スーパーマーケット］サミット株式会社

087 千葉県

地域貢献

［不動産］ららぽーとマネジメント株式会社

125 台東区

国際展開

［ホテル・旅館］澤の屋旅館

088 千葉県

サービスプロセスの改善

［アグリビジネス］農事組合法人和郷園

126 千代田区

科学的・工学的アプローチ

［ファイナンス］システム・ロケーション株式会社

127 港区

科学的・工学的アプローチ

［コンサルティング］株式会社シニアコミュニケーション

128 品川区

サービスの高付加価値化

［治験］シミック株式会社

■東京ブロック
092 千代田区

人材育成

［教育・学習支援］株式会社ABC Cooking Studio

129 港区

科学的・工学的アプローチ

［ソフトウェア開発］株式会社ジャステック

093 品川区

サービスの高付加価値化

［アウトソーシング（半導体・FPD製造）］UTホールディングス株式会社

130 港区

国際展開

［コンテンツ］株式会社シンク

094 港区

サービスプロセスの改善

［生花卸・小売］アートグリーン株式会社

131 港区

科学的・工学的アプローチ

［物流］スターウェイ株式会社

095 港区

サービスの高付加価値化

［葬祭］株式会社アーバンフューネスコーポレーション

132 港区

科学的・工学的アプローチ

［情報サービス］株式会社ゼイヴェル（現社名：株式会社ブランディング）

096 港区

科学的・工学的アプローチ

［情報サービス／コンサルティング］株式会社アイスタイル

133 中央区

人材育成

［医療］聖路加国際病院

097 新宿区

サービスの高付加価値化

［損害保険］アニコム損害保険株式会社

134 渋谷区

サービスプロセスの改善

［医療・介護サービス］セコム医療システム株式会社

098 新宿区

科学的・工学的アプローチ

［百貨店］株式会社伊勢丹

135 千代田区

サービスの高付加価値化

［銀行］株式会社セブン銀行

099 千代田区

サービスプロセスの改善

［食品卸／情報サービス］伊藤忠食品株式会社／株式会社オークネット

136 港区

サービスプロセスの改善

［飲食］株式会社ダイヤモンドダイニング

100 港区

サービスプロセスの改善

［情報サービス］株式会社インフォマート

137 千代田区

人材育成

［教育・学習支援］TAC株式会社

101 文京区

科学的・工学的アプローチ

［情報サービス／医療情報コンサルティング］株式会社ヴァイタス

138 大田区

人材育成

［弁当］株式会社玉子屋

102 品川区

サービスプロセスの改善

［食品販売］オイシックス株式会社

139 千代田区

サービスの高付加価値化

［公共サービス］千代田区立千代田図書館

103 渋谷区

サービスの高付加価値化

［情報サービス／ソフトウェア開発］株式会社オウケイウェイヴ

140 港区

サービスプロセスの改善

［広告／専門コンサルタント／職業紹介］ディップ株式会社

104 新宿区

サービスプロセスの改善

［飲食］株式会社大戸屋

141 目黒区

サービスの高付加価値化

［カラオケ］株式会社鉄人化計画

105 渋谷区

サービスの高付加価値化

［広告／情報サービス］株式会社カカクコム

142 渋谷区

サービスの高付加価値化

［情報サービス］トランスコスモス株式会社

106 江東区

サービスプロセスの改善

［家事代行・宅配クリーニングサービス］株式会社カジタク

143 千代田区

サービスプロセスの改善

［アグリビジネス］株式会社ナチュラルアート

107 千代田区

サービスプロセスの改善

［中古車販売］株式会社ガリバーインターナショナル

144 港区

科学的・工学的アプローチ

［情報サービス］株式会社ナビタイムジャパン

108 渋谷区

サービスの高付加価値化

［エンターテインメント］カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

145 港区

科学的・工学的アプローチ

［介護（福祉用具）
］株式会社日本ケアサプライ

109 足立区

サービスプロセスの改善

［クリーニング］株式会社喜久屋

146 品川区

人材育成

［タクシー・ハイヤー］日本交通株式会社

110 千代田区

サービスの高付加価値化

［エンターテインメント］株式会社キッズシティージャパン

147 港区

サービスプロセスの改善

