■関東ブロック
□長野県
055
066
071
075
079
080
082
083

株式会社小布施堂／文化事業部
株式会社斎藤ホテル
株式会社仙仁温泉岩の湯
農業生産法人 有限会社トップリバー
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）
株式会社星野リゾート
株式会社南信州観光公社
株式会社明神館

□新潟県
053
059
064
073

株式会社大谷
角上魚類株式会社
株式会社コメリ
燕商工会議所「磨き屋シンジケート」

□栃木県
050
板室温泉 大黒屋
058
株式会社開倫塾
□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
□埼玉県
048
057
061
062
065

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

□千葉県
049
052
074
076
087
088

イオン株式会社
株式会社オオクシ
医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター
株式会社とみうら
ららぽーとマネジメント株式会社
農事組合法人和郷園

□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
□山梨県
054

株式会社オギノ

□静岡県
056
063
068
081
085

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

科学的・工学的アプローチ

第2回受賞企業・団体

国際展開

第3回受賞企業・団体

小江戸の歴史を繋ぐインテリジェンス

地元住民の経済状況や消費性向に合わせた店舗開発と商品展開

イーグルバス株式会社

イオン株式会社

事業概要：一般乗合旅客自動車運送事業
（路線バス、高速バス）
、一般貸切旅客自動車運送事業
（観光バス）
、特定旅客自
動車運送事業
（送迎バス）

事業概要：総合小売業

所在地：埼玉県（関東）

所在地：千葉県（関東）

業種：旅客自動車運送

業種：スーパーマーケット

■提供サービス

■提供サービス

同社は福祉バスからスタートし、年には川越の町おこしのために「小江戸巡回バス」を始め、年の路線バ
ス規制緩和を機に巡回バスを路線バス化した。)4を活用し、採算のとれる路線バスに取り組んでいる。

年以降、マレーシア、タイ、中国大陸・香港地区などにおいて、グループ社で店舗（年月現在）を展
開。出店国の個人消費・経済の発展に対応し、これまでの'-3（大規模小売店）・3-（スーパーマーケット）店舗
の展開に加えて、3#（ショッピングセンター）も出店している。中国においてもモータリゼーションの進展に対応し、
日本とマレーシアで蓄積されたノウハウを活かして大型3#を推進している。

■ハイ・サービスのポイント
同社は、バス業界が抱える路線バスの黒字化という重い課題に、観光業で培った顧客ニーズをとらえるマーケティン
グ手法と、)4を活用して運行データを分析する科学的手法を融合させて、運行ダイヤの最適化を図り、黒字化への道
を切り開くという、バス業界では例を見ない優れたイノベーションを実現した。

■ハイ・サービスのポイント
国際展開における同社の強み、とりわけ中国展開での強みは、東南アジアでの成功と失敗例を踏まえて、現地生活者
の状況や消費性向に合わせた店舗開発、商品展開を行っている点にある。

「区間乗車人員」や「運
s 路線バス黒字化への科学的アプローチとして、バスに'03と赤外線乗降センサーを設置し、
行時間」などの基礎的なデータを収集した。

s 観光事業で培ってきたマーケティング手法も重視し、「顧客の評価とニーズの把握」にも取り組んだ。

s 東南アジアでの出店
「ジャスコ」時代で、早くより海外小売市場進出には積極的であった。
年のマレーシア号店やタイへの出店は、
このときは進出先国や企業からの出店要請もあり、現地における小売近代化への貢献が大きな課題であった。東南
アジア進出戦略では、現地市場密着型小売市場の開発や現地人材登用を重視した。

s 実験の結果から、同社では第回のダイヤ改正時に、列車接続改善、新規系統運行などカ所に及ぶ改善を実施した。
s )4によるデータ化とマーケティング手法を組み合わせた「ダイヤ最適化のエキスパートシステム」により、コスト
削減と顧客ニーズに対応するとともに、運行の評価と継続的改善を0$#!サイクルで実施している。

s 中国への出店強化
年に香港地区に出店。この成功を機に、更なる成長戦略の柱として、有力外資が数多く参入する最激戦地、
珠江デルタ地帯（広州・香港・マカオを結ぶ三角地帯を中心とした広東省一円の地域を指す）への出店を拡大し、
年、中国第号店「ジャスコ天河城店」を広東省広州市にオープンさせた。

s 地域の特徴を踏まえた中国での出店戦略・競争戦略
モータリゼーションが進む中国の大都市周辺には、日本と同じように「核モール型」（施設の両端に大型店舗を
配置し、その間を専門店街でつなぐ形式）の3#をつくる必要があると判断し、広い駐車場を併設するようにした。
また、競合店との価格競争に対応しながらも、良質の商品の品揃えを重視している。

ジャスコ天河城店
イーグルバス株式会社社屋



科学的・工学的アプローチ̶ イーグルバス株式会社

/とマーケティングでダイヤ改善を目指す日高路線バス

- 、-などの海外展開図。合計x{店（Óään 年Ó月Óä日
現在）
国際展開 ̶ イオン株式会社



第9回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

サービスプロセスの改善

第4回受賞企業・団体

湯治場での保養と現代アートの融合により、旧来型の旅館を心と体を癒す空間へと変革

伝統と最新経営手法を融合させた老舗温泉旅館

板室温泉大黒屋

株式会社一の湯

事業概要：現代アートを取り入れた旅館の経営

事業概要：リゾートにおける
「低価格の温泉旅館・リゾートホテル」
の本格的チェーン展開

所在地：栃木県（関東）

業種：ホテル・旅館

所在地：神奈川県（関東）

業種：ホテル・旅館

■提供サービス

■提供サービス

年以上の歴史を誇る老舗の温泉旅館。「保養とアートの宿」をコンセプトに、館内外の至るところに現代アート

バブル期から泊食付 円の低価格路線を開始。人時生産性を向上させることで効率化を追求し、現在では箱根
地区を中心に旅館・ホテル軒において、泊食付 円から宿泊サービスを提供している。

の逸品が展示されており、季節に合わせた展示替えや個々の作品を活かした丁寧な配置などを行っている。「倉庫美
術館」は、アーティスト菅木志雄氏の膨大なコレクション作品を一般に公開。自然治癒の「場」を提供するという理
念を共有した従業員のサービスにより、多くのリピーターを生み出している。

■ハイ・サービスのポイント
同旅館の強みは、温泉と現代アートを融合させることにより、湯治場と芸術という肉体と精神の二方向の満足（保養）
を与え、利用者に選ばれる旅館への転身を実現した点にある。また、理念の共有から生み出された従業員の高いモチ
ベーションを、顧客満足度の向上へつなげることに成功している。

s 湯治場として、自然治癒の「場」を提供するという理念のもとに施策を展開した。現代アートに着目したのは、保
養とアートの融合が、利用者に選ばれる旅館としての個性になり得ると考えたからである。

s 利用者に選ばれる旅館の特徴や対象とする顧客像を考え、心の疲弊を癒す「湯治場」と「現代アートのある空間」
の両立に取り組んだ。

s 自然の治癒力をテーマとしているため、食事は胡豆昆を基本とした滋養食であり、ほとんどが個人客である。
s 同旅館のスタイルに顧客が満足できなかった時は宿泊料を返金する場合もある。これは、同旅館が提供しているサー

