■北海道ブロック
□旭川市
006 旭川市旭山動物園
□美瑛町
017 美瑛町農業協同組合
「美瑛選果」
□鹿追町
027 株式会社北海道ネイチャーセンター
□北見市
031 株式会社ワイズスタッフ
□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）
□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
「北の屋台」
012 北の起業広場協同組合
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
□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
□小樽市
024 NPO法人北海道職人義塾大學校
□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

第3回受賞企業・団体

地域貢献

第6回受賞企業・団体

人材育成

アウトドア事業で若者雇用を創出

人材育成や評価制度の導入で、従業員のモチベーションとサービスレベルが向上

株式会社D79（ニセコアドベンチャーセンター）

株式会社アイティ・コミュニケーションズ

事業概要：アウトドアスポーツのガイド、レストラン・アウトドアショップなどのサービス

事業概要：コンタクトセンター受注業務およびその関連業務、 /システム開発

所在地：ニセコ（北海道）

所在地：札幌市（北海道）

業種：観光

業種：コールセンター

■提供サービス

■提供サービス

ラフティングをはじめニセコの自然を活かしたアドベンチャーアクティビティを提供。冬のスキー、スノーボードに
よる観光しかなかったニセコ地域に、夏の体験観光サービスを定着させ、広く国内外から観光客が集まる通年観光の
地に変貌させた。

年に国内初の7EBコールセンターとして事業を開始。インターネットプロトコル技術を基盤とした自社開発の
コールセンターシステムの開発により、低コストでのシステム構築を可能にし、また人材育成に注力することにより、
クオリティの高いサービスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

同社の強みは、季節依存度の高い観光モデルの限界をいち早く察知し、地域の観光事業全体の方向性を大胆に転換し
て、新たな観光を普及させた点にある。しかも地元では職場の少ない若者の雇用を創出して地域貢献を実現した。

同社の強みは、コールセンタービジネスの競争力の源泉を人材のクオリティとそれを向上させる仕組みと考え、「コ
ミュニケーターの正社員化」という基本ポリシーのもと、専門性・マルチタスク能力の高い人材を育成することで、
大手寡占市場の中にあって独自の競争ポジションでの成長を目指した点にある。

s ラフティングの事業化と普及活動
ツアー客が技術や知識を習得する必要がなく、月中旬から月末まで楽しめることに着目して「ラフティング」
を事業化した。事業化にあたっては、ラフティングツアーの安全性を高めることが重要だと考え、ツアー客に防水
機能の高いドライスーツを着用させた。

s 典型的な大手寡占のコールセンター業界において、契約社員やパートタイマーが一般的だったコミュニケーターの
正社員化と、業界で常識であった既成システムの導入利用を自社開発にすることに着目。

s 新規事業を立ち上げるための最適な環境として、「産官学連携」が機能してコラボレーションできる場所である札

s スポーツ体験型リゾートへの進化
年々体験客が増えてきたことに伴い、提供する体験プログラムも多様化させた。

s 若者の雇用機会の創出
アウトドア事業は若者が地元で生活する環境を提供することになり、若者の地元定着による地域の活性化にもつな
がった。

s

s 北海道アウトドア資格制度への貢献
北海道庁は、質の高いサービスを提供するガイドや事業者の育成を目指して、一定程度の知識・経験・技術を有す
るアウトドアガイドの認定や優良事業者の登録を行う「北海道アウトドア資格制度」を年月に創設。同社は
この制度の検討段階から関わった。

s

s

s

若者の雇用創出にも貢献



地域貢献̶ 株式会社NAC
（ニセコアドベンチャーセンター）

ラフティングを始め、夏の体験観光サービスを定着させる

幌市を選択。道、市、国の補助金を技術開発目的に集中的に使うことで戦略的な基盤づくりを目指し、独自のイン
ターネットプロトコル技術ベースのコールセンターシステム開発に着手。自社開発のシステムであることから、ク
ライアントニーズ、現場ニーズの双方に柔軟に対応でき、同社の大きな強みとなっている。また、開発したシステ
ムは4HIN #LIENT（シンクライアント）端末を用いており、個人情報保護の観点からもその有効性は大きい。これら
システムはコールセンターエージェンシーが作ったコールセンターのためのシステムとして!30サービス事業も
展開している。
コミュニケーター能力にばらつきがあるなどクオリティの全体的な向上が大きな課題であったため、コールセン
ターの発祥であるエアライン業界に注目。ここから長年の応対ノウハウを吸収し、最も高い水準のサービスを提供
する体質をつくるため、業務獲得を狙った。また、さらなるクオリティの向上のため、同じく要求水準が高い通信
業界や金融業界の営業攻略に着手。その結果、基本的なスキルの向上だけではなく、マルチスキルも吸収すること
ができた。
人材育成が%3（従業員満足度）向上に寄与することから、人材資格制度の「マスタースキル評価制度」を導入し、
項目の評価から総合的なコミュニケーター評価を行い、コミュニケーター自身のスキル確認とスキルアップを図
り、常に高い品質でのサービスを提供。スーパーバイザーの資格制度としてライセンス研修の実施や、各種協会の
外部研修内容に自社の文化・風土を加味してブラッシュアップしている。また、システムとの連動により、客観的
視野からコミュニケーターが各々のスキルに応じて明確に目標を設定できるようになったことにより、離職率の低
下につながった。
年目の社員 名の段階で制度的な限界に直面し、離職率が高くなったため、その後はいったん拡張路線を止め、
 名までの組織と 名以上の組織の違いを念頭に置いた成長戦略に方向転換。サービス実務や管理面でも、
人のクオリティーを把握・改善する取り組みを行っている。
年間でクライアント数が社、全国拠点・従業員数 名（年月）にまで成長し、岩見沢センターでは
自治体、社会福祉法人との連携による障がい者雇用モデルコールセンターを構築。北海道大学大学院情報科学研究
科メディアネットワーク専攻教員や札幌市立大学デザイン学部コミュニケーション特論専攻教員との共同研究や連
携をはじめ、これらを含む道内大学等の卒業生の採用、アイルランド・レムリック大学からの留学生受け入れなど
にも取り組んでおり、分野によってはオンリーワンの強さを実現している。

同社のコミュニケーター育成プログラム

自社開発のシステム（ / Ê iÌ 端末の採用）
人材育成̶ 株式会社アイティ・コミュニケーションズ



第9回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

地域貢献

第1回受賞企業・団体

ITの活用と改善活動により、調剤薬局業務の安全性と効率化を同時に実現

湯けむりの向こうのITのおもてなし

株式会社アインファーマシーズ

株式会社阿寒グランドホテル（あかん遊久の里鶴雅）

事業概要：調剤薬局、ドラッグストア

事業概要：旅館、ホテル業

所在地：札幌市（北海道）

業種：薬局

所在地：釧路市（北海道）

業種：ホテル・旅館

■提供サービス

■提供サービス

全国に店舗の調剤薬局を展開。)4の活用や改善活動により、調剤過誤の防止や業務の効率化に取り組んでいる。

年に大手旅行会社の実施する利用者アンケートで「点」という低い評価となりパンフレットに掲載されなく
なって以降、
「チャレンジ」（同アンケートでの「点」を目標とした活動）を開始し、現在では複数の施設で「
点」以上のスコアを記録している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、調剤過誤の防止に向けた機器やシステムの開発、改善活動によって、利用者の安心・安全に貢献する
とともに、業務の効率化を実現している点にある。また、業界のリーディングカンパニーとして、調剤薬局業界全体
の信頼性向上という高い目標を視野に入れた事業活動を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
旅館業という「家業」を盛り上げていくためには、個々のホテルのみならず地域全体の盛り上げが必要と考え、対外
的に阿寒地域全体をアピールする取り組みを実施している。

s 調剤薬局業界のリーディングカンパニーとして、医療事故・調剤過誤にどう対応すればよいかという問題意識を持

s
s

s

s
s
s

s
s

s
s
s
s
s

ち、過誤率を減らし、薬剤に関して利用者にきちんと説明することで、利用者の安心・安全と業界全体の信頼性向
上に貢献することを目標とした。
メーカーとタイアップし、調剤過誤が起きやすい散剤の計測に使用する機械を改良。散剤を常用量の〜倍
の範囲でしか測れない散薬鑑査ターミナル「37 +」を、日本で初めて全店に導入している。
0$!（携帯情報端末）を使った調剤過誤防止システム「0H!IN（ファイン）システム」を自社開発し、処方箋の受
付から会計に至る全業務の情報を一元管理している。このシステムの導入により、安全性が向上しただけでなく、
非薬剤師のピッキング業務が可能になり、人材の効率化も併せて実現した。実際、システムを導入した年度
は重度の調剤過誤が％あったが、年度には％まで減少し、高い導入効果が得られている。
薬剤の配置に工夫を凝らしている。例えば、薬剤師が室内を歩き回ってもぶつからない大型店向けには、風邪薬系、
泌尿器系など、薬剤の種類で棚をグルーピングし、動線を短くすることで効率化を図っている。また、繁閑の差が
激しい店舗などでは、商品名の五十音順で時計回りに配置し、他店舗の薬剤師でも混乱しないようにしている。
ラベルによる区別や危険薬の一括管理によって、リスクコントロールを行っている。
計量・分包してしまうと監査が困難になる散剤・水剤は、薬剤ごとにバーコード管理しており、計量ミスを防ぐ散
剤・水剤監査システムも導入している。
処方箋に基づき薬を棚から取り出す自動薬剤ピッキング装置や、水薬の調合作業を行う水剤自動調剤機を開発し、
年から導入を開始。億円かけて年で導入を完了する。その狙いは、自動化による人為ミスの減少で安全
性を向上させること、薬剤師が服薬指導に専念できるなど勤務環境の向上を図ることにある。
年より、誤って処方した後の対応、作り直しの人件費、廃棄分のコストなどを把握するシステム「02%- 3」
の導入を開始した。
以前は調剤室を広くとり、処方箋がベルトコンベアで調剤室を巡っていたが、製造業の考え方を取り入れ、人が
多工程を担当する「セル方式」に切り替えた。これにより、調剤がどの段階にあるかが画面に表示されるようにな
り、利用者からの問い合わせに対しても「あとどれぐらいでお渡しできます」と回答できるようになった。
処方箋を受付に出した後の待ち時間を利用した、電子薬歴による服薬指導サービスを提供。服薬指導というコミュ
ニケーションをとることによって、「待たされ感」の減少に貢献している。
調剤薬局運営のノウハウがすべて詰まったマニュアルを書籍化。自社の社員教育に用いるとともに、蓄積したノウ
ハウを公開することで、調剤薬局全体のレベルの向上に貢献している。
全国で調剤薬局店舗、ドラッグストア店舗を展開している（年月現在）。
調剤事業売上高ランキングでは、店舗数、売上高ともに国内トップを誇る（年度）。
年に「0H!INシステム」を導入したことにより、薬を間違えたなどの過誤が大幅に減少した。現在、全店舗
に導入されている。

アイン薬局福住店



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社アインファーマシーズ

「* システム」で利用されている情報端末

s 旅館経営を「家業」ととらえ、個々の企業が頑張っても、地域自体に魅力がないと先細ってしまう、という考えの
もと、阿寒地域全体の魅力を対外的に02。実際、同社は阿寒地域全体の活性化のための取り組みにも積極的に参
加している。

s 館内の各箇所に双方向のコミュニケーションカメラを設置。従業員が個人で判断できないような要望を顧客から受
けた場合にはカメラを通じて管理室に判断を求め、管理室から指示を与えることで、要望（トラブル）に対して迅
速に対処し、顧客の満足度を高めている。

s 顧客に対して毎日アンケートを実施。枚以上集まるアンケートを翌朝までに分析し、各項目ごとに点満点
で評価して毎日の朝礼で報告している。日ごと、日ごと、カ月ごとで点数の増減傾向を分析し、点数の下がっ
ている部門（項目）に対して改善活動を実施している。

阿寒グランドホテル外観

サービスの現場（フロント）

館内に設置されたコミュニケーションカメラ（左）とコントロール室（右）
地域貢献̶ 株式会社阿寒グランドホテル（あかん遊久の里 鶴雅）



地域貢献

第1回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

第7回受賞企業・団体

あざらしもトンネルからおもてなし

独自のアレフ生産方式や環境活動を導入するなど、
「顧客メリット」
を視点にサービスを提供

旭川市旭山動物園

株式会社アレフ

事業概要：内外の動物の飼育・繁殖・展示
（ÓääÇ年月現在の飼育点数Ê£ÎÇ種ÊÇÎÎ点
〈ほ乳類{Î種、鳥類nÎ種、は虫類
££種〉）

事業概要：ハンバーグ限定のファミリーレストラン
「びっくりドンキー」
、スペシャリティディナーレストラン
「ハーフダ
イム」
、イタリアンレストラン
「ペペサーレ」
、地ビールのブルワリーパブ
「小樽倉庫 °£」
などの運営

所在地：旭川市（北海道）

所在地：札幌市（北海道）

業種：動物園

業種：飲食

■提供サービス

■提供サービス

年から行動展示による施設づくりに着手し、それ以降来園者数が増加。年度には入園者数万人（前年
比万人増）を記録した。

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」などを始めとするレストランチェーンを全国に展開。「食の安全・安心」
や「ノーマライゼーション」、また「環境保全」への取り組みを通して、顧客と社会に対する付加価値の高いサービ
スの提供を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
入園者数の落ち込みに対して、「行動展示」という新しいコンセプトを導入。マスコミ報道の相乗効果による集客拡
大によって、地域の活性化に寄与している。

s ペンギンのプールに水中トンネルを設けたり、ライオンやトラが自然に近い環境の中を自由に動き回れるようにす
るなど、動物たちが動き、泳ぎ、飛ぶ姿を間近で見られる施設づくりを行っている。冬のペンギン散歩は旭山動物
園最大のイベント。このほか、「もぐもぐタイム」と題し、動物ごとに時間を設けて好物の餌をやり、動物の行動
を展示するイベントも行われている。

s このような取り組みが評判を呼び、年以降入園者数が増加している。年月は万 人、月は万
 人の入園者数を記録、これは恩賜上野動物園を抜いて日本一の月間入園者数であった。年度の入園者数
は万人を超え、約万人の入園者があった上野動物園に次いで位となる。全世界レベルでも上位の入場者