［アウトソーシング］日本サード・パーティ株式会社

111 世田谷区

人材育成

［保育サービス］株式会社キッズベースキャンプ

148 中央区

サービスの高付加価値化

［情報配信サービス／広告］株式会社ニワンゴ

企業インデックス

ページ 地

域

149 港区

○科学的・工学的アプローチ
経験や勘に頼らず、顧客・市場のニーズ把握・
分析によるサービス提供や、新しい科学的・工
学的な技術・方法を導入している事例

○人材育成
人材の登用・育成・モチベーション向上など
に、ユニークな方法や制度を取り入れている
事例

○科学的・工学的アプローチ
経験や勘に頼らず、顧客・市場のニーズ把握・
分析によるサービス提供や、新しい科学的・工
学的な技術・方法を導入している事例

○人材育成
人材の登用・育成・モチベーション向上など
に、ユニークな方法や制度を取り入れている
事例

○サービスプロセスの改善
サービス業にありながら、
カンバン方式などの
手法を取り入れて、サービスプロセスの改善・
効率化の取り組みを実践している事例

○国際展開
国際展開を積極的に行っている事例

○サービスプロセスの改善
サービス業にありながら、
カンバン方式などの
手法を取り入れて、サービスプロセスの改善・
効率化の取り組みを実践している事例

○国際展開
国際展開を積極的に行っている事例

○サービスの高付加価値化
サービスの質の向上のため、顧客志向での
サービス提供や顧客満足度の測定・追求を
行っている事例

○地域貢献
地域の特性を活かしたサービス展開や、地域
全体の発展に貢献する活動を行っている事例

○サービスの高付加価値化
サービスの質の向上のため、顧客志向での
サービス提供や顧客満足度の測定・追求を
行っている事例

○地域貢献
地域の特性を活かしたサービス展開や、地域
全体の発展に貢献する活動を行っている事例

選定ポイント

人材育成

業種/企業・団体名

［ゴルフ場保有・運営］
パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社

ページ 地

域

選定ポイント

業種/企業・団体名

186 愛知県

サービスの高付加価値化

［生活関連サービス］ジャパンベストレスキューシステム株式会社

187 愛知県

科学的・工学的アプローチ

［ユニフォーム賃貸／リネンサプライ］新日本ウエックス株式会社
［飲食］株式会社ゼットン

150 台東区

サービスプロセスの改善

［ホテル・旅館］株式会社旅籠屋

188 愛知県

サービスの高付加価値化

151 江東区

科学的・工学的アプローチ

［タクシー・ハイヤー］株式会社ハロー・トーキョー

189 岐阜県

サービスプロセスの改善

［ホテル・旅館］株式会社高山グリーンホテル

152 千代田区

サービスの高付加価値化

［事務所サービス（アウトソーシング／金融サービス）
］株式会社フィデック

190 愛知県

地域貢献

［タクシー・ハイヤー］つばめ自動車株式会社／つばめグループ

153 港区

科学的・工学的アプローチ

［情報サービス］株式会社プラネット

191 愛知県

人材育成

［葬祭］株式会社ティア

154 中央区

地域貢献

［ソーシャルビジネス］特定非営利活動法人フローレンス

192 石川県

サービスプロセスの改善

［医療］社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院

155 中央区

サービスの高付加価値化

［家事代行サービス］株式会社ベアーズ

193 富山県

地域貢献

［鉄道］富山ライトレール株式会社

156 渋谷区

人材育成

［介護］株式会社ベネッセスタイルケア

194 愛知県

サービスプロセスの改善

［医療］医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院

157 渋谷区

サービスプロセスの改善

［福利厚生業務運営代行サービス］株式会社ベネフィット・ワン

195 愛知県

サービスプロセスの改善

［内職市場マッチング］株式会社内職市場

158 港区

サービスプロセスの改善

［ネット調査サービス］株式会社マクロミル

196 愛知県

サービスプロセスの改善

［ネット販売］ネットオフ株式会社

159 千代田区

サービスの高付加価値化

［インターネットサービス］株式会社魔法の i らんど

197 富山県

サービスプロセスの改善