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、江戸時代から続く老舗温泉旅館において、典型的かつ伝統的なサービスの中に、「人時生産性」「人時
売上高」という概念を浸透させる改革を行い、従来の旅館業のやり方にとらわれない柔軟な発想や工夫により、サー
ビス改善を実現した点にある。

s バブル好景気の真っただ中にあった年に、従来と宿泊内容は変えずに「塔ノ沢キャトルセゾン」において泊
食 円という格安のサービスを実験的に提供した。この結果、カ月間の空室がゼロ、営業利益が％という
成果を得たことから、低価格路線に向けた取り組みを開始。低価格を維持しつつ利益を出すための効率化を模索し
た。

s 作業の見直しによる労働時間削減に取り組み、併せて全従業員の正確な総労働時間の計測をスタート。計測当初の
人時生産性は 円であったが、改善を重ねた結果、現在の人時生産性は全社レベルで約 円に向上した。
s 労働時間削減を目的に「やめる仕事」の発見に努め、予想外の接客などの「突発的な接触」によるタイムロスを減
らすための取り組みを開始。チェックイン時にその日のメニューや部屋の説明書きを渡す、館内の案内表示を増や
すなど、人手をかけることなく、利用者が快適に過ごせるサービスを提供している。

ビスなどに関する情報発信が不足していた結果と捉えているからである。

s 現代アートを展示する方向へ旅館を刷新した直後にはクレームもあったが、責任を持って理念や考え方を説明し、
利用者の理解を得られるように努めた。

s 従業員には、同旅館の理念や考え方を理解してもらったうえで、働きたいという意志の強い人材を採用している。
また、年間を猶予期間と定め、理念の理解や適性を見ている。
s インターネット、書籍、各メディアの取材などを通じて十分な情報発信を行っている。テレビでは、表層的な情報
発信にならないように応対には注意を払っているが、インターネットや書籍などでは、ある程度ターゲットを絞り、
対象とする顧客層や専門家などに情報を発信している。

s 海外で理解を得られそうな人々にも視線を向けており、アーティストの菅木志雄氏とタイアップして世界に通じる
アート作品を扱い、その発信地になる取り組みを進めている。

s 現在は従業員の中にアート関連者が多くなり始め、理念を共有する人材が働くことで、従業員の定着率も上がって
いる。また、宿泊客が連泊するケースが多く、リピート率も非常に高いのが特徴で、海外からの宿泊客も増えている。

同旅館ホームページ



膨大な作品を公開している「倉庫美術館」

サービスの高付加価値化 ̶ 板室温泉 大黒屋

アート作品が展示された館内の様子

塔ノ沢Ê 一の湯本館

仙石原Ê はたご一の湯

仙石高原Ê 大箱根一の湯

より良いサービスのため、人時生産性の向上を目指して、計測
し続けている
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社一の湯



第8回受賞企業・団体

科学的・工学的アプローチ

第9回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

顧客データの収集・分析により、サービスレベルと顧客リピート率の向上を実現

顧客本位のサービス充実と従業員満足度向上の相乗効果で、業界シェアNo.1を獲得

株式会社オオクシ

株式会社大谷

事業概要：
「ヘアーサロンオオクシ」
「ヘアカラーファクトリー」
「カットオンリークラブ」
「カット：ビースタイル」
「カット
スタイルクラブ」
等、直営店の運営、独立支援事業

事業概要：印章の製造・販売、印刷

所在地：千葉県（関東）

所在地：新潟県（関東）

業種：理容・美容

業種：印章製造・小売／印刷

■提供サービス

■提供サービス

千葉県内にブランド店の理美容店を展開。0/3レジの活用や顧客アンケートの実施により顧客データを収集・分
析し、個々のスタッフやサービスの課題発掘や解決を行うことで、顧客満足度の向上や高い顧客のリピート率を実現
している。

新潟に本店を置く印章店で、北は北海道から南は鹿児島まで大型商業施設内テナントという形で店舗を展開する。
スケールメリットを活かした大量仕入れ・生産と機械化により、低価格化と迅速な顧客対応を実現。顧客と職員に感
動と満足を与えるという経営理念に基づき、顧客目線であらゆるサービスを充実させる一方、社内コミュニケーショ
ンの活性化にも工夫している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、労働集約型からシステム経営への転換を図り、企業理念の浸透に注力するとともに、業界に先駆けて
)4を活用した顧客データの分析や顧客ニーズの把握を行い、これを人事評価・育成制度に活用することで従業員満足
度の向上や個々の課題解決によるサービスレベルの向上を実現し、高い顧客リピート率を実現している点にある。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、保証やクレーム対応、スケールメリットを活かした低価格化など、徹底して顧客本位のサービスを提
供し、リピーターを増やしている点にある。また、職員同士で感謝カードを送りあう、家族へ感謝状を送るなどの仕
組みを構築することで%3（従業員満足度）を向上させ、それを#3（顧客満足度）の向上に結びつけている。

s 低収益・低賃金で社会保険料の負担もなく従業員の定着率も悪いことが多いといわれる理美容業界の産業体質に疑
問を持ち、従業員の評価基準作りやサービスの向上に向けた取り組みを開始した。

s 同社は、「経営者の最大の仕事は お客さまと社員の不満を満足に変える ことと人間として豊かに成長できる教

s 0/3レジの導入による売上データの管理・分析により、一度来店した顧客が再来店するかどうか、再来店は何日

s
s
s
s
s
s
s
s

s
s

目かといった情報の把握や、担当スタッフ、顧客の年齢、利用したサービスメニューごとのサービスを「見える化」
するなど、集客・リピート率の向上に注力した。
サービスの「見える化」により、それまで気づかなかったスタッフの個々の課題を発掘し、個別に強化すべき技術
の習得や接客プログラムを実施して改善に努めた。また、人事評価制度に顧客の評価を反映させるようにした。
美容業界に合った!30型の0/3システムを)4ベンダーと共同で開発し、データ分析のための子会社を設立。リア
ルタイムの情報把握と正確なデータ分析により、迅速かつ的確な問題改善を実現した。
データ分析により業務プロセスの標準化やベストプラクティスを発見し、人材の適正化・効率化につなげている。
来店客にアンケートはがきを送付して顧客ニーズのさらなる把握に努め、顧客の声をスタッフ全員で共有するよう
にしている。
年月には実際の店舗を模したトレーニングルームなどを備えた専用のトレーニングセンターを開設し、現
場のスタッフの施術を再現して$6$化するなど、効果的な教育を実施している。
社長自らが作成したページにもわたる道徳用語集「フィロソフィー」などを活用し、朝礼で読むなど、スタッ
フ全員に企業理念の浸透を図っている。
業界水準では、売上げに対する人件費率は〜％とされるのに対し、同社は約％という高い給与設定にして
いる。
従業員の将来に対する不安を解消するため、のれん分けによる独立支援制度を導入し、"3#（バランススコアカー
ド）による出店・立地調査を行い、また、同社のバックアップで金融会社からの融資などを可能にするなどのサポー
トを行っている。
現在の展開店舗数は店舗（年月現在）で、全店が黒字経営（オープンしたばかりの店を除く）。また平
均で％という再来店率を誇り、最も高い店舗では％となっている。
過去年で売上高は倍以上となり、利益は倍以上となった。