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、短期的な自社の利益の追求に留まらず、顧客や社会に貢献するという大きな目標のもと、「食の安全・
安心」や「生産方式の効率化」、「環境技術の開発・普及」などの様々なテーマに取り組み続け、独自の「企業価値」
を確立している点にある。

s 「社会に貢献できる企業」と「安全で、美味しく、楽しい食を提供できるレストラン」を目指し、「売上億円
のレストランチェーンを作る」という目標を立て、全国展開を視野に事業を開始。

s 当初は資金がなく、廃材やスクラップを集めて手作りで建物を修繕したところ、個性的なお店として評判となり、
現在の「びっくりドンキー」のトレードマークとなった。また、お店を知っていただくために日間の「無料試食会」

s

数を誇る。

s 年月日、.(+「プロジェクト8・旭山動物園〜ペンギン翔ぶ〜」に取り上げられた。また、年月
日には、フジテレビ系列で旭山動物園をモチーフとしたスペシャルドラマ「奇跡の動物園〜旭山動物園物語〜」
が放送された。年春には映画「旭山動物園物語」が上映されている。

s

s

s

s
s
s

旭山動物園・東門

冬季ならではのペンギンの散歩が大人気の「ぺんぎん館」



地域貢献̶ 旭川市旭山動物園

を開催したことなどが功を奏して家族連れを中心に人気が上昇。短期間での経営の改善に成功したことから、他の
経営不振店から店を譲りたいというオファーが来るようになり、全国への店舗展開が加速。
「食の安全・安心」に注力し、牧草・干し草を飼料にのびのびと放牧させた「ドンキー・ナチュラルビーフ」、農
薬の使用を制限して栽培するオリジナル米、土壌消毒や除草剤の使用禁止などの「アレフ基準」をクリアした野菜
などを使用。年からは自社実験農場を持ち、持続可能な農業について研究を行っている。
「おいしさや衛生・安全の要となるのは鮮度」と考え、単純な効率を目標とした大量一括生産ではなく「必要な食
材を必要な時に必要な量だけ生産する」という独自の「アレフ生産方式」により、品質と生産性の向上・効率化を
追求している。
使用されているアレルゲンの体系的な知識習得に向け、
「アレルギーカウンセラー」資格の自社認定制を設けている。
また「ノーマライゼーション」にも取り組み、点字メニューや入口のスロープ、ベビーベッド、多目的トイレの設
置などを行っている。
年には店舗などから出る生ゴミをリサイクルする生ゴミ粉砕乾燥処理機を独自に開発し導入。直営店の生ゴ
ミ％を処理している。また太陽光発電導入、使用済み竹割り箸のリサイクル、社員へのマイ箸の配付、酪農家
と提携したバイオガスプラントの導入、廃食用油をバイオディーゼル燃料にリサイクルして自社の重機や食材配送
車に利用するなど、多面的に活動を展開。年からは地中熱ヒートポンプや雨水利用、センサー照明などを採
用した省エネ実験店舗を数カ所で展開している。
年には恵庭市内に自然への理解や循環型社会を目指すコミュニティ「えこりん村」をオープンし、「食と農業
と文化」についてのわかりやすい情報発信を目指している。
「びっくりドンキー」は全国で店舗（年月現在）となり、売上金額は億円に（年月期）。
年月には食品産業#/  削減大賞・農林水産省総合食料局長賞を受賞するなど、受賞歴も多く、#32（企業
の社会的責任）経営への取り組みが高く評価されている。

水中から見る施設

「ほっきょくぐま館」は、ほっきょくぐまを間近で観察できるよ
うに設計

全国にÓ{店舗を展開する「びっくりドンキー」
（Óää 年 Î月
現在）

ÓääÈ 年にオープンした「えこりん村」

サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社アレフ



第7回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

科学的・工学的アプローチ

第1回受賞企業・団体

独自の工夫で生み出したユーザーニーズに応える時間割作成ソフト

イッサイをケッサイ

株式会社イデアシステム

ウェルネット株式会社

事業概要：
「イデアの時間割」
の開発・販売ほか

事業概要：代金決済・電子請求・電子決済、携帯認証ソリューションの開発・提供、デジタルコンテンツ用* （*iÀÃ>Ê
`iÌwV>ÌÊ ÕLiÀ）のオンライン販売

所在地：江別市（北海道）

業種：ソフトウェア開発／情報サービス

所在地：札幌市（北海道）

業種：システム開発

■提供サービス

■提供サービス

高速!)（人工知能）を活用し、授業の複雑な時間割作成を効率化するパッケージソフトを開発・販売。丁寧なユーザー
サポートを備えたサービスの提供で、全国 校以上への導入実績を持つ。

代金決済の最適化を実現するため、マルチペイメントサービスやケータイチケットサービスなど国内初、国内最大イ
ンフラとなるソリューションを次々と開発し、サービスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

同社の強みは、「時間割作成」というニッチなマーケットに対し、真に必要とされる時間割作成ソフトの開発に特化
した製品づくりと、蓄積したノウハウを活かした丁寧かつ真摯なユーザーサポートの提供が利用者の支持につながり、
業界における独自の企業価値を確立した点にある。

コンビニ窓口やマルチメディア端末を通じた企業の決済業務の代行サービスを提供。近年は携帯電話を活用した「ケー
タイチケットサービス」なども実施し、コンサートなどの「予約・チケット購入・入場手続き」の一貫したサービス
も提供可能とし、顧客企業の事務作業の効率化や迅速なサービス提供に貢献するとともに、消費者に利便性を提供し
ている。

s 学校のカリキュラムが多様化するとともに、教員の雇用形態も多様化。チームティーチングの導入などにより授

s

s
s

s

s

s

s

業で担当する教員の数が複数になるなど、時間割作成業務がどんどん複雑化してきていることから、担当教諭の業
務負荷をできるだけ減らし、業務のスピードアップを図れるソフトウェアの開発と、それに伴う付加価値の高いサー
ビスの提供に取り組む。
従来普及していた製品は処理速度が遅く、時間割ができるまでに計算開始から〜日かかるものもあった。その
ためユーザーのニーズをくみ取り、当初から数時間で処理が完了することを目標に処理速度の速さに重点を置いて
開発を行い、時間割作成の所要時間の大幅な短縮に成功。
当時は7INDOWSの登場前でパソコン自体の処理速度も低かったが、独自の工夫を重ね、ストレスなく使える高
速!)を開発することで、時間割の変更やシミュレーションなどの作業を手軽に行うことを可能とした。
当初から「時間割作成」に特化した高機能でカスタマイズが不要な多機能な製品の開発を行ってきたことから、私
立中高一貫校や総合高校など多様なカリキュラムや独特の制約条件を持つ顧客にとっても個別のカスタマイズが必
要なく、それが高い評価と製品の差別化につながった。
ネット環境の普及により、コミュニケーションチャネルが電話とファクスから、時間割データを添付できるメール
に変わったことを有効に活用し、そこで得た顧客の課題を&!1（頻繁に尋ねられる質問）としてホームページに
公開することなどで、ソフトの使いやすさ向上に注力。
「ユーザーサポートは顧客との最大の接点である」として、ソフトに不満を持っている顧客や困っている顧客は製
品改良のヒントを与えてくれると捉え、積極的に対応を行っている。こうした対応から、口コミによる新規顧客の
獲得が増大しており、従来の学校宛て$-やホームページでの告知による注文に並ぶほどになっている。
開発当初は様々な学校の教員からの要望を直接聞くことでユーザーニーズをくみ取り、製品に反映していた。現在
もサポート時のクレームや要望でのニーズ収集に加え、0#の教育利用への研究会に参加したり、つながりができ
た教員へのヒアリングを行っている。
時間割作成が難しいとされる私立の中高一貫校や総合高校、単位制高校などで特に評価が高く、全国での採用学校
数は 校を超え、毎年校のペースで増えている。時間割なら「イデアの!)時間割」、と言われるほどの高い
評価で、現在ではシェアは約％。

イデアの時間割



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社イデアシステム

同社ホームページ

s コンビニ収納代行システムを皮切りとして、携帯電話の)#機能やコンビニのマルチメディア端末といった既存の)4
端末をうまく活用して代金決済サービスを提供している。

s 代金決済サービスのシステム開発も行うため、顧客企業にとってはシステム開発費と事務作業を効率化できる。ま
た、決済情報をリアルタイムで受け取ることができるほか、支払い後すぐに消費者にサービスを提供でき、手続き
が簡単であることから販売促進にもつながっている。

s 消費者側に対しては、時間・日の多様な予約と支払いなどの選択肢を提供している。
s 同社の一番の強みはデータセンターの品質で、顧客企業がシステムを意識しないで日常的に使えるようにしている。

ウェルネットがあるテクノパーク外観
科学的・工学的アプローチ̶ウェルネット株式会社



サービスプロセスの改善

第4回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

第6回受賞企業・団体

安価で安全な地域医療連携ネットワークシステムで、住民に安心を提供

ユニバーサルデザインへの多面的な取り組みで、観光と宿泊に安心と快適を提供

株式会社エスイーシー

有限会社風曜日（ピュア・フィールド風曜日）

事業概要：システムインテグレーション、ソフトウェア開発、アウトソーシングサービスほか

事業概要：バリアフリーホテル

所在地：函館市（北海道）

所在地：弟子屈町（北海道）

業種：ソフトウェア開発

業種：ホテル・旅館

■提供サービス

■提供サービス

北海道南部地域の企業、公共事業体、病院の)4化、地域社会の情報化、地域活性化のため、産官学連携事業にも大き
く貢献し、地域の発展に寄与する総合情報企業として活躍している。

高齢者から障害者、乳児、妊婦でも安心して滞在できるよう、客室を始めとした館内設備への配慮に加え、
「ユニバー
サルデザイン」というコンセプトに合致した車いすでも行ける観光ルートやバリアフリー的な利用が可能な観光地の
開拓、飲食店などへの車いす客の受け入れ交渉など、周辺地域の観光産業と共栄する宿泊サービスを展開している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、システム開発にあたって地域医療の実情、既存システムの普及実態を見据えた実効性の高い普及シナ
リオを描くことで、汎用性が高く、安全で安価なシステムを構築し、患者の安心のみならず、地域の医療費削減効果
まで生み出した点にある。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、健常者に限らず、高齢者、障害者、乳児、妊婦でも心地よく滞在できる宿泊施設づくりに取り組んだ
だけでなく、「ユニバーサルデザイン」という視点から周辺観光ルートの開発や紹介に取り組み、地域観光とともに
繁栄するビジネスモデルを創出した点にある。

s 函館市を中心に、病院の大小を問わずにネットワークをつなぎ、すべての病院においてシームレスとなるようなシ
ステムの構築に取り組む。

s 開業後北海道内の経済が悪化したため、札幌を始めとする道内利用者の伸びが鈍化。採算状況が悪いことから広告
宣伝費の予算もなく、新規の顧客を獲得しにくい状況が続き、打開策を模索。

s 患者一人ひとりに患者番号を設定して地域の医療機関で共有し、患者の情報を一元管理できるようにした。
s 「ユニバーサルデザイン化」をコンセプトに、ホテル内のハード面・ソフト面のサービスと、バリアフリーな周辺
s 通信にはインターネットを利用し、60.、33,の採用で第三者による盗聴などを防止した。また、データの閲覧は、
デジタル証明書がインストールされたパソコンに限定し、サーバーにはデータを保存しない仕様にするなど、安価
で安全なシステムを構築した。

s 複数の病院の記録を共有できることで、患者の受け入れ体制がスムーズになり、患者も一貫した医療を受けられる
ようになった。

観光ルートや施設の紹介を行うことで、顧客に心地よい滞在を提供。

s 宿泊業としては素人であったため、当初〜年は顧客に対して精神的に構えて接していたことから、一方では顧
客の要望を引き出すことができず、もう一方で要望の多い顧客に対してはすべての要望に対応しようとしていた。
ここに限界を感じ、「できることにはできる」、「できないことにはできる範囲と代替案を提示する」ことで明確な
意思表示を行った結果、障害者にも健常者にも自然体で対応できるようになり、さらに顧客の深層にある要望まで
引き出せるようになったことから、居心地が良いという顧客が増え、リピーターも増加。

s 医療機関がオープンに情報を公開することにより医師に緊張感が生まれ、医療サービスの質の向上が促進された。
s 地域の繁栄とともにピュア・フィールド風曜日の繁栄があるという考えのもと、ユニバーサルデザインの観光ルート
s 回復期病院での年間の試行実績人数（紹介患者人／月）に基づく試算では、年間約万円の医療費削減効果
が見込まれる。また、重複した薬の処方や検査・画像撮影の防止により、最小に見積もっても患者人の転入院
回につき、 円の医療費削減効果が見込まれる。

の開発に取り組み、①車いすでも行ける観光ルートの開発とボランティアによる車いすマップの作成・更新、②バ
リアフリーのトイレチェック、③バリアフリー的な利用が可能な露天風呂など観光地の発見、④飲食店などへの車
いすでの利用者の受け入れ交渉─などを行った。

s 戦略的に様々な賞を取るように努め、受賞による様々な形の02によって認知度の向上を図るとともに、自らアク
ションを起こすことによって行政への働きかけも行い、よりよい事業環境を創出した。

s 現在、宿泊客の割がリピーターとなっている。
s 道東に位置するピュア・フィールド風曜日と同じコンセプトを持つ宿泊施設を、道南につ、道央につ建設し、ネッ
トワーク化することにより、広大で自然豊かな北海道を誰もが訪れて楽しい「ユニバーサルデザインの観光地」と
する夢を持つ。

「地域医療連携ネットワーク」の全体像



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社エスイーシー

段差がない玄関や車いすがすれ違うことができる廊下

車いすが動き回れる広いスペースのある客室
サービスの高付加価値化 ̶ 有限会社風曜日（ピュア・フィールド風曜日）



第5回受賞企業・団体

地域貢献

街の中心に賑わいを呼び戻したオリジナルな屋台づくり

人材育成

第5回受賞企業・団体

「人間力」の育成を盛り込んだ地域色溢れる研修プログラムを提供

北の起業広場協同組合「北の屋台」

株式会社グローバル・コミュニケーションズ

事業概要：飲食店共同市場

事業概要：アプリケーション、ソフトウェア開発ほか

所在地：帯広市（北海道）

業種：飲食店共同市場

所在地：函館市（北海道）

業種：IT技術者養成サービス

■提供サービス

■提供サービス
「帯広を良くしたい、中心街に賑わいを取り戻したい、特性を活かした特色ある街づくりを」との思いから「屋台」
を中心にした街づくりに取り組み、地域連携や地産地消なども通して、帯広全体の活性化に貢献している。

北海道乙部町の)4関連企業の誘致や)4関連人材の雇用拡大を目指す地域活性化プログラム「)4おとべ塾」において、
若者を対象とした)4技術の基礎および資格修得のための研修プログラムの受託講習を行っている。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント
「北の屋台」は、数年間に及ぶ研究・議論の集大成であり、練り上げられたコンセプトと、地元の住民・農家を巻き
込んだたゆまぬ努力によって生み出された「屋台サービス」であることから、一時のブームに終わることなく成長を
続け、また成長を続けたことによって界隈や駅周辺も含めた地域活性化を実現している点がその強みである。