［自動車関連業］株式会社ピア

160 小金井市

サービスプロセスの改善

［各種ビジネスサービス／中小企業経営支援］株式会社武蔵野

198 愛知県

サービスの高付加価値化

［娯楽］株式会社名鉄インプレス

161 豊島区

サービスプロセスの改善

［教育・学習支援］株式会社明光ネットワークジャパン

199 三重県

サービスの高付加価値化

［図書館業務請負］株式会社リブネット

162 千代田区

サービスプロセスの改善

［建築設計］明豊ファシリティワークス株式会社

200 岐阜県

サービスの高付加価値化

［リフォーム］レオイ株式会社

163 世田谷区

サービスの高付加価値化

［コンサルティング］株式会社メディヴァ

164 新宿区

国際展開

［飲食］株式会社吉野家ホールディングス

■近畿ブロック

165 渋谷区

サービスの高付加価値化

［情報サービス］ラーニングエッジ株式会社

204 滋賀県

サービスの高付加価値化

［ガソリンスタンド］油藤商事株式会社

166 千代田区

科学的・工学的アプローチ

［情報サービス］リスクモンスター株式会社

205 大阪府

科学的・工学的アプローチ

［環境］エコビズ株式会社

167 豊島区

国際展開

［専門店］株式会社良品計画

206 大阪府

サービスプロセスの改善

［家電小売］株式会社エディオン

168 新宿区

サービスの高付加価値化

［福利厚生総合アウトソーシング］株式会社リロ・ホールディング

207 京都府

サービスプロセスの改善

［飲食］株式会社王将フードサービス

169 港区

人材育成

［ソフトウェア開発］株式会社ワークスアプリケーションズ

208 大阪府

サービスプロセスの改善

［ホテル・旅館］大阪第一ホテル

170 新宿区

人材育成

［飲食］株式会社ワンダーテーブル

209 京都府

人材育成

［総合人材サービス］オムロン パーソネル株式会社

210 福井県

サービスプロセスの改善

［自動車整備］株式会社カワムラモータース

211 大阪府

科学的・工学的アプローチ

［飲食］がんこフードサービス株式会社

［教育・学習支援］NPO法人アスクネット

212 京都府

人材育成

［試作プラットフォーム］京都試作センター株式会社
［教育・学習支援］株式会社公文教育研究会

■中部ブロック
174 愛知県

人材育成

175 三重県

地域貢献

［アグリランド］農事組合法人伊賀の里モクモク手づくりファーム

213 大阪府

国際展開

176 三重県

サービスプロセスの改善

［介護］有限会社イトーファーマシー

214 大阪府

科学的・工学的アプローチ

［飲食］株式会社くらコーポレーション

177 岐阜県

サービスプロセスの改善

［物流］エコアライアンス株式会社

215 大阪府

サービスの高付加価値化

［コンサルティング／トータルヘルスケア］グリーンホスピタルサプライ株式会社

178 三重県

人材育成

［飲食］株式会社相可フードネット（まごの店／せんぱいの店）

216 兵庫県

サービスの高付加価値化

［ホテル・旅館］株式会社御所坊

179 岐阜県

サービスの高付加価値化

［銀行］株式会社大垣共立銀行

217 大阪府

サービスプロセスの改善

［運輸］株式会社ジャル エクスプレス

180 石川県

科学的・工学的アプローチ

［中古車部品販売］会宝産業株式会社

218 大阪府

サービスプロセスの改善

［魚介卸］株式会社旬材

181 石川県

サービスプロセスの改善

［ホテル・旅館］株式会社加賀屋

219 大阪府

サービスプロセスの改善

［ホテル・旅館］株式会社スーパーホテル

182 石川県

サービスプロセスの改善

［教育（大学）］学校法人金沢工業大学

220 大阪府

サービスプロセスの改善

［産業用機械器具賃貸］株式会社ソーキ

183 石川県

サービスの高付加価値化

［ホテル・旅館］有限会社かよう亭

221 大阪府

サービスプロセスの改善

［百貨店］株式会社大丸

184 愛知県

サービスの高付加価値化

［専門店（貴金属）］株式会社ケイ・ウノ

222 京都府

サービスプロセスの改善

［学校教育］学校法人大和学園

185 富山県

サービスプロセスの改善

［生花小売・関連業］株式会社ジャパン・フラワー・コーポレーション

223 大阪府

地域貢献

［寄席］天満天神繁昌亭

企業インデックス

ページ 地

域