s
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育を行うことである」という経営哲学を掲げ、「お客さまに喜びと満足と感動を与え続ける」「働きがいのある職場
作りと社員の幸福をめざす」「社員福祉に貢献する集団を作る」という経営理念を策定した。また、この経営理念
を職員で共有し、皆のコンセンサスを得るため、社長の講話・訓話を録音し、全国の店舗へ送った。
多店舗展開を目指したが、経営理念を浸透させるためにフランチャイズ制を採用せず、すべて直営店とした。
職員のチームワーク向上を目的に、全国に約人いるパートタイマーを「パートナー」と呼び、真の仕事仲間と
して処遇している。
印章の保証期間内は、盗難や火災のほか、破損にも対応した。また、フリーダイヤルを設け、苦情などの電話は夜
間や日曜、祝日でも受け付けた。社長宅の電話番号も公表しており、クレームの最終的な対応は社長が責任を持っ
て行った。
自社工場に最新のフルオート彫刻機を導入し、ファクス・宅配便を活用して、顧客の注文に迅速に対応できるよう
にした。これにより、例えば近畿圏であれば、時に受注しても翌朝時に納品できるようになった。
問屋を通さず、メーカーから直接印材を仕入れている。また、値上がり前に印材を大量に仕入れてストックするな
ど、スケールメリットを最大限に活かし、低価格化、利益率の向上を実現した。
外部の専門家を招き、3（整理、整頓、清潔、清掃）運動、製品ポートフォリオ管理に取り組んだ。また、作業
の標準化や「見える化」、職員の多能工化に取り組み、不良品、欠陥品を減少させた。
職員の誕生日に社長がメッセージを添えてプレゼントを贈り、職員に感動を与えることで、%3の向上を実現した。
職員同士で渡す感謝カードをつくり、互いに感謝しあう仕組みを構築した。これにより社内のコミュニケーション
の活性化を図り、雰囲気づくりに努めた。
職員が家族の誕生日に感謝状を渡し、その反応を段階で評価してもらう仕組みを構築。家庭内で仕事への理解
が増すことで、職員のモチベーションも向上した。
年に一度感謝状の内容を冊子にまとめ、職員に公開し、感動体験を共有している。
以上の取り組みの結果、ニュービジネス協議会「ニュービジネス大賞奨励賞」、国土庁・日本経済新聞社「地域活
性化貢献企業賞」（ともに年）、日刊工業新聞社「地域社会貢献者賞」（年）などを受賞している。
その他の効果としては、①パートが平日・休日別の売上げ目標を設定したり、パートタイム店長が独自に部下の報
償を行うなど、職員の自主性・自発性が向上した、②北は北海道から南は鹿児島まで店舗（印章業界で最多）
を直営で展開している、などが挙げられる。

同社ホームページ
男女を問わずリーズナブルで質の高いカットを提供する「カット
オンリークラブ」
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同社ホームページ

ブライダルペーパーアイテム

貴金属の買い取り事業
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社大谷



サービスプロセスの改善

第3回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

第7回受賞企業・団体

顧客データをフル活用してFSP戦略を展開

伝統技術を活かした製品展開で地域文化を継承し、付加価値の高いサービス提供を実現

株式会社オギノ

株式会社小布施堂／文化事業部

事業概要：食品、住居関連品、衣料品の総合小売業

事業概要：和菓子製造・販売、文化事業、酒造・販売

所在地：山梨県（関東）

所在地：長野県（関東）

業種：スーパーマーケット

業種：菓子小売／文化事業

■提供サービス

■提供サービス

山梨県下に地場スーパーを展開し、0/3の活用に定評がある。年にポイントカードを導入、データ収集分析を
行い、「だれに」「どこで」「何を」を明確にしたきめ細やかな$-発送をしている。

葛飾北斎の晩年の地として知られる長野県小布施町。その町の広報大使のような役割を果たすセーラ・マリ・カミン
グス女史が指揮をとり、付加価値の高い商品開発などを行っている。中でも年月から月回、各界の識者、著
名人を招いての文化フォーラム「小布施ッション」の開催は、情報発信の「場」の提供による地域ブランドの高付加
価値化という見地からも全国的に評判となっている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、カードホルダー獲得に注力することで顧客データの精度を上げ、これを巧みに分析し、優良顧客に対
する新サービス提供のみならず、品揃え・棚配置などのマーチャンダイジングなどにも活用してサービスプロセス改
善を図った点にある。

s ポイントカード「グリーンスタンプカード」の導入
購買金額の高い順に顧客を分割するデシル（分位）分析の結果、上位 ％（デシル〜）の顧客で売上げの
％を占めることが判明。さらに、デシル上位の優良顧客は、購買頻度、客単価ともに高く、ここにマーケティ
ングコストを集約すれば、費用対効果の飛躍的な向上が見込めることも判明した。

s データ分析に基づくロイヤルティマーケティング
デシル上位の顧客に対してはダイレクトメールでピンポイントに様々な優遇告知を行い、特別なポイントを付加し
た結果、全顧客の平均買い上げ点数が割上がり、売上げが割増えた。