)4や)4教育に携わってきた経験をもとに、研修プログラムでは)4技術者に必要とされる人間力を育成するメニューを
組み込んだ。また、地方ならではの人材育成のあり方を模索し、都市型の人材育成にはない特色を打ち出している。
s )4分野における人材育成や研修を実施するに際して、その課題として、地方の特色を出すことや研修修了者を乙部

s マイカー普及とともに公共交通機関が減少し、ショッピングセンターや学校施設が郊外に移転したことから中心街
が閑散とした状況になり、青年会議所のメンバーが中心となって個性のある街づくりへの取り組みを開始。
s 「なぜ人がいなくなったのか」を研究し、人々のコミュニケーションの欠如が原因だという考えに至る。ここから
「屋台」「市場」というキーワードを発見し、国内の屋台の調査・研究に取り組んだ。北海道の冬の寒さや、行政上
や衛生上の法律的な縛りをクリアし、誰もが出店できる屋台づくりに挑んだ。
s 上下水道、電気、ガスを完備し、固定式の厨房部分に移動式の屋台をドッキングさせるという完全遵法の屋台を作
り上げ、飲食店としての正式な許可が取れるスタイルにしたことから、従来の屋台では出せなかった生ものの提供
も可能になった。
s 屋台での営業希望者を募るには「寒さ」の克服が必須であるとして、市民を巻き込んだ度の「寒さ体感実験」を
開催し、防寒対策を検討。検証を重ねた結果、「冬囲い」と称した囲いによって厨房の調理熱を循環させることで、
客席部分の暖房効率を向上させた。
s 年のオープン後から右肩上がりに成長を続け、年には帯広市の人口万 人を超える万 人
の集客と億円を超える売上げを記録。年を経た現在では、周囲の空き店舗が減少し、駅周辺の通りにも飲食店
が増加。ホテルの稼働率も上がり、新規ホテルの建設が盛んになっている。

町に縁のある企業に就職させることなどを掲げ、人材育成方法から雇用創造達成までを模索した。

s 地域密着型の)4人材育成プロジェクト「)4おとべ塾」を開始し、期間は年間という長期に設定した。また、研修
受け入れ人数は、講師の目が行き届くよう少人数とした。こうした少人数の長期プログラムには、)4企業でのイン
ターン研修やビジネスマインド研修などに加え、人間形成を目的とした農漁業体験や地域イベントへの参加などが
盛り込まれており、地元の人々との触れ合いを通して社会人としての基礎を身につけられるよう工夫されている。

s 「転職サポート」や「)4業界セミナー」なども併せて行うことで、研修生の就労までをサポートし、実際に第期
研修生の大半が、乙部町に進出した複数の)4企業への就職内定を得た。

「/おとべ塾」7iLページ
賑わう屋台の様子

固定式厨房のオリジナル屋台

寒さ体感実験の様子

お客様感謝祭やもちつき大会など様々なイベントも行われる

町民参観における町民と研修生の交流の様子



地域貢献̶ 北の起業広場協同組合「北の屋台」

研修の様子

研修プログラムには農漁業体験や地域イベントへの参加も盛
り込まれる
人材育成̶ 株式会社グローバル・コミュニケーションズ



サービスプロセスの改善

第7回受賞企業・団体

ブログによる情報の活用促進で、企業の業務効率の向上や課題解決に貢献

第3回受賞企業・団体
「科学する農業」で、北海道の農業を活性化

株式会社スカイアークシステム

株式会社ズコーシャ

事業概要：ソフトウェア開発事業、システムインテグレーション事業

事業概要：総合コンサルタント

所在地：帯広市（北海道）

所在地：帯広市（北海道）

業種：ソフトウェア開発／システム開発

科学的・工学的アプローチ

業種：コンサルティング

■提供サービス

■提供サービス

企業内のノウハウの共有やコミュニケーションの活性化により、業務効率の向上や課題解決につなげるイントラブロ
グ・イントラ#-3（コンテンツマネジメントシステム）関連のソリューション・製品・サービスを提供している。シッ
クス・アパート社のブログソフトウェアを活用することで製品開発スピードを高め、直販による顧客ニーズの把握や
丁寧なサポートによって顧客満足度の向上に努めてきた結果、設立年で利用社数は大手社を超え、大企業向け
イントラブログ市場では全国でも五指に入るポジションを獲得した。

人工衛星や空撮用無人ヘリコプターなどから地表を観測するリモートセンシング技術で、土壌や作物データを収集し、
その生育状況に応じた「テンサイ可変施肥マップ」や「小麦刈り取り順マップ」などのサービスを提供している。ま
た、可変施肥のための「自動可変施肥機」を開発・販売するなど、)4を活用した農業支援を行っている。

)4を活用した農業支援サービスの実現のため、農協や研究機関などと連携しながら、様々な科学的・工学的アプロー

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、ブログや#-3に着目して、
「情報を誰もが簡単に公開できる」「公開された情報が自動的にカテゴリー
別に集約される」「レスポンスできる」という「つの特徴」を活かし、
「情報の見える化」を行うことと、的確なニー
ズの吸い上げに注力することで、顧客企業の業務効率や生産性の向上に大きく貢献している点にある。

s 年の起業当時、ブログ・#-3市場の将来性に着目。当時、実際の導入例がまだ少なかったシックス・アパー
ト社「-OVABLE 4YPE」をベースにイントラブログ・#-3の構築を前面に打ち出す。ビジネスをスタートさせた当

s

s

s

s
s
s
s
s

■ハイ・サービスのポイント

初は事業者も少なく、ブログが企業活動に利用できることも理解されていなかったことから、営業では使い方を説
明し、「普及させながら」という形でビジネスを展開した。
いち早く「-OVABLE 4YPE」を利用した7EBサイトを構築し、効果的なリリースでも注目を集めた。さらに、数万
人規模の組織や世界展開で社内コミュニケーションの効率化を図りたいという大企業のニーズにマッチしたサービ
スを提供し、多くの顧客を獲得しノウハウを蓄積していった。
自社でブログエンジンを開発することにこだわらず、高いカスタマイズ性を備えた「-OVABLE 4YPE」を活用する
ことで、製品開発スピードの速さや担当者の変更などに左右されない運用性の確保という、自社と顧客双方へのメ
リットを実現した。
「-OVABLE 4YPE」の大企業向けカスタマイズを通じて蓄積した顧客の課題と同社のノウハウをもとに、ユーザー
インタフェースをパッケージ化した「3+9!2# %NTERPRISE )NTRA"LOG」、またそのコンセプトを引き継ぎ、同社が
重要視する「誰もが簡単に情報公開できる」
「自動的に情報カテゴリー別に集約される」
「情報にレスポンスができる」
という機能をさらに簡単に使えるようにした「3+9!2# 3OLANOWA（スカイアーク・ソラノワ）」を開発し、販売
している。
ネットに詳しいユーザーでなくても使いやすい操作性を備え、用途や要望に合わせてインタフェースの変更を可能
にするなど、ユーザーインタフェースに優れた製品づくりを心がけている。
直販をメインにした販売方法で、顧客の声を直接受け取り、業務課題を拾い上げることに注力している。
使い方や改善のアドバイスという、単なる保守にとどまらない丁寧なサポートサービスを行い、顧客からの好評を
得ている。
現在ではユニクロ、日本経済新聞社、丸井グループなど、顧客企業は大手社、ユーザー数は万人を超え、大
企業向けイントラブログでは全国でも五指に入るという業界ポジションを確立した。
顧客ニーズに即したクオリティの高いサービスが評価を受け、%3（従業員満足）の向上や業務の効率化を実現し
ているとの顧客の声が増えている。

チを行うとともに、農家が使いやすいインタフェースを重視したシステムやサービスを提供するなどの取り組みに
よって、「低コスト・高品質農作物」の生産に貢献している。

s 研究機関や農協と共同で、リモートセンシング技術を活用した土壌・作物の計測システムを開発した。
s 小麦刈り取り順マップ提供サービス
衛星画像で小麦の刈り取り順を判断するだけでは情報の精度にばらつきが出ることや、天候によっては適時に画像
撮影ができなくなることから、衛星画像に空撮用無人ヘリコプターの超高解像度画像を組み合わせることにより、
情報を補正。衛星画像が撮影できなかった場合には、空撮用無人ヘリコプターの超高解像度画像と既存地理情報お
よび初期成育の良否などの情報に基づいたマップを提供することで、安定した情報供給を実現している。

s テンサイ可変施肥マップ提供サービス
窒素肥料の投入量が多いビート（テンサイ）圃場を空撮用無人ヘリコプターでリモートセンシングし、化学肥料の
投入量をコントロールするための可変施肥マップを作成し提供。生産コストの削減や品質向上および環境負荷の軽
減にまで寄与している。

s 自動可変施肥機の開発・販売
トラクターに搭載したコンピューターで可変施肥マップと'03から得る位置情報を解析し、化学肥料の投入量が
自動的にコントロールできる自動可変施肥機を開発・販売している。

同社が提供する「/農業支援サービス」

より手軽に導入できる「-9, Ê->Ü>」を開発

人工衛星データを利用した小麦の登熟マップ
画面イメージ



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社スカイアークシステム

空撮用無人ヘリコプターの画像を利用した小麦の穂水分分布
マップ
科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社ズコーシャ



第9回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

第6回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

品質改善改革への取り組みで、生産の効率化によるコスト低減と品質の向上を実現

積極的な
「情報発信」で地域全体の農産物の知名度向上とブランド価値創出に成功

株式会社ニトリ

美瑛町農業協同組合「美瑛選果」

事業概要：家具・インテリア用品
（ホームファニシング商品）
の企画・販売、新築住宅のコーディネート、海外直輸入品・
海外開発商品の販売ほか

事業概要：地域農産物のショップ・レストラン・オンラインショップ運営

所在地：札幌市（北海道）

所在地：美瑛町（北海道）

業種：家具・インテリア小売

業種：アグリビジネス

■提供サービス

■提供サービス

商品の企画開発から、海外での原材料調達、製造、輸入、物流、販売まですべてのプロセスを手がける30!（製造小
売業）によるビジネスモデルで、全国に店舗の家具＆インテリアショップ「ニトリ」を展開している。

販路の開拓や商品開発につなげるため、美瑛全体の農業の情報発信拠点としてショールームを開設。また、百貨店、
相談会、イベントなどにも参加し、積極的な02で産地全体の知名度向上とブランドづくりに取り組んでいる。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

同社の強みは、異業種の製造管理ノウハウを自社の製造・販売・物流一体型のビジネスモデルに活用し、品質改善改
革に取り組むことで、生産現場の効率化やコストダウン、品質の向上につなげた点にある。これによって「低価格と
高品質」を両立させ、顧客の獲得と売上げの拡大を実現した。

*!びえいが運営する「美瑛選果」の強みは、特定の農家の販売向上ではなく、美瑛農家全体の直販販路拡大とブラ
ンド価値向上を目指し、全国への情報発信拠点（アンテナショップ）として展開している点にある。
s 美瑛は畜産、畑作、水田と総合力のある農業地域であったが、農産物の販売に関しては、卸売市場や加工業者との

s 同社では、製販物流一体の自前主義で実現可能な低価格を強みに、事業を展開していた。年インドネシア、
年ベトナムに家具の自社工場を持ち、中国を中心に約の提携工場を持っていたが、これらの工場は家内
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s
s
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s
s
s
s
s

工場が大半で、工場オーナーは競争意識に乏しく、現場や作業者の管理もずさんだった。また、品質管理は「最後
の完成品検査で不良品をはじけばよい」という考え方で、最終検査も十分でなく、不良品が混在することが多かっ
た。そこで生産歩留まりや品質の向上に向け、生産現場をはじめとする品質改善への取り組みを開始した。
品質業務改革室長として、品質管理のプロで、現専務の杉山清氏を本田技研工業から招聘。
「低価格と品質の両立」
を掲げて品質改善改革に着手し、①取引先品質システム、②予防品質機能、③お客様品質機能、④信頼品質機
能―の確立に取り組んだ。
品質向上の実現方法を具体的な行動レベルで理解してもらうとともに、作業を標準化するために、「014#（工程
管理品質表）」「1!6（品質保証訪問）」「ニトリ品質基準」のつで構成される「取引先品質保証マニュアル」を作
成した。また、杉山氏が、品質改善の教本（通称「杉山テキスト」）をまとめ、これの英語版、中国語版も作成して、
自社工場、提携先工場における生産管理教育で重用している。
「取引先品質保証マニュアル」に基づく契約や、「杉山テキスト」を使用した品質セミナーなどを実施し、ステッ
プ①の「取引先品質システム」を確立した。
ステップ②の「予防品質機能」の確立に対しては、
「技術評価会」、カスタマーサービスセンター、
「早期警戒システム」
などを設置した。
ステップ③の「お客様品質機能」の確立に対しては、お客様相談室の強化、技術解析室や製品安全確認チームの設
置を実施した。
年月からは、ステップ④の「信頼品質機能」の確立に向け、家庭での利用追跡調査による「商品ライフテス
ト」を開始し、併せて「ニトリメンバーズカード」も導入した。
品質管理への意識は、生産現場だけでなく、流通や店舗の従業員にも必須であると考え、店舗の店長などに対しベ
トナム工場見学ツアーを行っている。
年に〜％だった同社の家具の不良品率は、年には〜％と分の以下に減少した。
生産現場における生産効率の向上により、年月以降、店頭価格の値下げを回実行し、不況下にもかかわらず、
年月期には期連続で増収増益を果たしている。
「取引先品質システム」の構築と製造現場改革の取り組みの結果、中国の取引先企業の中には、改善によって成果
が得られたことから、自ら契約以下のコストダウンを申し出る企業も現れている。
事故予防や対応、人材育成に積極的に取り組む同社の姿勢が高く評価され、経済産業省の「年度（第回）製
品安全対策優良企業表彰」の「大企業 小売販売事業者部門」で銀賞を受賞した。

取引がほとんどで、一般消費者には「おいしいものがある産地」として認識されていなかった。しかし、産地の競
争も激しくなったことから、総合力を活かして付加価値を高め、おいしい農産物の情報を発信し、販路の開拓や商
品開発に取り組んでいくべきだと考えるようになった。

s 美瑛全体の農業のブランドイメージを上げるための情報発信拠点として、ショールーム「美瑛選果」を開設。コン
セプトは「全国に産地提案型のおいしさを発信するアンテナショップ」で、美瑛全体の直販販路拡大とブランド価
値の向上を図るのがねらい。北海道を代表する料理人である中道シェフと共同でプロジェクトを企画したことによ
り、それまで卸売市場や加工業者としか取引していなかった農協では気づかなかった野菜の魅力、使い方を学ぶこ
とができ、シェフにはよい食材を提供することが可能になった。その結果、
「産地提案型のおいしさ」を情報発信して、
消費者や全国の取引先から反響を得られるに至った。

s ショールームでは、野菜のおいしさを知ってもらうため、試食コーナーを常設。そのうえで、買ってもらう「選果
市場」、食べてもらう「野菜レストラン」、テイクアウトしてもらう「選果工房」を併設。またインターネットでの
農産物の販売もスタートさせた。

s 「美瑛選果」を拠点に、積極的に様々な販売促進イベントや全国規模の相談会に参加した結果、百貨店やバイヤー、
新聞社などの反響が返ってくるようになった。また、美瑛の農家からの「美瑛選果」への期待が高まり、どのよう
な農産物を作るべきかといった意見を求められたり、相談を受けるようになり、02や販売促進活動の協力も得ら
れるようになった。

s 現在の来店者の割は北海道外からの観光客。割引などの特典が得られる「センカ・クラブ」の会員数は初年度が
 人、年目には 人近くにまで急増した。また、東京などにあるこだわりの飲食店から、仕入れの問い合
わせが増加するなど、オール美瑛として農家の若い人たちや観光協会に販売促進の機運が高まっている。