○科学的・工学的アプローチ
経験や勘に頼らず、顧客・市場のニーズ把握・
分析によるサービス提供や、新しい科学的・工
学的な技術・方法を導入している事例

○人材育成
人材の登用・育成・モチベーション向上など
に、ユニークな方法や制度を取り入れている
事例

○科学的・工学的アプローチ
経験や勘に頼らず、顧客・市場のニーズ把握・
分析によるサービス提供や、新しい科学的・工
学的な技術・方法を導入している事例

○人材育成
人材の登用・育成・モチベーション向上など
に、ユニークな方法や制度を取り入れている
事例

○サービスプロセスの改善
サービス業にありながら、
カンバン方式などの
手法を取り入れて、サービスプロセスの改善・
効率化の取り組みを実践している事例

○国際展開
国際展開を積極的に行っている事例

○サービスプロセスの改善
サービス業にありながら、
カンバン方式などの
手法を取り入れて、サービスプロセスの改善・
効率化の取り組みを実践している事例

○国際展開
国際展開を積極的に行っている事例

○サービスの高付加価値化
サービスの質の向上のため、顧客志向での
サービス提供や顧客満足度の測定・追求を
行っている事例

○地域貢献
地域の特性を活かしたサービス展開や、地域
全体の発展に貢献する活動を行っている事例

○サービスの高付加価値化
サービスの質の向上のため、顧客志向での
サービス提供や顧客満足度の測定・追求を
行っている事例

○地域貢献
地域の特性を活かしたサービス展開や、地域
全体の発展に貢献する活動を行っている事例

選定ポイント

業種/企業・団体名

ページ 地

域

選定ポイント

業種/企業・団体名

224 和歌山県

サービスプロセスの改善

［食品卸・小売］株式会社とち亀物産（紀伊国屋文左衛門本舗）

262 香川県

人材育成

［タクシー］全国子育てタクシー協会

225 奈良県

サービスの高付加価値化

［教育（大学）
］国立大学法人奈良女子大学

263 香川県

サービスの高付加価値化

［旅行代理店］株式会社旅ネット四国

226 京都府

科学的・工学的アプローチ

［クリーニング］株式会社ハッピー

264 高知県

地域貢献

［情報サービス／コンサルティング］パシフィックソフトウエア開発株式会社

227 兵庫県

サービスの高付加価値化

［通販］株式会社フェリシモ

265 愛媛県

科学的・工学的アプローチ

［保育サービス］株式会社マミーズファミリー

228 福井県

地域貢献

［公益経済団体］福井商工会議所「苦情・クレーム博覧会」

229 京都府

サービスの高付加価値化

［アグリビジネス］株式会社マイファーム

■九州・沖縄ブロック

230 大阪府

人材育成

［医療］医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニック

268 宮崎県

サービスプロセスの改善

［コインランドリー］WASHハウス株式会社

231 京都府

サービスの高付加価値化

［医療］医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院

269 沖縄県

サービスの高付加価値化

［コンサルティング］株式会社アイディーズ

232 京都府

サービスの高付加価値化

［教育（大学）
］学校法人龍谷大学

270 福岡県

サービスプロセスの改善

［医療］株式会社麻生 飯塚病院

233 兵庫県

サービスプロセスの改善

［食品］株式会社ロック・フィールド

271 福岡県

サービスプロセスの改善

［飲食］株式会社一蘭

234 京都府

国際展開

［ブライダル］ワタベウェディング株式会社

272 福岡県

サービスの高付加価値化

［介護／家事代行］株式会社エルダーサービス

273 大分県

サービスプロセスの改善

［データ入力／アウトソーシング］株式会社オーリッド

274 沖縄県

人材育成

［通販］株式会社沖縄教育出版
［リゾート］雅叙苑観光有限会社（天空の森）

■中国ブロック
238 広島県

サービスの高付加価値化

［写真業］株式会社アスカネット

275 鹿児島県

サービスの高付加価値化

239 広島県

人材育成

［翻訳］株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ

276 大分県

サービスプロセスの改善

［ホテル・旅館］株式会社亀の井ホテル

240 広島県

サービスプロセスの改善