■ハイ・サービスのポイント
㈱小布施堂、㈱桝一市村酒造場の代表取締役であり、代々続く小布施の有力商家の跡継ぎであった市村次夫氏の持つ
「小布施の町と一蓮托生」という感覚に、外部から加わったセーラ女史の「小布施の伝統文化を守りたい」という行
動力が加わり、自社グループの企業努力（#32）を町全体の活性化に転換する「両輪」が揃った。結果として、小
布施の地域文化をベースとした付加価値の高いサービスの展開を可能としたことが強み。

s 年創業の㈱桝一市村酒造場は地域の酒造連合の中の社として特殊製品を担当・生産していたが、生産性や物
流の効率化のために設備の整った酒造以外の廃業か、自社単体での酒造および販売かの二者択一を迫られていた。
時同じくして、日本文化への憧憬から同じグループ会社である㈱小布施堂に入社してきたセーラ・マリ・カミング
ス女史の「地域の伝統技術・文化を絶やしたくない」という強い想いと呼応、その結果、永らく絶えていた木桶に
よる醸造を復活させることができ、「木桶仕込み」という商品の希少性と、)4を活用した利益率の高い直販体制で
会社の建て直しが成功。これが地域文化を活かした#32展開への弾みともなっていった。

s 「個客」への対応強化
例えば購買履歴から赤ちゃんのいる家庭を割り出し、そこに限定してベビーフードや紙おむつの案内を$-に特典
を付けて送付している。

s 江戸時代から千曲川水運の交易の町として栄えた歴史から、同グループでは小布施町が持つ外部の文化を受け入れ
る体質を踏まえ、
「情報発信」ではなく「情報発生」の「場」を提供することが自社グループの#32であるととらえ、
年から「小布施ッション」というフォーラムを開催し「場」の提供を開始した。

s マーチャンダイジングへの活用
例えば、データでは完全に「死に筋」商品であっても、デシル上位の顧客がコンスタントに買っている商品は棚か
ら撤去しないなど、商品配列にもデータ分析を活かしている。

s 「小布施ッション」のテーマ設定や講師選択はセーラ女史に一任されており、女史の経営者や実務家的ではない感
性による選択が功を奏し、たびたび定員オーバーで申し込みを断るほどの盛況となった。結果としてフォーラムお
よび「小布施ッション」開催自体が小布施町を全国にアピールすることとなり、地域文化や伝統を活かした付加価
値の高い製品やサービスの提供が可能となった。

s 小布施堂内の一部門であった文化事業部をさらに発展させるため、年に㈱文化事業部を創設し、文化を継承
する取り組みをさらに推進している。

s #32という側面での開催で収益事業ととらえていないため、個別で見れば赤字となっている。しかし参加者側の
負担、高額ではない講師料、自社グループ各社からの持ち出し金発生を総称して「三方損」と呼んでおり、異文化
交流の「場」の確保こそ意味があると考えて継続開催している。

オギノ外観
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ポイントカード

「小布施ッション」ホームページ

小布施堂ホームページ

㈱桝一市村酒造場

サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社小布施堂／文化事業部



第3回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

オンリーワン眼科を目指し、患者主体の医療サービスを提供

第7回受賞企業・団体

人材育成

「4・4・4制」を軸に
「新しいエリートを育てる」
ための12年一貫教育を実践

医療法人社団 海仁

学校法人開智学園総合部

事業概要：総合眼科

事業概要：小・中・高の£Ó年一貫教育

所在地：静岡県（関東）

業種：医療

所在地：埼玉県（関東）

業種：学校教育

■提供サービス

■提供サービス

世界レベルの高度な医療を提供すると同時に、ホスピタリティを重視し、患者主体の医療サービスを提供することを
目指して、様々な試みでサービスの向上に努めている。

同学園総合部では、①社会貢献できる人材を育成すること、②心豊かな人材を育成すること、③創造型発信型のリー
ダーを育成すること─を理念としており、それに基づいて小・中・高の年間一貫教育を行っている。小から小
までを「プライマリー」、小から中までを「セカンダリー」、中から高までを「ターシャリー」と、年ごとに
つのステージに分けて一貫した教育を行うことにより、トータルな初等・中等教育の実現を目指している。

■ハイ・サービスのポイント
同医療法人は、医療サービスを根底から支える理念として「海のように広く深い思いやり、慈しみの心が医療には絶
対的なもの」を掲げ、
「海仁」と名づけた。この考えをすべてのスタッフが共有してサービス提供に取り組んでいる点に、
同医療法人の強みがある。

s 設備やスタッフが充実しているアメリカの眼科専門研究施設に倣い、あらゆる眼科設備を揃えた大型施設を開設し

■ハイ・サービスのポイント
子どもの成長段階に合わせた「・・制」、リーダーシップを育てる「異学年齢学級」、学力を最大限に伸ばす「習
熟度グループ授業」、主体的に学ぶ力を育てる「パーソナルの時間」など、他にほとんど例を見ない新しい教育シス
テムを積極的に採用し、初等中等教育に求められる「高クオリティー」と「ゆとり」の両立を実現させた。

た。

s 患者への医療サービス向上のため、力量のある医師をそれに見合った報酬で雇用し、必要に応じて保険点数や収益
性にこだわらずに機器を購入している。
s 来院ごとに患者カルテとして電子カルテから診療録を印刷して提供するなど、患者に情報のすべてを公開するよう
にしている。
s 快適に受診してもらうために「サービス専門担当者」を待合室に配置し、送迎や案内などのサービスを実施している。
s 視機能障害によって日常生活を送るのが不便な患者のために、目のリハビリや補助具利用のアドバイスなどを行う
「ロービジョンセンター」を設置した。
s 患者からの不満も自分たちに対する叱咤激励と受け止めるべきという考えから「叱咤激励箱」を設置し、サービス
の改善に尽力している。
s 受診、検査の流れをスムーズにするために予約システムを導入した。

s 「プライマリー」は、学び習慣づけの時期であり、学習の意欲を引き出し、学習の中で自然に何かを見つけること
ができる能力を伸ばしていくことに主眼を置いている。学習の導入期であるので、学びはじっくりと、活動は思い
きりできるような指導をしている。

s 「セカンダリー」では、さらに幅広い学びを指向していくことを目的とする。学問的に覚えることでなく、考える
ことを習慣づけるような教育を進めている。

s 「ターシャリー」は、学園生活の最終期として自分の進路を決めていく時期となる。そこで、自分の指向する専門
分野を決め、さらにその専門分野を深めていく学習が可能になるように指導をしている。
「ヨコ」と「タテ」の両方の人間関係を経験させることが必要であると考え、実現した。「プ
s 「異学年齢学級」では、
ライマリー」では年生から年生まで各学年の児童を名ずつ編成して名の学級をつくり、それぞれの役割を
学ぶことを目的としている。

s 「習熟度グループ授業」については、主に学期ごとに習熟度を段階に分けてグループ編成を行う。同学園では児
童の多様性を認めていきたいと考えており、学習する力が伸びる時期も児童ごとに違うことを踏まえ、児童一人ひ
とりのレベルに合わせていくことができる点で成果を上げている。

s 「パーソナルの時間」では、学習の目標を自ら設定し、計画を立てて実践することで、自分の勉強をプログラムす
る能力を育てている。開校当初は学年ごとに行っていたが、年前から「・年生」、「・年生」をまとめて行っ
ている。これは特に年生でやりたいことがない児童や、自主的に学習する習慣のない児童が、年生を手本にす
ることができるようにするためである。

s 総合部生の平均点は大学入試などで高い実績を誇る中高一貫部を超え、特に算数の問題などでは「考える学習」を
指向する指導方法が成果を上げている。
院内に設置された叱咤激励箱