ニトリメンバーズカード

オンラインショップ「美瑛選果」
同社ホームページ



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社ニトリ

技術解析室での検査の様子

レストランやテイクアウトのメニュー例
サービスの高付加価値化 ̶ 美瑛町農業協同組合「美瑛選果」



第6回受賞企業・団体

科学的・工学的アプローチ

人材育成

第9回受賞企業・団体

業界の変革、事業拡大、経営の効率化とIT技術の多面的活用を実現

サービス理念を明確にした人材育成により、付加価値の高いサービスの提供を実現

株式会社ビッグ

株式会社富士メガネ

事業概要：不動産仲介・管理、不動産関連情報システムの開発・販売ほか

事業概要：眼鏡、サングラス、補聴器、弱視眼鏡、光学機器の販売ならびに加工・修理

所在地：札幌市（北海道）

所在地：札幌市（北海道）

業種：不動産仲介・管理

業種：眼鏡・光学機械小売

■提供サービス

■提供サービス

賃貸物件オーナーや管理会社から賃貸物件の情報を収集しデータベース化。インターネットによる賃貸物件検索シス
テム「けんさくん」によって利用者に情報提供している。また、同業他社に!30サービスの販売も行っている。

眼科学から光学にわたる総合的な学問である「オプトメトリー」をベースにした付加価値の高いサービスを提供し、
全国にの眼鏡専門店を展開している。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

業界慣習を塗り替える透明性の高い物件データベースを構築するとともに、これと連動した業務系システムを開発。
戦略的な)4活用により競合企業と比較して圧倒的な効率化と生産性向上を実現し、さらに情報を売るという新しいビ
ジネスでも成果を上げている。

同社の強みは、「視機能の向上」という自社のサービス理念を明確にし、目を通して全身の健康のプライマリーケア
を提供できる、専門性の高い技術力とサービス力をもった人材の育成に取り組んでいる点にある。「海外難民視力支
援ミッション」などの様々な社会貢献を行う同社の姿勢は、自らの企業価値を高めるとともに、従業員の仕事に対す
る意識や人間力の向上にも大きく寄与している。

s システム会社を経営していた現社長は、所有・運用していた賃貸用不動産の管理について不満を抱いており、不動
産仲介・管理業界の体質の古さに対し、)4をコア技術として活用できたなら業界に革新をもたらすことが可能と確
信し、同業界に参入した。

s いくつかの社内システムの開発を経て、経理・物件管理統合システム「ビッグ管理システム」や札幌市内賃貸物件
検索システム「けんさくん」の開発に着手。しかし、システムが大規模になることから自社開発の必要に迫られ、
またデータベース構築にあたっても、ほとんどの仲介業者では情報がコンピューター管理されていなかったことか
ら膨大な入力が手作業になるなど負荷が大きかった。ただし、結果的には自社開発を行ったことで、不動産業者と
してのノウハウが細部まで反映されたシステムが完成した。

s 飛躍の第一歩は、経理・物件管理統合システムの開発によって業務管理系の人件費を飛躍的に削減できたこと。手
作業なら、仮に万のユーザーに毎月報告書を出そうとすると、人件が限界であるため人員は人必要にな
るが、ビッグでは人で処理しており、浮いたコストをシステム開発費に投入している。
s データベース「けんさくん」は社内的なシステムだったが、エリア内の物件のほとんどをデータ化できた段階で、
他の仲介業者にも有用だという見通しが立ってきたため、札幌圏内の同業他社へ!30でシステムを販売し、同社
のデータベースは事実上同商圏のスタンダードとなった。

s 古い業界体質を改善し、顧客の利益につながるようにという意味で、情報の透明性にこだわっており、同時に物件
データベースと業務系システムが連動しているため、正確なデータにもこだわっている。ユーザーにもオーナーに
対しても透明であることが同社のポリシーであり、バイアスを避けるために仲介店舗が絡んだ情報は入れず、情報
収集はオーナーサイドからしか行っていない。

s 現在では札幌でのデータ化戸数万戸と商圏内をほぼ網羅し、デファクトスタンダード化を実現。自社管理戸数
は当初計画の約倍の万戸となっている。また、年度より東京、大阪、福岡へ進出し、仙台など他の政令指
定都市への順次進出も計画している。

「けんさくん」では様々な物件検索が可能



科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社ビッグ

s 同社は、単に眼鏡を販売するだけでなく、「見え方は健全か」「よりよく見るためには何が必要か」を専門家の立場
から検証し、最適な方法を提案する「ビジョンケア」をベースとした、付加価値の高いサービスを提供したいと考
えた。また、「フレームとレンズ」というハードではなく、「見え方」というソフトを販売する専門店であると認識
し、そのための技術や商品知識、ホスピタリティを十分に備えた従業員の教育に取り組んだ。
s 眼科学から光学にわたる総合的な学問である「オプトメトリー」をベースにした先進的な技術やサービスを従業員
に習得させるために、約の研修や教育を開催している。
s 売上げなどの実績通達、接客の心得、レンズの勉強など幅広いテーマでの早朝勉強会を月に一度実施している。
s 日本眼鏡技術者協会が認定する「認定眼鏡士」の資格取得を進めており、社内の取得者数は人以上である。
s 同社では、長年にわたり様々な社会貢献活動を実施。特に代表的なものは、創業周年を機に年にスタート
した「海外難民視力支援ミッション」で、タイ、ネパール、アルメニア、アゼルバイジャンなどの難民や国内避難
民に対し、過去回にわたって眼鏡の寄贈を続けている。
s 金井会長と従業員で構成される「視援隊」と名づけられたチームは、実際に難民キャンプなどを訪問。自社のポリ
シーに沿って難民一人ひとりの視力を検査し、合致した眼鏡を提供している。従業員は、これらの経験を通して「見
える」喜びと仕事の意義深さを実感し、会社への誇りと仕事に対する使命感を身につけている。
s 「視機能の向上」と「健康」の提供に向け、社是の浸透に力を注ぐとともに、「眼鏡店で何をしたいのか」「何のた
めに眼鏡店で働きたいのか」を従業員に問いかけている。
s 「ビジョンケア」の観点から、アフターケアサービスにも万全を期しており、眼鏡の修理・点検・調整は、部品交
換などの場合を除いて無料で行っている。
s 苦情を解決することは社員や会社の成長につながるものとして前向きに捉えており、あらゆるルートから顧客の
ニーズを汲み上げている。
s オンライン顧客管理システムを導入し、全店において顧客データをもとにした迅速な対応を実施している。
s 目のケアを通して全身の健康に貢献する（予防医学的な）サービスを提供している。また、特殊な事例などをまと
めてデータとして蓄積し、学術的にも活用している。
s 現在の展開店舗数はで、顧客の約割がリピーターとなっている。
s 長年にわたる「海外難民への視力支援活動」の功績が国際的に認められ、年、国連難民高等弁務官事務所
（5.(#2）より、難民支援のノーベル賞といわれる「ナンセン難民賞」が金井会長に授与された。これは日本人
で初めての受賞である。また、有志である従業員の参加数は延べ人に上っている。

£nÎ 年から行っている「海外難民視力支援ミッション」

同社ホームページ
人材育成̶ 株式会社富士メガネ



サービスプロセスの改善

第4回受賞企業・団体

第4回受賞企業・団体

人材育成

患者の不安や疑問が解消できる研修を実施することでサービスレベルが向上

幅広い知識を持つオールマイティな
「家庭医」
の育成で地域医療に貢献

医療法人社団北星会 とまこまい北星クリニック

医療法人北海道家庭医療学センター

事業概要：医療

事業概要：医療、
「家庭医」
の養成・派遣

所在地：苫小牧市（北海道）

業種：医療

所在地：室蘭市（北海道）

業種：医療

■提供サービス

■提供サービス

質の高い医療を提供するとともに、医療サービスにおいても優れた病院を目指し、患者応対のレベル向上を目的にし
たスタッフ向けの接遇マニュアルを整備した。また、このマニュアルを用いたロールプレイング研修などを実施し、
スタッフの接遇レベルの向上に努めている。

自治体に代わって医療機関を運営することにより、医師不足が深刻な北海道の医療を担っているほか、明確な方向性
を持った優れたプログラムと研修体制で、幅広い分野の医療知識や技術を持つ「家庭医」の養成や派遣を行っている。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント
同クリニックの強みは、患者の役に立ちたいという理念を事務レベルのサービスにおいても貫徹するために、診療・
治療・検査などに伴う不安や疑問に正しく答え、患者の気持ちへの配慮に重点を置いた接遇マニュアルを作り上げ、
サービスを改善した点にある。

s 「患者が正しい情報を得ることは安心感につながる」というポリシーのもと、事務スタッフらからのヒアリングに

同センターの強みは、明確な方向性を持った優れたプログラムと、地域医療の現場と連携した研修体制によって、
「家
庭医」という新しい医療を担う人材を育成しながら、地域への貢献を着実に拡大していった点にある。

s 同センターでは、「家庭医」を養成するために、患者への近さと信頼関係に基づく「患者中心の医療」、診察の中で
描いた家族図によって家族への病気への影響やファミリーライフサイクルを考えて、患者のケアに活かす「家族志
向型ケア」、診察に訪れることのない地域住民の健康にも心を配る「地域包括ケア」を習得させるための手厚いプ
ログラムを用意している。

よって接遇マニュアルを作成した。これにより、患者に応対する際、新人かベテランかを問わずに正確な情報によ
る受け答えができるよう改善した。また、一つの質問に対して受け答えがバラバラだったのが、常に同じ受け答え
ができるよう改善を図った。

s 「家庭医」の養成コースには、家庭医になるための「初期研修」や、より実践的な知識・技術・態度を、現場の地

s マニュアルに掲載する内容は、「使用頻度が高いか」「患者の不安を解消するために不可欠か」「スタッフの混乱を

域・家庭医療を通して学ぶ「後期研修」のほか、診療所やスタッフの管理、研修医の教育システム作りを習得する
ための「フェローシップ」制度などがあり、段階的な成長を図ることが可能。

防ぐ上で必要か」などの点を基準にして決定した。

s 道内だけでなく道外のクリニックなどとも研修協力体制を築くなど、研修のネットワークを拡大しながら、町村の
s 接遇マニュアルによって患者への回答が統一された結果、苦情が激減して患者数も増加し、医療事故の危険性も減

医療政策にも踏み込み、自治体と一体となるような提案型の業務提携に取り組むことで地域医療に貢献している。

少した。

s 月に度スタッフを集めてマニュアルベースの研修を実施し、追加が必要な項目や既存の回答の適正・不適正を検
討。研修にはロールプレイング形式を導入し、患者役・スタッフ役での練習を実施している。

苫小牧市にある同クリニック

接遇マニュアル例



接遇の研修風景

内科・小児科の各待合室のディスプレイや独自の携帯サイトでは、感染
症情報など患者に有益な情報を提示

サービスプロセスの改善 ̶ 医療法人社団北星会 とまこまい北星クリニック

研修プログラムの概念図

家庭医療の現場で段階的に責任を持たせていく教育プログラム
人材育成̶ 医療法人北海道家庭医療学センター



サービスの高付加価値化

第8回受賞企業・団体

第7回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

外部からの協力活用で実現した
「グリーン電気料金制度」
により日本初の市民風車を建設

品質を重視した製品づくりとユーザーニーズに応えるサービスを追求

DFE法人北海道グリーンファンド

北海道システム・サイエンス株式会社

事業概要：省エネルギー推進および自然エネルギーの普及

事業概要：受託
合成、受託 シーケンス、受託ペプチド合成、受託ポリクローナル抗体作製、受託
ロアレイ作製、各種研究支援事業など

所在地：札幌市（北海道）

所在地：札幌市（北海道）

業種：風力発電

マイク

業種：研究開発支援サービス

■提供サービス

■提供サービス

毎月の電気使用量から％の節電を提唱し、その％分を市民風車建設への寄付に回す「グリーン電気料金制度」や、
#/削減を目指す「みんなでカーボンオフセット」などを通じて省エネルギーの推進と自然エネルギーの普及に取り
組む。企業が開発した環境配慮商品を消費者が理解し、選択できるようにするための取り組み「エコ市・エコ座」事
業など、市民と企業をつなぐ役割も果たしている。

年の設立以来、受託$.!合成や受託$.!シーケンスなどのサービスを中心に業績を伸ばし、札幌本社に加え、
つくば、東京、大阪、福岡にリサーチセンターを開設し、全国の大学、製薬メーカー、研究機関などに多様な製品、サー
ビスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
■ハイ・サービスのポイント
同法人の強みは、誰でも無理なく地球環境の保全に貢献できる「グリーン電気料金制度」と、再生可能な自然エネル
ギーによる市民共同発電所（市民風車など）づくりを成功させ、理念とビジネスを両立させている点にある。さらに、
「みんなでカーボンオフセット」による地域や市民の#/削減の取り組みなど、日本初の事業を展開している。

s 活動の核となるグリーン電気料金制度は、.0/法人化の前に生協内の会員人で成立可否の実験を重ねた。さらに、
会員の電気料金情報を北海道電力から提供してもらうなど、外部の協力を引き出すことで実現した。

s 省エネ振興として電気使用量を削減し、その分を寄付に回すという仕組みで各家庭の支払い金額は変わらな

同社の強みは、「$.!合成」という新規市場の開拓にあたり、「高品質な製品の供給」「発注翌日のスピード納品」と
いう需要に応えるサービスの提供で、業界における独自のポジションをいち早く確立した点にある。また、継続して
顧客ニーズの収集に注力するなど、クオリティの高いサービスの提供に向けて邁進を続けている。

s ビジネスのスタート当初、$.!合成試薬の販売そのものの市場がなかったことから、まずこれを販売する会社が
現れたということを研究者に認知してもらうことが同業者共通の課題となった。また、$.!試薬は目で見て確認
することができないため、事業を成立させ、競合に勝っていくためには、品質管理をどう徹底していくかが鍵にな
ると考え、取り組みを開始した。