［医療］医療法人社団 いでした内科・神経内科クリニック

277 福岡県

地域貢献

［アグリビジネス］株式会社グラノ24K

241 鳥取県

サービスプロセスの改善

［介護・福祉］社会福祉法人こうほうえん

278 熊本県

サービスの高付加価値化

［観光］黒川温泉観光旅館協同組合

242 島根県

サービスの高付加価値化

［自動車教習所］株式会社コガワ計画 Mランド益田校

279 福岡県

サービスの高付加価値化

［不動産］株式会社シノケングループ

243 鳥取県

サービスの高付加価値化

［観光］境港市観光協会

280 福岡県

地域貢献

［スーパーマーケット］有限会社スーパーまるまつ

244 山口県

人材育成

［ビルメンテナンス／警備／人材派遣］サマンサジャパン株式会社

281 福岡県

サービスプロセスの改善

［生花輸入］星日産業株式会社

245 鳥取県

サービスプロセスの改善

［建設コンサルティング］サンイン技術コンサルタント株式会社

282 福岡県

サービスの高付加価値化

［環境］楽しい株式会社

246 広島県

サービスの高付加価値化

［SOHO・起業家支援サービス］株式会社ソアラサービス

283 佐賀県

科学的・工学的アプローチ

［物流］株式会社トワード物流

247 広島県

サービスの高付加価値化

［Webテレビ］株式会社テイ・エス・エス・プロダクション

284 福岡県

人材育成

［美容］有限会社バグジー

248 島根県

サービスプロセスの改善

［物流］有限会社ディ・シィ・ディ

285 大分県

サービスプロセスの改善

［観光］NPO法人ハットウ・オンパク

249 広島県

サービスの高付加価値化

［情報サービス］株式会社デジタライズ

286 沖縄県

サービスプロセスの改善

［観光情報サービス］株式会社パム

250 山口県

サービスの高付加価値化

［ホテル・旅館］てしま旅館

287 福岡県

人材育成

［スーパーマーケット］株式会社ハローデイ

251 広島県

科学的・工学的アプローチ

［情報サービス／コンサルティング］株式会社ハー・ストーリィ

288 宮崎県

サービスの高付加価値化

［ホームセンター］株式会社ハンズマン

252 鳥取県

国際展開

［バッグ卸・小売］株式会社バルコス

289 大分県

地域貢献

［理容・美容］有限会社ビューティフルライフ

253 岡山県

サービスプロセスの改善

［介護］株式会社メッセージ

290 鹿児島県

人材育成

［百貨店］株式会社山形屋

291 大分県

国際展開

［教育（大学）
］学校法人立命館 立命館アジア太平洋大学

■四国ブロック
256 高知県

サービスの高付加価値化

［卸売／農業］株式会社赤岡青果市場

257 徳島県

地域貢献

［情報サービス／出版］株式会社あわわ（建てようネット）

258 徳島県

地域貢献

［消費材製造販売］株式会社いろどり

259 愛媛県

地域貢献

［アグリビジネス］株式会社内子フレッシュパークからり

260 香川県

科学的・工学的アプローチ

［ソフトウェア開発］株式会社サヌキットジャパン

261 高知県

人材育成

［ビルメンテナンス］四国管財株式会社

マップインデックス［北海道／東北／関東］

■東北ブロック
□青森県
034 B級ご当地グルメ・ネットワークス株式会社
□岩手県
044 株式会社ヘイプ

■北海道ブロック

□秋田県
045 ポークランドグループ
□山形県
037 株式会社清川屋
043 株式会社平田牧場

旭川
江別
小樽 札幌
倶知安
苫小牧
室蘭

□宮城県
035 合資会社一條旅館（湯主一條）
036 株式会社ウイングル
038 株式会社シネマとうほく
041 バリエネット協同組合
042 株式会社ビック・ママ
□福島県
039 常磐興産株式会社（スパリゾートハワイアンズ）
040 株式会社ハニーズ

山形

□神奈川県
051 株式会社一の湯
060 神奈中ハイヤー株式会社
067 三和交通株式会社
069 新江ノ島水族館
077 株式会社ナレッジクリエーション
078 株式会社日能研
086 株式会社ユーディット
□千葉県
049 イオン株式会社
052 株式会社オオクシ
074 医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター
076 株式会社とみうら
087 ららぽーとマネジメント株式会社
088 農事組合法人和郷園