叱咤激励箱に寄せられた意見を反映
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サービス担当者

患者主体のサービスを志向

同学園総合部ホームページ

「{・{・{」制の仕組み

総合部案内
人材育成̶ 学校法人開智学園 総合部



サービスプロセスの改善

第7回受賞企業・団体

第7回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

カリキュラムや講師のレベル向上により、質の高い教育サービス提供に努める学習塾

専門知識による説明、料理方法のアドバイス、品揃えの豊富さなどで差別化

株式会社開倫塾

角上魚類株式会社

事業概要：小学生・中学生・高校生対象の学習指導

事業概要：鮮魚および鮮魚加工品の小売り事業

所在地：栃木県（関東）

所在地：新潟県（関東）

業種：教育・学習支援

業種：魚介小売

■提供サービス

■提供サービス

栃木・群馬・茨城県下に教室の学習塾を展開。カリキュラムのレベル向上や人材の育成への取り組みなどにより、
提供サービスの向上に努めている。

家業であった鮮魚卸売業から年に小売業に転身。年株式会社化。関越自動車道の開通を機に、年、群
馬県高崎市に同一手法のロードサイド型店舗を出店。年には東京に進出し小平店を開店するなど、現在都県に
店舗を展開。一般鮮魚店業界では群を抜いた存在となった。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、明確かつ高い理念のもと、独自の教育カリキュラムの開発や講師の能力育成を行うとともに、ベンチ
マーキングによる0$#!サイクルの実施による経営品質の向上に努めることで、クオリティの高い教育サービスを提
供している点にある。また、社会や地域に対する貢献にも注力し、高い企業価値を創出している。

s ビジネスのスタート当初は、学校前でのチラシ配りと個別訪問による宣伝で塾生を集めた。塾生が増える→教室数

s
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s
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s
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s
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が増え、保護者への認知度が高まる→口コミで塾の評判が上がることで塾生数が拡大、といった好循環を生み出し
ている。また、顧客の利便性を高めるため、「街はずれ立地」による多教室展開を行っている。
経営品質向上活動に取り組み、①社内ベストプラクティス、②同業他社、③異業種─のベンチマークを行い、自
社のサービスレベルおよびべストのサービスレベルを知り、0$#!サイクルによってより良いサービスの提供を徹
底する活動を行っている。こうした取り組みが高く評価され、年度には「栃木県経営品質賞」中小規模部門
県知事賞を受賞。教育界で経営品質賞の受賞は日本で初めてとなった。
学年別、教科別、単元ごとに種類以上のオリジナル教材を大手教材会社と共同開発し、毎年改定も行っている。
補助教材、講義マニュアル、テストなども自社で作成し、使い方の研修会も実施。
北関東の教育特性を前提とし、補習塾としてのサービス提供を主軸に、塾生の学年や年齢に合わせて進学塾的な指
導も行っている。塾生を偏差値の高い学校に進学させるだけではなく、一人ひとりの塾生の「希望校が一流校」と
とらえて受験指導を行っている。年からは個別指導をスタート。
全講師が授業ごとにレッスンプランを書き、授業後に改善点を自ら探して赤ペンを入れることや、講師同士の模擬
授業や教え方向上のための研修会を毎週実施するなど、講師のレベルアップや教育技術の向上に努める。
年より、講師の指導力向上と指導方法のベンチマーキングを目的に、開倫塾付属機関である開倫研究所の主
催により「全国模擬授業大会」を開催。全国の競合塾から講師が参加し、互いの指導方法を競い合う。指導方法の
研究や練習を行うことで工夫や研修の機会が生まれ、本番でも各塾の取り組みの披露によって新たな気づきが生ま
れることから、参加講師や塾経営者の評価も高く、講師のモチベーションアップにもつながっている。
新入社員研修や事務社員研修、マネジャー対象の研修や時間講師への研修など様々な研修メニューを用意し、人材
の育成や能力の開発に努めている。
年より日本ユネスコ協会連盟に加盟し、識字活動「世界寺子屋運動」への参加や童話、ポエム、エッセイ、
デザインなどの各種コンクールの主催、平和への祈りを込めた「平和の鐘を鳴らそう」運動などを行う「開倫ユネ
スコ協会」の全面支援など、様々な社会貢献活動を行っている。また、東日本盲導犬協会やルワンダの教育を考え
る会などへの支援、栃木女子刑務所内での更正教育支援、栃木市放課後子ども教室の支援なども行っている。
年より、開倫研究所による教育相談室を開設。相談料無料・秘密厳守で、塾生に限らず、広く北関東地区の
小中学生・高校生・保護者から相談を受け付け、不登校などの問題解決に大きく貢献している。
創業周年で、校舎数は栃木県・群馬県・茨城県の県カ所で、塾生数約 人に成長。

■ハイ・サービスのポイント
前身が鮮魚卸売業であったことから、小売業への業種変更にあたり大手スーパーにはない「スキルを活かした仕入れ」
と、店舗側スタッフの裁量に任せた「廃棄損益を抑えた販売」の「両輪」を発揮できることが強み。結果として低価
格化を実現し、市場競争力をさらに高めている。
s 鮮魚卸売業時に培った「仕入れの眼力」を活かし「季節の魚を適正な価格で消費者に提供したい」という考えから、
利益率を仕入れごとに調整。その商品本来の価値を販売基準とする小売価格を設定し、消費者の信頼を得ることに
成功した。
s 販売の特徴として、取り扱い魚種の多さにも対応した専門知識による商品説明や調理法のアドバイスを行い、希望
者には無料で魚を下ろして提供するなど、対面販売を基本とした手法に特化している。また値引きや、加熱処理し
調理済み商品としての販売に切り替えるなどの決断は販売店舗スタッフの裁量とする方針を取り入れることで、鮮
魚小売店で問題とされる廃棄損益を抑えることに注力し、結果的に同業他店に比べ割ほど低い小売価格設定を実
現。さらなる競争力を得ることに成功している。
s 多くの店舗は「駅チカ・駅ナカ」などのテナント型ではなく、ロードサイド型として第号店から続く魚市場（「ア
メヤ横町」）的なイメージを継承。販売手法と相まって、消費者とのコミュニケーションを重視した展開を行うこ
とで個性化に成功した。店舗アクセスや販売形態から対象消費者層を一部限定してしまうものの、仕入れ部門が保
証する商品の質と豊富さ・価格、販売部門が保証する見栄えの良い加工調理や販売サービス・店舗イメージの相乗
効果により、消費者に高く評価され、着実に売上実績を伸ばし続けている。