いようにし、自分たちの手でエネルギーをつくっていこうという意識を喚起するようにした。

s 再生可能エネルギーによって得られた電力の環境価値を、取引可能な証書にした「グリーン電力証書」の取り組み
を年より開始。電力需要家が証書を購入することにより、グリーンエネルギーを使ったとみなされ、その資
s

s
s
s
s
s

金はグリーン電力発電事業者に提供される。
どうしたら#/を削減できるかという考えのもと、北海道初となる「カーボンオフセット」の取り組みを始めた。
これは、家庭での#/の削減量を「カーボンクレジット（環境価値）」として算定し、購入を希望する企業に販売し、
事務コストを差し引いた環境価値の売上げを家庭に還元する仕組みである。
企業が開発した環境配慮商品を、消費者が理解し、選択できるようにするためのカタログ制作やアンテナショップ
開設、現場見学会などを実施する「エコ市・エコ座」事業を開始。市民と企業をつなぐ取り組みとして機能している。
小規模な講演会を年に回くらい、大規模なものは年に〜回開催している。日本全国の市民活動をしていると
ころから講演の要請があり、テーマによって様々な参加者が集まっている。
風車の所有、運転のために株式会社市民風力発電を設立。ほかにも風力発電に関するコンサルティングや風力発電
所建設後のメンテナンスなどを行っている。
資金調達を行う機能として、株式会社自然エネルギー市民ファンドを設立。第二種金融商品取引業の免許を取得し
ており、多くの関係者や関係機関から出資を募るため責任の所在を明確にした。
マスコミ等にも注目され、風力発電事業の関係者など専門知識を持つ人が本格的に参加するようになってきた。
年には第号の市民風車「はまかぜ」ちゃんが動き始め、市民風車の輪は道外にも広がっている。

s $.!合成試薬事業についての認知を図るため、全国の大学にパンフレットを持って研究者を訪ねた。また、市場
として大きい関東で販売代理店の契約をし、製品の販売を開始。当初は北海道大学の研究者がメインの顧客だった
が、その後、研究者の異動や研究者間の口コミで顧客が拡大した。

s 事業が勝ち残るために必要なのは高品質な製品であるため、ノーベル賞を受賞した田中耕一氏の研究成果を応用し
た「飛行時間型質量測定」による超高精度な質量分析を全国に先駆けて行うなど、厳格な検査態勢の充実は、コス
トアップ要因となっても必要不可欠と考え、積極的に取り組んでいる。

s 年頃からインターネットによる発注システムを本格稼働。また、研究者から「試薬を早く欲しい」というニー
ズが寄せられたため、年からは注文の翌日には試薬をデリバリーできる体制を全国に整えた。現在は$.!試
薬の生産設備はつくばリサーチセンターに集約し、全国に発送を行っている。

s 同社では、営業方法として、全国に販売代理店を置き、自社の営業マンが全国をカバーしている。営業活動する際
には、製品の売り込みだけではなく、ユーザーニーズの吸い上げを行うことを重要視し、顧客である研究者と直接
コミュニケーションをとることで、そのニーズを製品やサービスに反映している。

s 全国の研究者は約万 人であり、そのおよそ分のの万 人が同社にユーザー登録をしている。
s 現在のシェアはで、国内位のポジションである。上位社で全体ののシェアを占めているが、その社の
中で国内企業は同社だけであり、国内企業としてはトップシェアを誇る。

同法人ホームページ
グリーン電気料金制度の仕組み



サービスの高付加価値化 ̶ NPO法人北海道グリーンファンド

同社のホームページ

バイオ研究分野において様々なサービスを提供
サービスの高付加価値化 ̶ 北海道システム・サイエンス株式会社



サービスの高付加価値化

第9回受賞企業・団体

第8回受賞企業・団体

国際展開

ものづくり体験を通して、職人後継者の育成を図るとともに職人業界と地域の活性化を実現

コンテンツのマルチユースと
「北海道」
を魅せる映像の国際展開で地域の活性化を実現

DFE法人北海道職人義塾大學校

北海道テレビ放送株式会社

事業概要：製作体験学習、キャリア教育、キッズベンチャー塾の開催ほか

事業概要：民間放送事業

所在地：小樽市（北海道）

所在地：札幌市（北海道）

業種：職業・教育支援

■提供サービス

業種：テレビ局

■提供サービス

同法人は、職人文化や職人の仕事の魅力を後世に伝え、後継者となる若い世代を育成するために設立された。職人が
直接ものづくりを教える「製作体験学習事業」、子どもたちの社会人・職業人としての自立を促す「キャリア教育事
業」、起業家精神を養成する「キッズベンチャー事業」、産業体験型観光や職人業活性化ノウハウを他地域へ移転する
「コミュニティビジネスノウハウ移転・支援事業」、全国の職人に職人志望者を紹介する「若者〜職人親方マッチング
事業」などを展開している。

■ハイ・サービスのポイント
同法人の強みは、職人の後継者育成や職人業の活性化に向けてスタートさせた「製作体験学習事業」を、人気の観光
商品にまで育て上げ、観光客の誘致につなげるなど、当初の目的を超えた成果を上げている点にある。また、同法人
は、若年層へのキャリア教育や他地域へのノウハウ移転など幅広く事業を展開しており、これらの活動を通して、地
域や職人業全体の活性化に大きく貢献している。

s 商業港湾都市として発展した小樽では、暮らしに密着した製造業が繁栄していたが、近年は、安価な輸入製品な
どとの競合で低迷しており、一方で、職人には「仕事がない」「後継ぎがいない」という厳しい状況が続いていた。
そこで、花火や仏壇、窯元、仕立てなど業種人の職人が集まり、年「小樽職人の会」を結成。職人業の
継承や新たな仕事の可能性を求める共同研究開発の取り組みを開始した。同法人は、この「小樽職人の会」を前身
とし、職人の後継者育成を目的に年に設立された。
s 主に小中学生に対して「職人業」を周知し、伝統的な「業（わざ）」を継承するために、「製作体験学習事業」を展
開している。サービスは一律 円と安価な料金で提供している。
s 製作体験学習におけるサービススキルを向上するため、道具の使い方や安全管理のレクチャーを行う指導、人気職
人のプログラムを実際に見て学ぶ勉強会などを行っている。また、様々な職人の技をプログラム化する際には、一
般の人々に受け入れてもらえるような工夫を凝らしている。
s 近年は一般観光客の集客にも注力しており、大人向けの製作体験プログラム（ハイレベルな職人の技が体験できる
「技体験」）の提供、旅行会社のパッケージツアーの売り出しを行っている。また、婚活中の男女が人で製作体験
をする「婚活製作体験会」なども実施し、新たな市場の開拓に取り組んでいる。
s 主体的に進路を選択・決定する能力を子どもたちに身につけさせ、社会人・職業人としての自立を促すために、小
樽市内の小中学校などで年間約人にキャリア教育を実施している。
s 子どもたちが商品の企画や宣伝方法を自ら考え、商品の製作から販売、決算までを行うことによって、創造性やチー
ムワークなどの起業家精神を養成する「キッズベンチャーほっかいどう」を開催している。
s 異業種交流や職人の活性化を目的に、職人展や世界・全国職人学会を開催している。
s 職人志望者の希望に合った弟子入り先を紹介する「若者〜職人親方マッチング事業」を展開している。
s 小樽市の移住者促進事業に協力し、小樽市に移住した歳以上の定年退職者を対象に、職人の技能を移転させて
いく取り組みを開始している。
s 現在、製作体験学習の年間受講者数は 人を超え、人気の観光商品にまで成長した。市外からの受講者は修学
旅行客が多く、カナダやロシア、中国など、海外からの団体旅行客も増加している。この事業が大きな収入源になっ
ている職人も出てきている。
s 同法人の取り組みにより、これまでに人が職人に成長した。

地方放送局としていち早く国際連携事業の取り組みを開始し、東アジア等への北海道映像情報の発信および観光客誘
致やそれに伴う地元経済の活性化などに大きく貢献している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、年代初頭からの放送業界におけるメディアおよびビジネスモデル変革の兆しをいち早く察知し、
デジタル化時代に対応したコンテンツビジネス展開に向け、アジアを中心とした国際的な情報発信の取り組みを開始
した点にある。ローカルならではの素朴な北海道映像をリユースして発信したことがアジアからの観光客の誘致につ
ながり、北海道経済の活性化に大きく貢献した。

s 放送業界における変革の兆しをいち早く察知し、一つのコンテンツを複数メディアで展開するマルチユースと、北
海道経済の活性化を狙いとして意識的に北海道の情報を海外にアピールしていく取り組みを開始した。

s 年代後半より中国黒竜江省電視台や米シアトルの放送局、旧ソ連の放送局などと友好関係を目的とした提携
を結んでいたが、年代以降は意識的に北海道情報の海外への発信を考えた提携関係を展開した。
s 東アジア向けの日本初のチャンネルをつくるため、年月に住友商事や4"3が中心となって衛星放送会社「*%4
46」を立ち上げた際、地方局として唯一資本参加し、週回時間の放送枠で北海道の情報発信を行う「北海道ア
ワー」の放送を開始した。

s 地域経済の活性化のため「北海道アワー」の制作に際しては北海道庁に話を持ちかけ、地元経済界や道内市町村な
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どと産官連携組織「東アジアメディアプロモーション北海道推進協議会」を設立。道庁商工企画課（当時）の協力
を得て、年間「北海道アワー」の制作、放送にかかる費用の約分ののサポートを受けることができた。
「北海道アワー」では、北海道の人々の暮らしぶりをありのままに伝える番組制作を心がけ、道内の地上放送用に
つくられたインタビューや情報番組を再編集し、コンテンツのマルチユースを行った。
年には中国人民日報社と友好協定を結び、新聞、7EB、放送などクロスメディアでの包括的な連携を開始。また、
年には上海メディアグループ、年には韓国東亞ドットコムとも提携した。
年からは「""# -OTION 'ALLERY」でも同社が制作した北海道の映像が約 タイトル提供されており、映
像の次利用として、放送、#-映像への利用が見込まれている。
北海道では、台湾からの観光客が年の万 人から、年には約倍の万 人となり、また、韓
国、シンガポール、中国などその他アジア地域からの全観光客数は年の万 人から年の万 
人と大幅に増加。年の台湾からの観光客へのアンケートによると、北海道の観光情報の入手手段の％超を
テレビが占めており、「北海道アワー」は地域経済の活性化に大きく寄与している。
アジアからの観光客の多くはテレビで視聴した「雪」「温泉」に魅力を感じて北海道を訪れ、国内観光シーズンが
終わった冬に集中したことから、北海道の観光産業構造が夏中心から通年に拡大した。
年には兆円といわれた観光産業規模が現在では兆円規模に成長している。
コンテンツを再編集して海外に配信するという作業を通して、コンテンツの著作権問題や$6$など新しいメディ
アへの対応や、地上波放送以外のコンテンツをつくることを意識した素材撮影のノウハウを蓄積することができ、
人材育成に大きなプラスとなった。また協議会から道内市町村とも強いつながりを結ぶことができた。

同社ホームページ
製作体験学習の様子



サービスの高付加価値化 ̶ NPO法人北海道職人義塾大學校

「キッズベンチャーほっかいどう」での販売体験の様子

「

ÊÌÊ>iÀÞ」にも同社コンテンツが提供されている
国際展開 ̶ 北海道テレビ放送株式会社



第2回受賞企業・団体

地域貢献

第6回受賞企業・団体

人材育成

地域全体がスタジアム

クオリティの高い専門ガイドの育成を重視するアウトドア体験観光

株式会社北海道日本ハムファイターズ

株式会社北海道ネイチャーセンター

事業概要：プロ野球球団運営

事業概要：アウトドア体験観光事業

所在地：札幌市（北海道）

業種：スポーツ

所在地：鹿追町（北海道）

業種：観光

■提供サービス

■提供サービス

同社は、野球、あるいは球団という事業を「地域に必要とされる」サービス事業として根底から立て直し、絶えず来
場観客数を意識しながら顧客志向で様々なサービスを開発して実績を上げた。

全国で初めて体験型観光サービスの提供事業を法人化し、国内外の修学旅行を始めとする教育旅行の受け入れなどを
行っている。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

同社は、北海道移転にあたり「ファンサービスST（ファースト）」を掲げ、地元に愛される地域密着型の球団を目指
していたが、「球団経営」という点では、普通の企業とは様相が異なっていた。本社から毎年与えられる予算では黒
字を達成できず、従業員には本社の「広告塔」になればいいという考え方が支配的で、赤字経営が続くという状況か
ら改革はスタートした。まず、その年の目標観客数を設定し、それを達成するにはどういう施策を打つべきかを社員
に考えさせ、成果を出していった。

同社の強みは、体験型観光には、訓練された専門ガイドによる丁寧な指導・誘導に基づく安心なサービス提供が重要
であるという理念のもと、専門ガイドの人材育成を重視した点にある。道外・海外を含む実地研修を定期的に実施し、
社員のレベルアップに注力し、高品質のサービス提供につなげている。

s 外からやってきた球団でなく、「地域に必要とされる球団でありたい」との願いから地域特性を活かした地域貢献
にも積極的に取り組んでいる。

s 球団はサービス業であり、集客ビジネスだという考えのもと、観客動員増につながる施策、ファンを増やす施策を
次々に実施した。

s 愛される球団を目指して、従来型の球団イベント「ファン感謝デー」などとは違った形で、顧客サービスに取り組
んだ。

s 来場のリピート率を高めるために、ロイヤリティの高い顧客との関係づくりにも腐心している。

s 然別湖周辺は厳冬期の低気温（摂氏−度）・雪氷のため、冬季の集客は困難であったが、会社として経営を維持
していくためには、夏季だけでなく冬季のアウトドア体験プログラムも提供し、ガイドとなる社員を通年雇用でき
る仕組みを作らなければならなかった。そもそもアウトドアのガイドは覚えなくてはならないことが多いため、育
成に時間がかかりアルバイトでは無理があること、またガイディングをしっかりしないと利用者からの信用が得ら
れず満足度も上がらないことから、ガイドを正社員として採用し、オフシーズンなどを勉強の時間に充て、長いス
パンで人材を育成するようにした。その結果、旅行代理店や利用者から、他社と比較してガイドの質が非常に高い
という評価を受けるようになった。

s 然別湖周辺は法律で自然が保護されており、自然が未開発状態で残っている地域であることから、自然を活かした
サービス提供を目指し、様々なプログラムを検討。冬季には、氷結した然別湖に、イグルーと呼ばれる氷の家や露
天風呂などを設置する長期イベント「しかりべつ湖コタン」を、夏季は森の中に張られたケーブルに身体を吊って
空中を移動し森を眺める新しい自然観察プログラム「エアトリップ」やカナディアンカヌー体験プログラムを実施
するなど、数々のメニューを企画・提供している。また、個人客だけではなく、安定した収入を見込める修学旅行
などの団体客もターゲットとした。

s 国内だけではなく海外からの利用者も増やすために、海外にも営業を行った結果、台湾の「統一企業」との連携が
実現し、「統一企業・自然学校」のアドバイザーを務めている。

s 同社は数々の取り組みにより、国内の体験観光業界の中でも先進事例として認知され、体験型観光にかかわる業務
だけでなく、イベントの運営管理、北海道や町営施設の運営管理受託、官庁からの依頼による環境アセスメントな
ども行うようになった。