□釧路市
005 株式会社阿寒グランドホテル（あかん遊久の里 鶴雅）
□旭川市
006 旭川市旭山動物園

岩手

秋田

□茨城県
070 医療法人真成会 たきもとクリニック
072 株式会社つくばウエルネスリサーチ
084 有限会社モーハウス

□静岡県
056 医療法人社団 海仁
063 株式会社五味八珍
068 株式会社シーエムエー
081 NPO法人まちづくりトップランナー ふじのみや本舗
085 ヤマハ株式会社 ヤマハ音楽教室

釧路

□弟子屈町
011 有限会社風曜日（ピュア・フィールド風曜日）

□帯広市
012 北の起業広場協同組合
「北の屋台」
014 株式会社スカイアークシステム
015 株式会社ズコーシャ
□江別市
008 株式会社イデアシステム

□栃木県
050 板室温泉 大黒屋
058 株式会社開倫塾

□山梨県
054 株式会社オギノ

帯広

弟子屈

□鹿追町
027 株式会社北海道ネイチャーセンター
青森

□新潟県
053 株式会社大谷
059 角上魚類株式会社
064 株式会社コメリ
073 燕商工会議所
「磨き屋シンジケート」

□埼玉県
048 イーグルバス株式会社
057 学校法人開智学園 総合部
061 株式会社クリップ（美容室ストリート）
062 医療法人財団献心会 川越胃腸病院
065 株式会社サイゼリヤ

鹿追

北見

□美瑛町
017 美瑛町農業協同組合「美瑛選果」

函館

■関東ブロック

□長野県
055 株式会社小布施堂／文化事業部
066 株式会社斎藤ホテル
071 株式会社仙仁温泉岩の湯
075 農業生産法人 有限会社トップリバー
079 株式会社プリンスホテル（軽井沢・プリンスショッピングプラザ）
080 株式会社星野リゾート
082 株式会社南信州観光公社
083 株式会社明神館

美瑛

□北見市
031 株式会社ワイズスタッフ

宮城

福島
新潟
栃木
長野

茨城
埼玉

山梨
神奈川
静岡

千葉

□札幌市
003 株式会社アイティ・コミュニケーションズ
004 株式会社アインファーマシーズ
007 株式会社アレフ
009 ウェルネット株式会社
016 株式会社ニトリ
018 株式会社ビッグ
019 株式会社富士メガネ
022 NPO法人北海道グリーンファンド
023 北海道システム・サイエンス株式会社
025 北海道テレビ放送株式会社
026 株式会社北海道日本ハムファイターズ
029 株式会社メディカルイメージラボ
030 株式会社メディカルシステムネットワーク
□ニセコ
002 株式会社NAC（ニセコアドベンチャーセンター）
□苫小牧市
020 医療法人社団北星会 とまこまい北星クリニック
□室蘭市
021 医療法人北海道家庭医療学センター
028 国立大学法人室蘭工業大学
□函館市
010 株式会社エスイーシー
013 株式会社グローバル・コミュニケーションズ
□小樽市
024 NPO法人北海道職人義塾大學校