同社ホームページ

店舗に掲げられた「四つのよいか」。小売業は決して仕掛けだ
けで成り立つものではないことがわかる

「全国 模 擬 授業大 会」を開 催
し、競合塾が互いの指導法を
競い合うことで、講 師のモチ
ベーションがアップ
開倫塾本部校



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社開倫塾

市 場 的な店 舗が 強い 個 性を 「新潟を有名にした七人の食人」 海鮮セットとして加熱調理用商
生んでいる
でも角上魚類の取り組みは取り 品に切り替えることでお得感を
上げられている
出し、仕入れた商品を売り切る
サービスプロセスの改善 ̶角上魚類株式会社



科学的・工学的アプローチ

第1回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

第4回受賞企業・団体

タクシーに乗る前から始まるサービス

時代の変化に合わせた新しい美容サービスを創出

神奈中ハイヤー株式会社

株式会社クリップ（美容室ストリート）

事業概要：タクシー業

事業概要：美容、介護美容

所在地：神奈川県（関東）

業種：タクシー・ハイヤー

所在地：埼玉県（関東）

業種：美容

■提供サービス

■提供サービス

バブル崩壊後、縮小していくタクシー市場で、)4化の推進による顧客の囲い込みに成功した。裏付けとなるサービス
の向上を常に意識した社内教育を実施し、神奈川県のタクシー運転手の平均月収より％高い給与を可能にした。

特別養護老人ホームなどの介護施設を訪問して美容サービスを行う「訪問美容」に取り組んでいる。同社の訪問美容
は、従来のボランティア色の強いサービスとは一線を画し、カラーやメイク、ネイルや撮影まで、サロンと遜色のな
い理美容サービスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
タクシー業界の先陣を切って)4化を進め、顧客満足度の向上に取り組む。タクシー専用のカーナビ、)#カード電話機
による配車システム、非接触型 )#カードによるクレジット決済システムなどの導入は日本初。顧客データを登録し、
電話受注による対応の迅速化を図るとともに、小額決済を円滑に進めるため、おサイフケータイ、電子マネーを早々
に導入するとともに、タクシーの稼働率の向上を図り、営業に使われていないタクシーを減らし、業務の生産性の向
上を図っている。

s 神奈川では、都内と異なり、電話での配車依頼が多い事に着目。顧客のデータを収集し、電話がかかってくると電

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、高齢化や核家族化、さらにはペットの家族化などの社会環境、生活環境の変化に対応する新しいサー
ビスや業態を創造し、あらためて美容の価値を高めている事業展開力にある。

s 美容室に行けない人のために、同社のサロンで活躍しているプロの美容師が希望の場所（福祉施設・医療施設・自
宅等）を訪問する「訪問美容サービス」を提供。美容の設備などがない場合は「組み立て式シャンプー台」を持参
している。

話番号から住所を特定し、配車する位置を正確に指示できるシステムを構築した。

s 同社が独自に福祉美容車として開発した「移動サロンカー」により、カット・カラー・パーマに加え、メイク、ネ
s 顧客からの配車依頼に迅速に対応するため、'03とカーナビゲーションシステムを連動した自動配車システムを

イル、エステティック、写真撮影およびアルバム制作という、サロンと同じサービスメニューを提供している。

導入した。

s 「訪問美容サービス」「移動サロンカーサービス」は料金が同一で、名からでも受け付けている。
s 小額決済で小銭でのやりとりの煩雑さを解消し、業務の効率性を上げるために、早々に携帯電話での決済、電子マ
s 顧客の生活環境の変化に比べて美容室に変化がないという点に着目し、従来の「美容室」からの脱却を図り、
年月、入間市に「ホスピタリティパーク＝おもてなしの公園」というコンセプトで「ビューティシモ」をオー

ネーでの決済を可能にした。

s 件まで行き先を登録できる)#カード「#/#/$%カード（ココデカード）」を導入。身障者や高齢者にやさしいユ
ニバーサルデザインのシステム構築を意識している。

迅速配車を実現する*-連動の自動配車システム

プン。家族全員が楽しくゆったりのんびり時間を過ごせるように、美容室のほか、男性対象の理容室、犬の美容室、
移動できる福祉美容室、写真館など様々な空間とサービスを提供している。また、ペットも含めて家族全員でヘア
メイクをし、記念写真を撮ったりするというペットの家族化などの新しいニーズにも対応している。

子どもを持つ家庭に大人気のハローキティタクシー
福祉美容車として独自に開発した移動サロンカー

様々なサービスを提供する美容総合ショップ「ビューティシモ」

/化したタクシーコンソール。左は+1 *>Þサービス端末、
その隣の赤いカードは行き先通知サービス「お送りÎ（さん）」
の「 " " カード」



科学的・工学的アプローチ̶ 神奈中ハイヤー株式会社

サロンで活躍する美容師が施術する訪問美容
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社クリップ（美容室ストリート）



サービスの高付加価値化

第4回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

第9回受賞企業・団体

職員の誇りとやりがいで患者の満足と感動を醸成

独自の認定制度による人材の育成で、均質化された高品質なサービスの提供を実現

医療法人財団献心会 川越胃腸病院

株式会社五味八珍

事業概要：医療

事業概要：中華ファミリーレストランチェーン展開、食材販売
（ルートセールス・ネット販売）
、中華食品
（餃子・麺など）
の製造

所在地：埼玉県（関東）

業種：医療

所在地：静岡県（関東）

業種：飲食

■提供サービス

■提供サービス

消化器科専門病院としての高度な医療提供に加え、年の病院設立当時から「医療は究極のサービス業である」
との理念を掲げ、患者主体の医療サービスを提供している。

中華ファミリーレストラン「五味八珍」を運営し、現在、静岡・愛知県下を中心に、直営店舗、&#（フランチャイズ）
店舗を展開している。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

同院の強みは、「いい人でなければ、いいサービスはできない」という、医療サービスの核心をついた問題意識を起
点にして構想した「満足のスパイラル」という理念を、「やりがい志向の賃金制度」によって職員が率先して関わっ
ていける運動として定着させ、患者主体の病院サービスを担うに足る人材を育成した点にある。

同社の強みは、従来暗黙知であった調理技術を形式知化する、技術の標準化への取り組みと、これを判定する独自の
認定制度の導入により、均質で高品質なレストランの多店舗展開を実現している点にある。また、自発的なサービス
マインドを醸成する仕組みづくりや、サービスのベストプラクティスの横展開にも取り組み、高い顧客支持につなげ
ている。

s 「サービスを大事にした病院を作りたい」という病院の方針に沿った人材を採用。
s 同社は、中華ファミリーレストラン「五味八珍」の多店舗化に取り組んだ際、複数の店舗でサービスや商品（料理）
s 同院では、「職員が誇りとやりがいと満足を感じて仕事に挑める職場環境をつくることによって、医療技術とサー
ビスの両面で患者に満足を与えることができ、病院の評価向上と患者数の増加に繋がる」と考え、これを「患者様
満足の好循環スパイラル」と呼んでいる。この好循環を呼び込むべく、%3（従業員満足）を重視した取り組みを行っ
ている。