球場

野球教室の実施

夏季に提供される体験メニュー例
ファンクラブのトップページ



地域貢献̶ 株式会社北海道日本ハムファイターズ

「旬感t北海道」物産の通販ページ

アイスバーや露天風呂なども楽しめる冬季イベント
「しかりべつ湖コタン」
人材育成̶ 株式会社北海道ネイチャーセンター



第9回受賞企業・団体

地域貢献

地域貢献

第2回受賞企業・団体

教育資産を活用し、産官学連携によって地域の活性化や人材の育成に貢献

千里眼の専門医

国立大学法人室蘭工業大学

株式会社メディカルイメージラボ

事業概要：大学教育

事業概要：医療機関に対する遠隔画像診断支援サービス

所在地：室蘭市（北海道）

業種：教育（大学）

所在地：札幌市（北海道）

業種：医療支援

■提供サービス

■提供サービス

ものづくりや科学のおもしろさを学外に知らしめる啓蒙活動を推進するとともに、若手技術者の育成や地域の活性化
に向けた事業の創出に取り組んでいる。

北海道大学医学部で培ってきた画像診断の専門的知識、遠隔画像診断技術を活かし、道内遠隔地病院に対する組織的
な診断支援を行う大学発ベンチャー会社として年に設立。画像診断技術と医用画像処理技術および)4を融合し
た高精度画像システム開発事業と、それを活用した地域医療支援業務を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
同大学の強みは、地域の工科系大学としての存在意義を明確にし、自らの教育ノウハウ・学術研究成果に、国・団体
の支援事業や、地域の自治体・企業との連携を組み合わせることで、幅広い層への人材教育・育成や産官学連携など
による新たな事業の創出に活かしている点にある。

■ハイ・サービスのポイント
同社の優れた点は、医療の地域格差が大きい北海道の医療実態を改善するために、科学的なアプローチによって北海
道全域をカバーしうる遠隔画像診断技術や画像をやり取りする仕組みの開発を行ったことにある。また、精度の高い
診断をより多くの医療現場に提供するための体制づくりを行った点も優れている。

s 小さい頃からものづくりの楽しさや大切さ、難しさを実際に体験する場を作ることで、将来の日本や世界のものづ
くりを支える技術者、科学者を一人でも多く育成したいと考えた。

s 北海道南部地域では、環境産業、情報産業、知識集約型産業の育成や、ものづくりを基本とする産業政策が掲げら
れていたことから、社会を先導する科学技術に関する教育・研究の推進、学術研究成果の積極的な発信によって、
地域の発展に貢献したいと考えた。
s 年にものづくり基盤センターを設立。設立時より在学生に対する実践的ものづくり教育の支援にとどまらず、
「ものづくり」を通して子どもたちや市民との交流を深めることをも視野に入れた。また、ものづくりの街・室蘭の
工科系大学として、学外の人々が無料で参加できるプログラムの提供などを通して、ものづくりや科学の面白さを
伝える啓蒙活動を実施。年間〜校の小中学校でものづくり体験教室を開催。高校生向けにも、出前講義や体験
実験（年度実績回、名参加）
、大学へ高校生を迎えてプロビデンス講義（年度実績回、名参加）
、
オープンキャンパス（年度参加者名）などを開催し、工科系大学ならではの科学の面白さを伝えている。
s 製造技術現場における一連のものづくり工程を俯瞰して捉えることができ、今後年間世界をリードしていくこ
とのできる「ものづくりバードアイ技術者」を育成するプロジェクトが、・年度の経済産業省「産業技
術人材育成支援事業」に採択された。このプロジェクトは全国規模で展開され、ものづくり基盤センターによる基
礎実習や企業でのインターンシップによる/*4など、産学連携による実践応用を含んだプログラムを実施した。
s 年度の全国中小企業団体中央会「ものづくり分野の人材育成・確保事業」の一環として、素形材分野におけ
る設計・加工・検査・製品出荷までのプロセス管理能力を有する若手技術者の人材育成事業にも取り組んでいる。
この事業は、産官学が一体となり、生産俯瞰人材に必要とされる技術・経営・教養（基礎工学）・技能のつの教
養をもつ若手技術者の育成を目標としている。
s 年度の資源エネルギー庁の「原子力人材育成プログラム事業（原子力教育支援プログラム）」に採択され、プ
レスクールを開講した。その狙いは、原子力発電システムの生産・保全に関する教育プログラムの構築にある。
s 年、市内鉄鋼企業や造船所、行政などと協力し「シップリサイクル研究会」を設立した。かつて鉄鋼と造船
で繁栄した室蘭という地の利を活かし、現在使用されていない、造船所や0#"処理施設、製鉄所などの既存施設
を活用して、環境に優しく、安全・安心な廃船の解体方法の確立と事業化に向け、検討を重ねている。具体的には、
船舶鉄スクラップのリサイクル化や高効率な船舶解体技術の検討、研究会・シンポジウムなどの開催、船舶解体実
験を行っており、地域経済の活性化を図っている。
s 「ものづくり教育」への学外参加者数は年度で約 人で、実施回数は回（予定）。
s 大学内の地域共同研究開発センターを中心に、地域中小企業との連携を促進している。他国立大学と比べ、中小企
業との共同研究開発の比率が高く、年の総合科学技術会議の調査では％と全国立大学中位となっている。

中学校での「出前授業」の様子



地域貢献̶ 国立大学法人室蘭工業大学

公開講座「ものづくり講座」には毎回多くの市民が参加

s 道内にはの病院に#4（コンピューター断層撮影法）、-2)（核磁気共鳴画像法）が約台あるが、道内に約
人いるといわれる読影医は、大半が道内大学に集中しているため、同社では北海道全域をカバーする体制を構
築するとともに、地域支援のための新しいサービスにも挑戦している。

s 現在、同社では北大の理解と支援を得て、同大の医師を人派遣してもらうとともに、大学外の医師人を加え
た総勢人体制を構築し、道内病院と契約している。
s 年からはドクターヘリを持っている病院、受け入れ先の病院に対して、搬送するか否かの判断を支援するた
めの画像診断を行っている。

s さらに、全国で約人しかいないといわれる「放射線治療認定医」が行う放射線治療計画を支援するために、
年月から新たな支援サービスを展開している。

放射線専門医による読影

事業の仕組み
地域貢献̶ 株式会社メディカルイメージラボ



サービスの高付加価値化

第5回受賞企業・団体

第3回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

オンライン取引システムで調剤薬局と医薬品卸会社双方の業務が飛躍的に効率化

独自開発ツールでテレワークを支援

株式会社メディカルシステムネットワーク

株式会社ワイズスタッフ

事業概要：薬局・医病院向け情報統合提供サービス

事業概要：/情報提供サービス、*制作・管理、メールマガジン制作・配信、ネットリサーチ、ネットプロモーション
など

所在地：札幌市（北海道）

所在地：北見市（北海道）

業種：情報サービス／薬局

業種：事業所サービス

■提供サービス

■提供サービス

医薬品ネットワークサービスとしてオンライン取引システム「医薬品ネットワーク」を構築し、加盟する調剤薬局と
医薬品卸売会社間の受発注、決済、価格交渉の一本化など、業務の効率化に貢献するビジネスモデルを提供している。

日本でいち早く「ネットオフィス」という概念を取り入れ、テレワーカーをメインワーカーとする会社を設立。「場
所」に縛られずに働ける業務環境をネット上で実現（ネットオフィス）することで、埋もれている労働力を活かしつ
つ、コストパフォーマンスの高い)4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、複雑な医薬品流通全体の構造や、薬局、医薬品卸売会社の双方が抱える取引業務上の問題点に対する
知見をベースに、双方の業務を効率化する仕組みで全国に一大ネットワークを形成するとともに、自らも薬局を経営
することにより自社のビジネスモデルの優位性を体現している点にある。

s 同社の設立者名が医薬品卸売会社社長、保険薬局社長、システム会社社長の出身であったことから、その頃の経
験を活かし、調剤薬局における電話や&!8を使った発注業務や膨大な在庫管理業務、医薬品卸売会社ごとに行う代
金決済業務など、双方の課題を解決するビジネスモデルの構築に取り組む。

s 調剤薬局は、同社が開発したオンライン取引システム「医薬品ネットワーク」に加盟することにより、オンライン
での医薬品発注や在庫管理が可能になり、取引した医薬品卸売会社への支払いも同社に一本化できるようになった。
また、医薬品卸売会社も、価格交渉一元化や支払いサイト短縮により、与信コストや配送コストが低減した。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、離れている契約テレワーカー同士が協力しあいながら業務を行えるように、ネット上に会社と同じ環
境や、自社開発メールシステム「0ROメール」などのツールを用意して、固定費を抑えて生産性を高めつつ、品
質の高いサービスを提供している点にある。

s 「0ROメール」は、スタッフが情報共有するためのメールシステムである。プロジェクトごとにメール画面が
用意され、報告・連絡・相談といった業務コミュニケーションを見える化、デジタル記録することで、チーム業務
を効率的に行うことができる。また、メールでのやりとりの一覧を話題ごとに「スレッド表示」できるという特徴
もある。

s この開発によって、全国各地の約名の契約テレワーカーにより、常時以上のプロジェクトを効率的に運営で
きるようになった。

s 加盟する薬局の業務の効率化に大きく貢献したことから、年月末現在、「医薬品ネットワーク」に加盟する
薬局数は全国でを超える。

「医薬品ネットワーク」構築前の課題



加盟企業の業務の効率化を実現

サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社メディカルシステムネットワーク

サービスは全国に拡大している

従来型とネットオフィス型のテレワークの比較

*À°メールÊÓ°ä
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社ワイズスタッフ



■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
□秋田県
045 ポークランドグループ
□岩手県
044 株式会社ヘイプ
□山形県
037 株式会社清川屋
043 株式会社平田牧場
□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

サービスの高付加価値化

第7回受賞企業・団体

第9回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

情報発信や効果的なPRで郷土の食をブランド化し、地域資源に

伝統を継承しながら顧客目線に立った現代的サービスを提供し、満足度で高評価を獲得

8級ご当地グルメ・ネットワークス株式会社

合資会社一條旅館（湯主一條）

事業概要：イベント事業、商品開発事業、コンサルタント事業、ブランド管理事業、受託事業、食育推進事業、広告代
理業

事業概要：旅館業

所在地：青森県（東北）

所在地：宮城県（東北）

業種：地域活性コンサルティング

業種：ホテル・旅館

■提供サービス

■提供サービス

地元八戸市以外では認知度が低く、地域食材としてのブランドイメージもなかった「八戸せんべい汁」に関する様々
な情報提供やイベント開催などの活動により、全国的な八戸せんべい汁の認知度向上とブランド確立に取り組んでい
る。

長い伝統を誇る温泉地で旅館業を営む。年弱の歴史をもつ老舗旅館の伝統を継承しながら、建物のリフォームや
サービス改革などを行い、新しいコンセプトの旅館として人気を得ている。旅館にホテル的なサービススタイルを取
り入れたり、本格的な個室料亭を備えるなど、従来の概念にこだわらない「もてなし」を提供している。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

同社の強みは、地元では特別視されていなかった独自の地域資産である八戸せんべい汁に着目し、そのブランド化に
よる地域活性化に取り組むとともに、全国の食による地域興し団体と連携した食の祭典「" グランプリ」を企画・
プロデュースしてきたことや、ユニークな応援歌などのマスコミ戦略によって、効果的な02を実現している点にある。

同社の強みは、伝統を継承しつつ現代的な快適さも楽しめるようなハード・ソフト面のリフォームにより、様々な客
層・要望に合わせたサービスを確立し、顧客に提供している点にある。こうした従来のスタイルにこだわらない様々
な試みによって、旅館としての独自性を高め、顧客に高い満足度を与えている。

s 地元では「家で食べるもの」とされていた八戸せんべい汁だったが、八戸新幹線開業に合わせてお土産用セット商
品を八戸せんべい汁研究所と連携して試作し、市内で発売を開始。地元で評判となり、初年度万個を超えるヒッ

「湯主一條」も年弱の歴史をもつ。社長の一條氏は、
s 宮城県白石市の鎌先温泉は年に開湯された伝統を誇り、
代目の当主として年に現職に就任したが、初めて決算書と業績をチェックした際、旅館の経営が深刻な状

ト商品になった。

s せんべい汁の味や触感は食べたことのない人にはイメージできないため、実食の機会を提供するために県内外の
イベント等で試食会をスタート。地元マスコミに取り上げられるようになり、お土産品としての02だけではなく、
s

郷土料理としての普及への取り組みも開始。

s 年の新幹線開業を機に、「青森といえば八戸せんべい汁」といわれるための地域ブランド化への取り組みをス
タートし、主に①世界唯一の八戸せんべい汁専門ポータルサイトとしての情報プラットフォーム整備、②せんべい
汁取扱店の調査とデータ管理およびサイトやガイドマップによる情報提供、③県内外での試食会による実食機会の
創出─などを八戸せんべい汁研究所とともに行ってきた。
s 観光客は、店を外から見ただけではせんべい汁があるのかどうかわからないため、ガイドマップ作成とともに飲食
店に掲示してもらう「せんべい汁あります」という旗を作って配付。
s 02のため、マスコミに取り上げてもらう話題づくりに注力。代表的なものとしては、年より公式応援ソング
「好きだ$EAR八戸せんべい汁」による02活動を行っている。地元の盛り上がりが東京の音楽関係者の目に止まり、
年にはメジャーデビュー。02に大きく貢献している。
s 年、八戸せんべい汁の全国的な02のため、全国で食による地域興しを行っている団体に参加を募り、"級ご
当地グルメの全国的祭典「" グランプリ」を立ち上げた。第回「" グランプリ」は八戸せんべい汁研究所が
主催したことから多くの取材を受け、八戸せんべい汁の認知向上に大きく貢献した。「" グランプリ」はその後、
静岡県富士宮市、福岡県久留米市、秋田県横手市で開催され、年月には神奈川県厚木市での開催が決定して
いる。開催地の特性に合わせ、イベントによって「" グランプリ」や開催地の地域活性効果をより高められるよ
う運営手法も柔軟に変更するなど工夫を行っている。
s 大手コンビニや地元南部せんべい製造業者、地元ホテルなどとの八戸せんべい汁関連の共同開発を行い、地元産せ
んべいの使用による業界支援にも一役買っている。
s 全国店舗の八戸せんべい汁取扱店を把握し、ガイドマップ掲載店舗数は年の店から、年には
店となった。
s 「" グランプリ」参加団体、来場者は年の団体万 人から、年には団体万人、年に
は団体万 人に拡大し、年の横手では団体万 人で過去最高の来場者数であった。