マップインデックス［東京／中部］
■東京ブロック

■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

石川

富山

岐阜

愛知
三重

東京

□23区
092 株式会社ABC Cooking Studio
093 UTホールディングス株式会社
094 アートグリーン株式会社
095 株式会社アーバンフューネスコーポレーション
096 株式会社アイスタイル
097 アニコム損害保険株式会社
098 株式会社伊勢丹
099 伊藤忠食品株式会社／株式会社オークネット
100 株式会社インフォマート
101 株式会社ヴァイタス
102 オイシックス株式会社
103 株式会社オウケイウェイヴ
104 株式会社大戸屋
105 株式会社カカクコム
106 株式会社カジタク
107 株式会社ガリバーインターナショナル
108 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
109 株式会社喜久屋
110 株式会社キッズシティージャパン
111 株式会社キッズベースキャンプ
113 クウジット株式会社
114 クックパッド株式会社
115 株式会社クリーク・アンド・リバー社
116 株式会社クリエイト・レストランツ
117 株式会社ぐるなび
118 株式会社ケアネット
120 株式会社構造計画研究所
121 株式会社購買戦略研究所
122 サイボウズ株式会社
123 株式会社サイモンズ
124 サミット株式会社
125 澤の屋旅館
126 システム・ロケーション株式会社
127 株式会社シニアコミュニケーション
128 シミック株式会社
129 株式会社ジャステック
130 株式会社シンク
131 スターウェイ株式会社
132 株式会社ゼイヴェル（現社名：株式会社ブランディング）
133 聖路加国際病院
134 セコム医療システム株式会社
135 株式会社セブン銀行
136 株式会社ダイヤモンドダイニング
137 TAC株式会社
138 株式会社玉子屋
139 千代田区立千代田図書館
140 ディップ株式会社
141 株式会社鉄人化計画
142 トランスコスモス株式会社
143 株式会社ナチュラルアート
144 株式会社ナビタイムジャパン
145 株式会社日本ケアサプライ
146 日本交通株式会社
147 日本サード・パーティ株式会社
148 株式会社ニワンゴ
149 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社
150 株式会社旅籠屋
151 株式会社ハロー・トーキョー
152 株式会社フィデック
153 株式会社プラネット
154 特定非営利活動法人フローレンス
155 株式会社ベアーズ
156 株式会社ベネッセスタイルケア
157 株式会社ベネフィット・ワン
158 株式会社マクロミル
159 株式会社魔法のiらんど
161 株式会社明光ネットワークジャパン
162 明豊ファシリティワークス株式会社
163 株式会社メディヴァ
164 株式会社吉野家ホールディングス
165 ラーニングエッジ株式会社
166 リスクモンスター株式会社
167 株式会社良品計画
168 株式会社リロ・ホールディング
169 株式会社ワークスアプリケーションズ
170 株式会社ワンダーテーブル
□小金井市
160 株式会社武蔵野
□多摩市
112 京西テクノス株式会社
□青梅市
119 医療法人社団慶成会 青梅慶友病院

マップインデックス［近畿／中国／四国／九州・沖縄］
■近畿ブロック
□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

■中国ブロック
□岡山県
253 株式会社メッセージ
□鳥取県
241 社会福祉法人こうほうえん
243 境港市観光協会
245 サンイン技術コンサルタント株式会社
252 株式会社バルコス

□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」

□広島県
238 株式会社アスカネット
239 株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ
240 医療法人社団 いでした内科・神経内科クリニック
246 株式会社ソアラサービス
247 株式会社テイ・エス・エス・プロダクション
249 株式会社デジタライズ
251 株式会社ハー・ストーリィ

□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

□島根県
242 株式会社コガワ計画 Mランド益田校
248 有限会社ディ・シィ・ディ
□山口県
244 サマンサジャパン株式会社
250 てしま旅館

□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）

■九州・沖縄ブロック

□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

□福岡県
270 株式会社麻生 飯塚病院
271 株式会社一蘭
272 株式会社エルダーサービス
277 株式会社グラノ24K
279 株式会社シノケングループ
280 有限会社スーパーまるまつ
281 星日産業株式会社
282 楽しい株式会社
284 有限会社バグジー
287 株式会社ハローデイ

福井
鳥取

□佐賀県
283 株式会社トワード物流

島根

□熊本県
278 黒川温泉観光旅館協同組合

京都
岡山

広島
山口

□大分県
273 株式会社オーリッド
276 株式会社亀の井ホテル
285 NPO法人ハットウ・オンパク
289 有限会社ビューティフルライフ
291 学校法人立命館 立命館アジア太平洋大学

佐賀

香川
愛媛 高知

福岡

兵庫

滋賀

大阪
奈良

徳島
和歌山

大分
熊本
宮崎

□鹿児島県
275 雅叙苑観光有限会社（天空の森）
290 株式会社山形屋

鹿児島

□宮崎県
268 WASHハウス株式会社
288 株式会社ハンズマン

■四国ブロック
□徳島県
257 株式会社あわわ（建てようネット）
258 株式会社いろどり
□香川県
260 株式会社サヌキットジャパン
262 全国子育てタクシー協会
263 株式会社旅ネット四国

□沖縄県
269 株式会社アイディーズ
274 株式会社沖縄教育出版
286 株式会社パム

□高知県
256 株式会社赤岡青果市場
261 四国管財株式会社
264 パシフィックソフトウエア開発株式会社
沖縄

□愛媛県
259 株式会社内子フレッシュパークからり
265 株式会社マミーズファミリー

本文中に記載されている会社名、商品名、製品名などは、各社の商標もしくは登録商標で、
「©」
「®」
「™」などの表記は省略しています。