の品質にバラツキが生じるという課題に直面し、均質化されたサービスの提供に取り組んだ。

s 同社は、最初に企業の成長ありきではなく、人材が育ってから店舗を拡大すればよいと考えており、高品質なサー

s
s 医療界特有の職種・年功序列・資格に守られた賃金制度にこだわらず、年より能力・成果主義に基づく賃金
制度を導入。「やったことがきちんと報われる」ことが、スタッフの優れた能力を引き出すひとつのポイントとなり、
よりよい人材の育成に寄与している。

s
s
s

s
s
s
s
s
s
s

職員手づくりのおやつなどで患者を楽しませる



サービスの高付加価値化 ̶ 医療法人財団献心会 川越胃腸病院

「患者様満足の好循環スパイラル」イメージ図

ビスの提供に不可欠な人材の育成に注力している。また、従業員のスキルに加えてホスピタリティやおもてなしの
心も重視している。
&#は、食文化への思いや、ものづくり・ひとづくりを含めた理念を共有できる店舗だけとし、直営での展開を基
本としている。
パート・アルバイト社員にも調理してもらうだけでなく、同社の理念である均質化、安心・安全を実現するために
も、メニューの品目すべてにマニュアルを作成している。
調理人の暗黙知をオープンにして形式知とし、隠された勘所やポイントを文章化することで、スキルの「見える化」
を図った。
求められる品質の商品を作ることができるか、提供できているかを見極めるために、独自の認定制度「'/-)(!44).
&!#4/29 ,%!$%2（'&,）」（正社員向け）、「'/-)(!44). &!#4/29 34!&&（'&3）」（パート・アルバイト
社員向け）、「クオリティー・スペシャリスト（13）」を導入した。'&,と'&3は、商品開発部で開発された商品
の出来栄えを点とし、これを基準に料理の盛りつけや重量など様々な項目を評価し、点をとれているかを判
定する、調理の技術資格の認定制度である。また、13は'&3の認定能力、具体的には、営業中に不良な商品を発
見し、原因の推測と作り直しを指導する能力の認定制度である。
事業の横展開・スピード化に向けて、店長の資格要件として、'&3認定権を持つ金バッジ13の取得を設定した。
認定制度はキャリアステップにも連動しており、入社後の日研修、店舗配属、'&,取得、銀バッジ13取得（副
店長）、金バッジ13取得（店長）という流れになっている。
接客は「気づき」であり、先に気づくことで顧客には「喜び」が、スタッフには「充実感」が残ると考え、先回り
のサービスによる顧客満足度の向上と、それによる従業員のモチベーションおよび満足度の向上を目指した。
一人ひとりの担当テーブルを決める「ステーション制度」を導入。すべてのスタッフに責任感を持たせることで、
「気
づき」の醸成につなげている。
現在は、「サービス・スペシャリスト（33）」という接客の認定制度の構築に取り組んでいる。
店長に教育者として店舗スタッフを独自に育成してもらうことで、モチベーションの向上につなげている。
現在は直営店舗、&#店舗を展開している。

同社ホームページ

人気の「浜松餃子」

店舗外観
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社五味八珍



第8回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

第8回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

取扱商品の専門性と物流・情報システムの最適化が効率の良い店舗展開を可能に

生産性の向上や効率化への取り組みで、高品質・低価格での多店舗展開を実現

株式会社コメリ

株式会社サイゼリヤ

事業概要：ホームセンターおよび 9・園芸用品専門店の経営

事業概要：イタリア料理店
「サイゼリヤ」
をチェーン展開するフードサービス業

所在地：新潟県（関東）

所在地：埼玉県（関東）

業種：ホームセンター

■提供サービス

業種：飲食

■提供サービス

金物・建築資材と農業用品に重点を置いたホームセンターを経営。同店舗の%#（電子商取引）展開も行う。大規模ホー
ムセンターとは一線を画した商品展開に加え、物流・情報システムの刷新とドミナント出店方式の採用で、高効率化
とコスト削減を実現し、専門性と利便性を兼ね備えたサービスの提供に成功している。

「日々の価値ある食事の提案と挑戦」を理念に、イタリア料理店「サイゼリヤ」のチェーン展開を行っている。リー
ズナブルな価格設定で、幅広い客層からの支持を得て、国内約店の店舗展開を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、取扱商品の専門性を基本とし、ドミナント出店方式により小商圏を「面」で押さえる戦略で「地方の
ホームセンター＝すべてを揃えた大規模展開」の常識を覆した点にある。ホームセンターや、$)9用品と園芸用品に
特化した専門店「ハード＆グリーン」を多店舗展開し、顧客のニーズに対応できるよう独自の物流・情報システムを
構築しているほか、%#サイトへの注力で店舗在庫が難しい商品への対応にも成功している。

同社の強みは、「日々の価値ある食事の提案と挑戦」を理念に、素材の開発から商品提供までを自社で一貫して行う
製造直販スタイルの導入や、継続的な数値化による合理的な改善活動により、生産性の向上や効率化に成功し、単な
る価格競争に終わらない高品質・低価格な商品提供と多店舗展開を実現している点にある。

s 創業当初、料理の質を落とさず価格を下げる実験を試み、割、割と価格を下げ、割下げたところで店が連日の

s 年に創立し、ガソリンスタンドや住宅設備機器の販売を行っていた同社は、石油ショックを機に年ホー

s

s

s
s

s
s

ムセンター事業に参入。大規模な雑貨スーパーとしてのホームセンターではなく、従前の事業の得意分野を継承し、
地場産業である金物・建築資材と農業資材に重点を置いた店舗展開を行った。その結果、同業他社との品揃えの差
別化を実現し、「この商品ならコメリへ行け」という評判を獲得。同社の大きな強みとして、その評判が地域に浸
透していった。
出店方式は、地域での知名度向上と店舗管理の効率化を考え、ドミナント出店方式を採用し、核となるホームセン
ターに加えて、$)9用品と園芸用品に特化した専門店「ハード＆グリーン」を展開している。小商圏を「面」で押
さえることで、店舗間の移動時間の縮小や、同一エリアであることによる売上げ情報の有効活用など、効率の高い
店舗管理を実現した。
物流システムの整備に早い段階から着手し、物流センターによる一括納入を実施。流通コストの削減を行うととも
に、自社物流網を持たず商品供給エリアに限界のあるメーカーや問屋などとも取引が広がり、より良い製品をより
安く仕入れていくことが可能となった。また、物流センター側で一括検品を行うことで店舗側の負担を減らす取り
組みも行うなど、物流センターの最大限の活用に努めた。
物流システムの構築に伴い、ホームセンター業界で初めて0/3システムを導入。当時の*!.コード添付率は割程
度と低く手間がかかったが、早期に導入した分、同社のアドバンテージとなった。
差別化を進めていく上で、農業分野における農協の拠点数の減少など、サービス体制の衰弱化に注目。より農家の
ニーズに合わせた販売手法や、農薬など専門販売知識が必要な商品の取り扱いを開始。農業アドバイザー設置によ
るアドバイジングや、利用しやすい店舗設計導入と併せて、本業農家からの人気を不動のものとしていった。
7EBを用いた%#展開にも注力。既存店舗と有機的に関連づけ、店舗在庫が難しい大型商品や、大量に消費される
商品など「大・重・多」の商品を物流センター直の発送で効率化し、売上げ向上につなげた。
これらの取り組みの結果、ホームセンター事業開始の年当時数億円だった売上高は年には 億円と
なり、店舗数は店、従業員は約 人へと大きく成長を遂げた。