八戸せんべい汁



サービスの高付加価値化 ̶ B級ご当地グルメ・ネットワークス株式会社

日本各地で開催される「 £グランプリ」

s
s

s

s
s

s
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態にあることに気づいた。現社長の妻である若女将も、旅館の経営には素人だった。どうしたらもっと魅力的な旅
館になるか、様々な新しい要望に応えられるかを「素人の目線、顧客の目線」で考え、既成概念にとらわれないア
イデアを人で出しあい、それらを一つひとつ実行することによって、旅館の建て直しを図った。
当時は本館に湯治客、別館に観光客と客層が分かれていたが、湯治客の減少につれて経営も悪化していた。集客の
目玉にするために、大正時代の趣のあるシンボル的存在の本館を、伝統的な外観は残したまま改装し、内部に個室
料亭「匠庵」をつくった。
割烹出身の料理長のもと、地元仙台の!ランクのブランド牛肉や、自家農園でとれる野菜など、食材にもこだわっ
た本格的な料理を提供した。
年月に別館を総リニューアルし、様々なリラクゼーションサービスを提供する、現代的な快適さを備えた空
間とした。露天風呂付きスイートやモダン和洋室、和室など、好みや予算によって選べる種類の客室を用意し、
同旅館は「古くて新しい宿」として生まれ変わった。
旅館をリニューアルした際、新しいスタイルを受け入れられない従業員も多くいた。古くからの従業員を解雇し、
新しい従業員を採用することも考えたが、最終的には、「湯主一條」に愛着を持つ従業員を雇い続けることを選択
した。従業員の理解を得るために、社長や若女将は率先して現場に立ち、従業員とぶつかりあいながらコミュニケー
ションを深め、改革へのコンセンサスを得ていった。従業員の新しいスキルは/*4で教育した。
現社長の代になるまで社訓や経営理念はなかったが、新たに「顧客に喜ばれること」、「従業員が働くことに満足す
ること」、「年続く一條のブランドを継承すること」という経営理念を定め、目標を明確にした。
顧客が同旅館での「物語の主人公となる」ような体験ができるように、従業員全員がその「舞台作り」を心がけた。
伝統的な建物も演出の一部と考え、その来歴を同旅館の「物語」の一部として顧客に伝えるように努めている。そ
れが旅館の価値につながると考えたからである。
他店の新しいサービスや料理を体験することも大切であるとして、社員旅行で新しいレストランなどを訪れている。
提供されるサービスを体験し、厨房見学なども行う。
集客については、インターネットや雑誌による情報発信と、顧客からの電話への対応を重視している。顧客の関心
を得るページづくりに努め、積極的な情報発信を行い、顧客からの電話には厨房担当も含め従業員全員が対応する。
そのためのコミュニケーション能力向上の研修を、従業員全員に実施している。

「湯主一條」ホームページ

本館

個室料亭「匠庵」
サービスプロセスの改善 ̶ 合資会社一條旅館（湯主一條）



第9回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

第2回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

都心の企業の障害者雇用ニーズと地方の障害者の就労ニーズをマッチング

山形のカリスマバイヤー

株式会社ウイングル

株式会社清川屋

事業概要：障害者雇用促進コンサルティング事業、アウトソーシング
（ *"）
事業、福祉政策支援事業、インターネット
メディア事業

事業概要：山形特産品の企画・開発・製造・店頭販売・インターネット販売

所在地：宮城県（東北）

所在地：山形県（東北）

業種：障害者雇用マッチング／アウトソーシング

業種：食品

■提供サービス

■提供サービス

地方の障害者の就労ニーズと都心の大企業の障害者雇用ニーズをマッチングするという新たなビジネスモデルを構築
し、法人向けに、主に障害者の遠隔地雇用サービスなどを提供する「障害者雇用促進コンサルティング事業」や、軽
作業などを請け負う「アウトソーシング事業」を展開している。個人向けには「就労移行支援サービス」などを提供
している。

地元山形の特産品とフルーツを配送。山形県内店舗で販売を手がけるほか、ネット通販でも全国的に高い知名度を
有する。ネット販売はオリジナル商品の企画・開発力に優れ、収益の柱に成長している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、都心の大企業の障害者雇用ニーズと地方の障害者の就労ニーズをマッチングすることで、企業と障害
者、および障害者が居住する自治体など、関係者すべてにメリットを与えられるビジネスモデルを構築した点にある。
障害者雇用に関して、雇用促進から就労支援、コンサルティングまでのトータルサービスをワンストップで提供して
いる。

s 同社の創業者である佐藤氏は、年より長野県の部長級職員を務めた。その際、障害者の就労機会の増加に向
けて、東京の)4企業と長野在住の障害者を結びつける、「遠隔地アウトソーシング」というインターネットを活用
s

s
s
s
s
s

s
s
s
s
s
s

した就労モデルを発案し、成果を収めた。
都心部では、障害者の雇用義務が大人数になる大企業が多いため、雇用側の求人数と就労側の障害者数（＝求職者数）
が逆転していることに着目。年、長野での経験を活かし、都心部の企業に地方に住む障害者を紹介し、就労
の場を作り出す「障害者雇用促進コンサルティング事業」を立ち上げた。
法人向けには、主に障害者の遠隔地雇用サービスなどを提供する「障害者雇用促進コンサルティング事業」、0#作
業や発送作業、軽作業などのアウトソーシングを提供する「アウトソーシング事業」を展開している。
都心部の企業は、同社が各地に設けたオペレーションセンター内にサテライトオフィスを設けられるため、企業に
とっては特別な設備投資などが不要となっている。
サービス導入時には、業務のヒアリングから人材のマッチング、サテライトオフィスの構築などを行い、導入後も
雇用サポーターとして、障害者への教育やメンタルサポートまでを支援している。
「アウトソーシング事業」では、企業の業務効率化、コスト削減に向け、障害者などの就労弱者の活用を提案。受
託業務は、障害者の就労訓練も兼ねた環境で作業を行うため、#32（企業の社会的責任）向上にも貢献している。
都心部の企業は低廉な労働力を、障害者は尊厳を持って働ける職場を確保できる。また、障害者が居住する自治体
にとっては、支援対象であった障害者が納税者になるというように、同社の構築したビジネスモデルはすべての関
係者にメリットを与える。
年月からは、関西の企業に対してもサービスのアプローチを開始した。
グループ会社のウイングル・ヒューマンサポートでは、「就労移行支援サービス」を提供。企業のニーズに応えら
れる人材を育成し、最大年を上限とした就労移行支援を行っている。
就労移行支援の対象者にはそれぞれ「個別支援計画書」を作成し、最適な訓練プログラムを提供する。
これまでの就労者数は約名、顧客企業は約社で、就労移行支援者数は約名となっている。
サテライトオフィスは仙台・埼玉・栃木・沖縄にカ所設けられている。
同社のサービスは、社会に山積する課題をビジネス手法で解決するソーシャル・ベンチャーとしての側面も併せ持っ
ている。

同社ホームページ



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社ウイングル

就労機会を得た障害者の喜びの声

■ハイ・サービスのポイント
「地域社会に貢献し奉仕する」という理念から地域貢献的な意味でも評価される同社であるが、同社ビジネスの成長
や顧客支持の最大の要因は、従来の付加価値が低い土産物・特産品を提供するのではなく、本当に価値ある商品を発
掘・開発し、提案的に販売していることにある。

s 贈った方に喜んでもらえる本物志向の特産品は既存の特産品や土産物品を調達するだけでは実現できないので、オ
リジナル商品を開発するという取り組みが徹底している。

s 顧客が喜ぶ、満足することを重視した丁寧な取り組みを積み重ねてきている。)4を活用するが、サービス提供の姿
勢・活動はきわめてアナログ的で、人間的であることが特徴となっている。

s ネット通販を立ち上げる時点で、店長はリアル店舗で最も接客が上手な人材を起用している（パソコンやネットの
知識よりもサービス能力を重視）。

s クレームにはしっかり対応し、その情報をもとに商品やサービスの内容をコツコツ改良し続けてきている。

清川屋鶴岡インター店

元祖・佐藤錦生産者の佐藤清さんと同社社員
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社清川屋



地域貢献

第3回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

第6回受賞企業・団体

映画上映が地域の人々の心をつなぎ合わせる地域運動に

「地域資源」の活用と
「喜んでもらえる」サービスの創出で再生したレジャー施設

株式会社シネマとうほく

常磐興産株式会社（スパリゾートハワイアンズ）

事業概要：映画の製作、配給、上映

事業概要：観光娯楽スポーツ施設、ホテル・旅館の経営ほか

所在地：宮城県（東北）

業種：コンテンツ

所在地：福島県（東北）

業種：観光

■提供サービス

■提供サービス

映画館ゼロ都市が多い東北地域において、公共施設やホールでの映画上映を行うことで多くの人に映画の魅力を伝え、
地域の活性化に貢献している。

年、「常磐ハワイアンセンター」をオープン。約年にわたって運営を行った後、年「スパリゾートハワ
イアンズ」としてリニューアル。常磐ハワイアンセンターのコンセプトであった「ハワイ」「南国」に、ブームに先
駆けて「温泉」を加え、つのテーマパーク、ホテル、ゴルフ場などで幅広い客層に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、衰退しかけていた東北地方の映画産業に、
「地域運動としての映画上映」という新しい発想を持ち込み、
様々な宣伝手法によって前例のない圧倒的な動員数を達成し、地域の文化・娯楽の活性化に多大な貢献をしている点
にある。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、レジャーランド市場が大きく変化していく中、温泉プールを中心としたレジャーランドからの脱皮・
変革を素早く実践していったという積極的な経営力にある。既存資源である温泉を滞在型リゾートというコンセプト
で大胆に再活用して集客力を強化し、いわき市の交流人口拡大を実現した。

s 映画で人々の心をつなぐ県民運動にすべく、地元マスメディアや団体に働きかけ、地域の活性化に向けた運動の一
s 年代からレジャーランド市場が大きく揺らぎ、団体客から個人客化・多様化し、日帰り型から滞在型に変化、

環として映画上映のバックアップを依頼した。

s 作品により宣伝スタイルを変え、地域住民と実行委員会などの上映推進母体を作って口コミで協力者を増やす手法

従来型のテーマパークが分岐点に立たされていた。そこで、同社はこれまでの温泉プールを中心としたレジャーラ
ンドから、将来を見据えた変革を起こさなければ集客できないと判断した。

が、コミュニティの活力を生み出し、ひとつの地域運動へと高まっている。

s 「常磐ハワイアンセンター」は、当時憧れだった「ハワイ」をテーマに、大衆に喜んでもらえる施設・サービスを
s 岩手の小さな無人駅を舞台にした実話を映画化した『待合室』では、岩手、福島、山形各県の放送局や系列新聞局
との連携により大々的に上映運動を展開し、全体で会場万人という記録的な動員数を達成した。
s 映画『ふみ子の海』では、映画のテーマのひとつが「障害者の自立」であることから、宮城県内での公開は県社会
福祉協会から各市町村の社会福祉協議会に依頼する形で運動を展開し、個々の社会福祉協議会が様々な団体に呼び
かけることで、最終的に東北県で会場万人超という動員数を達成した。

s 長編アニメ映画『ハードル』では、住民が映画製作に運動として参加できるよう、枚 円の「ひとコマ製作券」
を買ってもらってフィルム製作を応援してもらおうという運動を展開した。

提供していたが、人々の志向が多様化したこともあり、改めてテーマの本質を見直すことから着手した。そもそも
同センターが「日本国内に温泉が万 もある中、遊べる温泉がない」という気づきからスタートしてナショ
ナルブランドに発展したことに着眼し、「ハワイ」ではなく「温泉」という地域資源を核にしたリゾート施設「ス
パリゾートハワイアンズ」へとリニューアルし、世の中や大衆の動きを見ながら、
「くつろぎ」や「癒し」、
「健康」
「美
容」などその時々のキーワードに温泉を組み合わせた施設づくりを行った。同時に、収益確保のため、滞在型リゾー
トへの転換にも取り組んだ。

s テーマとネーミングを変えるだけでは利用者の満足度は上がらず、滞在型リゾートへ転換を図るためにも、宿泊客
に対してより質の高いサービスを提供する必要があった。そこで、手作りのサービスと独自の商品を生み出してい
くため、自分たちのやりたいこと、作りたいことを最後まで考え尽くして商品化、サービス化に取り組んだ。その
結果、人気の施設やフラガールなど独自の商品が誕生。また、出来上がった商品・サービスが自分たちで作ったも
のであることから従業員のモチベーションも高い。

s 近年は、観光地側で商品を作って直接発信して集客する着地型観光が効果的になってきた。そこで、いわき特有の
歴史・文化を発見して磨きをかけ、オリジナル商品を作り込むために、年、いわき観光まちづくりビューロー
で「フラオンパク（温泉泊覧会）」
（温泉を通し、人や食、文化に触れる体験プログラム型観光メニュー）を開催。
今後も継続し、続けていく。

s 「温泉」をテーマにしたことにより、世代が楽しめるスパリゾートを実現し、入場者数万人（日帰り客万人、
宿泊客万人）を達成。いわき市の交流人口拡大と地域の活性化に貢献している。

映画『待合室』
（ÓääÈ）



地域貢献̶ 株式会社シネマとうほく

映画『ふみ子の海』
（ÓääÇ）

長編アニメーション映画『ハードル』
（Óää{）

リニューアルにより誕生した「スパリゾートハワイアンズ」

映画にもなったフラガール
サービスの高付加価値化 ̶ 常磐興産株式会社（スパリゾートハワイアンズ）



サービスプロセスの改善

第3回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

第2回受賞企業・団体

流行の変化に対応したスピーディな商品の提供

ちょっと飲んで、ちょっと募金して、ちょっとエコ

株式会社ハニーズ

バリエネット協同組合

事業概要：ヤングカジュアル婦人服、身装小物、雑貨などの販売ならびに企画開発

事業概要：自動販売機オペレーター

所在地：福島県（東北）

所在地：宮城県（東北）

業種：専門店

業種：物流

■提供サービス

■提供サービス

代〜代ターゲットの婦人衣料専門店。年齢層、ファッション志向などに応じたつのブランドを設定することで、

組合員間で共通の情報システムを導入し、独自ブランドの自販機「バリエ」を社で計 台設置しているほか、
地域社会への貢献を目的として、.0/法人ハートフル福祉募金とともに、募金機能を付加した自販機「ハートフル
ベンダー」の導入を進めている。

流行の変化、幅広い顧客層に対応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
ハニーズの30!（製造小売業）には、「ハニーズ・モデル」と呼ばれる徹底した一貫管理体制が敷かれている。業界
でも先進的な取り組みとして、小ロットで発注して在庫ロスをなくすことにより、通常の30!に比べスピーディな事
業展開を行っている。さらに売れた分だけ追加補充していく仕組みで、在庫ロス、値引きロスのリスクを極小化。自
社のビジネスモデルを活かした鮮度の高い商品ラインナップで、常に最新のトレンドを提供している。

s 企画から販売まで、〜日でこなす30!システム「ハニーズ・モデル」の構築
流行の情報を常に手に入れるために、社員や店舗からのレポートを重視。全国約の店舗からは、売上げのデー
タに加え、現在はやっている商品情報がメールで届く。それを自動的に集計して「今後、売れそうなので増やして
欲しい商品ランキング」などが出るようにしている。こうして収集した旬の商品企画をスピーディに試作・製造す
る体制を整え、また、タイムリーで効率的な物流を実現するなど、企画から販売まで〜日でこなす30!シス
テム「ハニーズ・モデル」を構築した。

■ハイ・サービスのポイント
バリエネット協同組合は、業界のビジネス環境、競争環境の変化に対応するために中小ベンダー企業間の連携ネット
ワークを構築することからスタートしているが、その後はもっと積極的に自販機オペレーションビジネスの新しい付
加価値づくりを指向している。オペレーター企業のネットワーク化は、これまで地域内で混乱していたオペレーショ
ン業務の整理・効率化につながる。

s 従来は複数社が同じ地域内でオペレーション展開していたものを、相互にオペレーションを委託し合うことによっ
て業務を効率化（平均走行距離が割削減）した。
s 既存参加オペレーターでは、効率が悪い地域については新しいオペレーターの参加を推進した。
s 組合で設置している自販機については)4を活用して「単品管理」を徹底し、販売効率のアップを図っている。

s ４つのブランドで幅広いニーズに対応
女性らしいカジュアル服の「シネマクラブ」、/,が会社で着られる大人っぽい服の「グラシア」、ジーンズを使っ
たコーディネイトが多い「ジェイハニー」、セクシー系の「コルザ」のブランドを持つ。このブランドをつの
店に入れ、つの店で幅広い傾向の客層に対応している。

s 組合参加オペレーターが実施して成功した経営戦略や手法の情報を全組合員で共有化する取り組みに着手。発表会
→資料化・手引書化を進めている。

s 参加オペレーター企業のサービス格付けを検討中。

日本と中国でnÎÎの店舗展開（Óään 年 x月末現在）



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社ハニーズ

流行を見極めて商品化し、短期に新商品を売り尽くすスピー
ド戦略Ê

スピード戦略の仕組み
自販機

募金機能を付加した自販機「ハートフルベンダー」
サービスプロセスの改善 ̶ バリエネット協同組合



サービスプロセスの改善

第8回受賞企業・団体

第4回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

来店回数に応じた段階的な対応の徹底とサービスで顧客のリピート率向上を実現

飼料用米生産で、自社生産豚のブランド価値向上と地元農業の活性化を実現

株式会社ビック・ママ

株式会社平田牧場

事業概要：衣類縫製修理業

事業概要：畜肉
（豚・牛）
生産、食肉加工・販売・外食・観光ほか

所在地：宮城県（東北）

業種：衣服裁縫修理

所在地：山形県（東北）

業種：アグリビジネス

■提供サービス

■提供サービス

 〜 代の女性をメインターゲットにファッション衣料全般のメンテナンスを行う「お直しショップ」を東北や関

創業以来、独自の一貫した生産・加工流通システムや有機畜産による安心・安全への取り組みを行ってきた中で、育
成に必要な飼料のほとんどが輸入という問題点を解決すべく、代替飼料として地域の減反田での飼料用米生産プロ
ジェクトを推進している。

東を中心に展開している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、頭打ちとなっていた業販チャネルでの経営から一般客を対象とした「お直しショップ」への業態転換
を図り、顧客のリピート率向上を目的とした店舗づくりや段階的な対応プロセスの作成などで固定客の獲得を実現し
た点にある。その他、接客と技術の分業制やポイントカードの導入、)4の活用など多面的なアプローチも顧客満足度
の向上に大きく貢献している。

s もともとは紳士服の裾上げという業販チャネルでの経営からスタートした会社であったが、専門店だけとの取引で
は他社との価格競争に陥り、業績としては頭打ちの状態だったことから、何とか業績を伸ばしたいと考え、年、
「衣服修理の簡単かつ身近なサービスをファストフードのように明確な料金で提供する」というコンセプトで、一
般客を対象とした「お直しショップ」を出店した。
s 若い女性をフィッティングアドバイザーとして採用。また、立ったまま気軽に相談できるカウンター式の店舗や、
色以上の糸のディスプレイなどで、おしゃれで立ち寄りやすい店づくりに努めた。
s 「お直し」の種類や料金をわかりやすく図解したメニュー表を作成している。
s 家族構成や仕事、趣味などいろいろな面で多様性を持つ 〜 代の女性をターゲットにすることで、そこからの
顧客層の広がりと獲得を狙った。
s 来店客を固定客として囲い込むべく、来店回数ごとの対応プロセスをつくり上げ年から実施。①回目の来店
の際は、接客対応者が名刺を渡して担当の明確化を行うとともに割引券を渡し、回目の来店を促す、②回目の
来店の際は、顧客を覚えておいてきちんとお礼を伝える、③回目の来店時に顧客にメンバーズカードの作成を勧
め、固定客化を図る―という対応プロセスを明確に定め、徹底。顧客開拓とリピート率の向上に効果を発揮し、
その後の口コミによる顧客増にもつながった。
s 受付スタッフが修理も同時に行う場合、接客時に嫌な顔をしたり難しい注文を受けなくなる傾向がある。そこで、
同社では接客担当者と技術者の機能を分け、それぞれに専念する仕組みとし、気持ちのよいサービスの提供と販売
ロスの防止を実現した。
s 顧客管理に利用するメンバーズカードはポイントカードとしても兼用。ポイント獲得で得られる刺繍で名入れをし
たハンカチが非常に好評であると同時に、プレゼントの際、お礼を言われる店舗スタッフにとっても「顧客満足に
対する感動」をじかに感じられる機会となっている。
s 衣類の修理前と修理後を映像で見ることができるシステムを導入。顧客にサービス内容をわかりやすく伝えること
が狙いだが、同時にトラブル防止や販促活動、また修理業務のスキルアップや業務の標準化にも役立っている。
s 受発注管理システムの導入により、注文・加工・納品の流れを一元管理し、作業効率を向上させるとともに、お直
し工程を把握するトレーサビリティを行っている。
s 技術系スタッフのレベルアップをスピーディに行うため、専門学校生のインターンシップ制度を活用。また、東京
や横浜の専門学校に実技・実学を講義する講師を派遣するなど、将来の人材確保に向けた技術指導なども行ってい
る。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、地元農業の実態に即した方法で飼料自給率向上に取り組むとともに、飼料米で育った豚の付加価値を
高める努力をして、成果が最終的に米価となって農家にきちんと還元されるように地域貢献に取り組んでいる点にあ
る。

s 日本の穀物の使用量約 万トンのうち、自給しているのは 万トンでその割は米。また畜産で使っている
穀物 万トンは輸入に依存しているが、その内の 万トンは米国産トウモロコシ。こうした状況の中、平
田牧場では、減反政策による全国の休耕田や転作地万HAに飼料米を植えることができれば、日本の穀物自給率
が劇的に向上するという考えの下、年よりトウモロコシの代替飼料を作る「飼料用米プロジェクト」に着手。
s 年には「食料自給率向上特区」を利用して、遊佐町と本格的にプロジェクトを開始。名から始まった生産
者数は年度には名になり、作付面積もHAからHAに。
s 同社では年、輸入トウモロコシの代わりに飼料米を与えた豚を「こめ育ち豚」というブランドで販売を開始し、
人気を集めた。また年には飼料のを国産原料にして育てた豚の試験出荷も開始。

コスト削減のため飼料用米は直播き栽培

明るく立ち寄りやすい店づくり



わかりやすいメニュー表が好評

サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社ビック・ママ

「お直し」だけではなくかわいい小
物も作ってくれる

手前が 米を£ä ％配 合した飼 料。奥は試 験 的 に 導入した 米
Îä％のもの

こめ育ち豚
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社平田牧場



サービスプロセスの改善

第9回受賞企業・団体

科学的・工学的アプローチ

第5回受賞企業・団体

ユニークな買い取り方法と販売方法により、集客と事業のスピード展開を実現

既成概念にとらわれない取り組みで、安全・安心な豚を消費者に

株式会社ヘイプ

ポークランドグループ

事業概要：アパレルショップ経営、リサイクル古着の販売、輸入衣料品および雑貨の輸入販売、フランチャイズ事業

事業概要：養豚一貫、産業廃棄物収集運搬・処分業
（中間処理）

所在地：岩手県（東北）

所在地：秋田県（東北）

業種：衣料・古着小売

業種：アグリビジネス

■提供サービス

■提供サービス

持ち込まれた洋服の全品買い取り、毎週水曜に商品価格が下がる「逆オークション方式」による販売を特徴とする古
着リサイクルショップ「ドンドンダウン オン ウェンズデイ」を運営・展開している。

30&豚（特定の病原菌を持っていない清浄豚）の畜産農場を運営。できるだけ薬品を使わない健康な豚の成育に取
り組んでいる。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

同社の強みは、シンプルな商品査定方法、持ち込み商品の全品買い取り、「逆オークション方式」など、従来古着リ
サイクル業界では行われていなかった斬新な手法を数多く導入し、利用客の拡大やスピーディな多店舗化を実現して
いる点にある。

同社の強みは、豊下社長をはじめとする未経験者たちが、殺菌が常識だった従来の養豚法に疑問を持ち、常識にとら
われない新しい発想で養豚法を科学的に深く突き詰め、有用菌を活用して健康的な豚を育てる方法を確立し、それを
ベースにした様々なアプローチで最先端の養豚にまで進化させた点にある。

s 代表の岡本氏は、年から、ビンテージの古着ショップやストリートファッションなどのアパレルショップを
運営・展開していた。しかし、これらの事業はトレンドに左右されやすく、在庫リスクも大きいため、年、
古着の買い取りや販売を行うリサイクルショップ「ドンドンダウン

オン

s 多くの畜産場農場では、酸化防止剤・カビ防止剤等の添加剤や抗生物質入りの飼料を使っているほか、病気の際の
治療薬として抗生物質も使っており、農林水産統計（年度）によると、一般的な養豚農場では頭当たり 

ウェンズデイ」をオープンした。

s 同社は、業界におけるスタンダードリーダーを目指し、「古着を捨てるのはもったいない。だったら『ドンドンダ
ウン

オン

ウェンズデイ』に売りに行こう」と誰もが思うようにしたいと考えた。

s 同社では、商品となる古着を仕入れるため、利用客が持ち込むすべての古着を買い取ることにした。これは、訪問
s
s

s
s
s

s
s
s
s
s

客を増やすという集客効果にも結びついた。
すべての商品を買い取ると、販売できない商品や売れ残りの商品が増加する。そこで同社は、東南アジアやアフリ
カ諸国にこれらを輸出することで、保管費や廃棄手数料を不要にした。
ブランド品やビンテージ品、付加価値の高い商品は、単品査定によって相応な価格をつけるが、ノーブランドの商
品は「販売しやすい商品やシーズンの商品」をKG円、「季節外の商品」をKG円、それ以外をKG円で
まとめて買い取り、査定ノウハウを簡素化した。これにより同社は、社員教育の手間を省き、多店舗化をスピーディ
に展開している。
独自の販売方法として、毎週水曜日に商品価格を下げていく「逆オークション方式」を採用。有効な販売戦略とな
り、利用客のスケジュールへの組み込み効果、商品の回転率向上につながっている。
毎週月曜と木曜は通常の倍の価格で買い取っている。商品の仕入れ日、陳列日、販売特化日を週に度つくる
ことで、利用客の来店日を分散し、業務の平準化に成功している。
店頭の商品には種類のイラストによる「野菜タグ」を付け、価格表でそれぞれの価格を告知することで、毎週
の価格変更に対応している。また、水曜に価格が自動的に 円下がる設定の0/3（販売時点情報管理）を自社
開発した。
スタッフの生放送などで、店内に活気やライブ感を演出している。
社員の接客態度を向上させるため、接客マスター育成のための社内育成制度「$/.#3」を導入し、これを社員の
ステップアップに反映している。店舗増で予想される接客態度のばらつきを防ぐ効果もある。
「古着＝リサイクル＝エコ」のイメージの浸透を図り、古着を通して環境問題にアプローチしている。
年から年の年間で、利用者数が従来の約倍となり、年度は年間万人の新規顧客を獲得した（会
員カードの発行枚数をベースとした調査：年月発表）。
現在、北海道から四国、中国まで店舗を展開している。

s
s

s
s

円強の薬剤費をかけている。しかし、こうした育て方では豚の自然治癒力や免疫力も損なわれてしまうことから、
同グループではどうすれば薬品の使用量を減らしながら健康な豚を育て、消費者に安全性に関する正しい情報を提
供できるかに取り組んだ。
「"-7技術」（土中のバクテリアと石のミネラルを利用して汚水を浄化する技術）の導入。"-7技術により生ま
れた「生物活性水」を豚の飲み水や豚舎洗浄に利用し、健康な豚を飼育している。
バイオベット（踏込み発酵床）豚舎を利用して健康的な豚の飼育を試みているほか、動物福祉（アニマルウェルフェ
ア）に基づいた放牧に近い飼育方法（準放牧）、オートソーティングシステム（自動体重測定選別機）、畜産に伴う
臭気対策のための脱臭システム、個体識別用)#タグによるトレーサビリティシステムなど、新たな技術を次々に
導入することで、コストの低減や省力化などを実現するとともに、より健康な豚を育てることに成功している。
一般的な養豚農場で使われる頭当たり 円強の薬剤費が、ポークランドでは円にまで減少。
年には、母豚 頭を飼育し年間万 頭を出荷。出荷額が約億円になり、年月にはグループ
第農場である㈲ファームランドが完成し、グループ全体での年度の出荷は万 頭と日本最大規模の
30&豚生産農場となる予定。

{ää 〜 Èää 頭の豚を仕切りのない豚舎で飼育（準放牧）

「ドンドンダウン オン

ウェンズデイ」サイトトップページ

「ドンドンダウン



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社ヘイプ

オン

ウェンズデイ」店舗外観

同社の取り組みの概要

7 技術の仕組み
科学的・工学的アプローチ̶ ポークランドグループ