s
s
s
s
s

s
s
s
s

s
s

同社ホームページ



同社通販サイト

サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社コメリ

物流センター

行列となったことから、その価格でのレストラン運営実現のために効率化への取り組みを開始。「豊かな食文化」
の提案によってできるだけ多くの人々を幸せにし、これを社会貢献のレベルにするために、最低でも国内 店
舗のチェーン展開を目標とした。
最適な品質の商品を最適な価格で提供することを目的に、各段階でのムダを省くため、素材の開発・集荷〜加工〜
店舗調理〜商品提供までを自社で一貫して行う「バーティカル・マーチャンダイジングシステム」を採用。
福島県白河市の自社農場で、野菜の種の開発や苗の育成から収穫までを一貫して行い、提供する料理に最適な品質
の野菜の開発や低コストでの野菜の提供のために農作業の生産性の向上に取り組んでいる。
使用する食材にこだわり、最高級の生ハム「プロシュート」やワイン、オリーブオイルなどイタリアの食材は産地・
メーカーと連携して品質を向上させ、自社の直輸入によってリーズナブルな価格で提供している。
顧客に安定して素早く商品を提供するため、国内につ、オーストラリアにつの食品加工工場を持ち、最適な状
態に加工した食材を店舗に供給することで、店舗での調理を可能な限り簡素化・システム化している。
年には、物流革新プロジェクトを立ち上げ、を超える改善テーマに取り組み、累計で億円以上の物流費
を削減。遠方に安く配送するため、中間拠点の設置による積載率の向上や効率化、配送ルートや配送時間の変更に
よるルート削減など、様々な改善を行った。これらは物流事業者との協力の上で行っており、パートナー企業に対
しては、売上げが減っても利益が増え、WIN WINの関係が成立するよう配慮している。
)%（インダストリアル・エンジニアリング）の考えに基づいて数値化による合理化を推進。実験店での接客や調理
など作業のすべての工程を撮影し、作業を秒刻みの動作に分解してムダを発見し、改善を行っている。
定期的なトップによるセミナーの開催によって企業理念の浸透を図るとともに、人材育成にも注力。段階的な教育
などの育成プログラムに加え、海外店舗での研修や選抜制のイタリア研修旅行なども実施している。
年からは海外への出店を開始。中国を中心に、台湾や香港、シンガポールなどにも出店している。
年より新規事業としてファストカジュアル事業に進出。ファストカジュアル業態の「サイゼリヤ%802%33」
では、レストラン業態のノウハウを活かして、高品質の食材を使用しながら、スパゲッティ 皿円、スープ
円など、低価格で商品を提供している。
年月期の売上高は過去最高の億 万円となり、創業以来期連続で増収を記録した。
「サイゼリヤ」の展開店舗数は国内店舗となり、海外では店舗となっている（年月現在）。

「サイゼリヤ」トップページ

採れたて野菜の鮮度を保つ「コールド・チェーンシステム」
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社サイゼリヤ



第6回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

サービスの高付加価値化

第3回受賞企業・団体

オリジナルのサービスメニュー開発で、リピート率85％を実現する
「滞在型ホテル」

乗務員の意識改革で付加価値の高いサービスを提供

株式会社斎藤ホテル

三和交通株式会社

事業概要：長期滞在型温泉ホテル

事業概要：一般乗用旅客自動車運送事業
（ハイヤー、タクシー）

所在地：長野県（関東）

業種：ホテル・旅館

■提供サービス

所在地：神奈川県（関東）

業種：タクシー・ハイヤー

■提供サービス

健康運動指導士・実践指導者など質の高いトレーナーを雇用して作成した健康づくりプログラムや、日帰りバスツアー
「斎藤駕籠屋」、また信州各地の自然に触れる日帰りツアー「自然塾」などのオリジナリティにあふれるサービスを提
供することで、利用者を飽きさせない「滞在型ホテル」を実現している。

「お客様が乗ってから降りるまで、いかに快適に安全にその空間を提供していくか」を重要視し、上質なサービスの
提供を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、温泉地の伝統を守りつつ、時代のニーズに即した健康プログラムを核にすえ、個人客主体の新しいス
タイルの滞在型ホテルとしてリピート客の獲得など経営の変革に挑戦した点にある。

同社の強みは、他のタクシー会社のサービス向上策とは異なる視点で、サービス提供の形や車内の景観にまでこだわ
り、研修方法やモニター制度、インセンティブなどにも工夫を凝らすことで、接客マニュアルの確実な履行を促進し
た点にある。

s バブル期、全国の温泉地がツアー客、団体客や宴会、設備投資へと走る中、斎藤ホテルは個人客滞在型を打ち出し

• ドアの開閉サービスや領収書・おつりを渡す時のしぐさ、車内の景観まで細かく規定してマニュアルを作成した。

リニューアルしたものの、当初は想定通りにはいかなかった。しかし古くから湯治場として栄えてきた鹿教湯温泉
にあって、「健康づくり」はトレンドや差別化などとは無関係の「使命」であったことから、滞在型メニューの充
実を推し進めた。

s 自社専属の覆面モニターがマニュアルの履行実態をチェックし、その結果によって再教育の実施や報奨金の付与な

「滞在型」「健康づくり」といった切り口では、旅行代理店のマスチャネルでの販売は難しかっ
s リニューアル当初は、
たため、団体の誘致や、口コミでの集客、広告宣伝・$-などによる自力での集客が必要であった。しかし年目
くらいから徐々に滞在型の個人客が増加。契機は、泊目までは連泊するほど宿泊料金が割引になる「ステイ割引
プラン」の設定と、ホテルのスタッフらが県内観光地を案内するという「着地型観光プラン」の実施にあった。

s 健康運動指導士・実践指導者など質の高いトレーナーを雇用し、独自の健康づくりプログラムを開発し、カ月ご
との頻度で更新している。企画・開発は、トレーナーの提案、社員同士での相談、外部研修へ参加や有識者への相
談などにより、多様な宿泊客のニーズに応えるため、現在も試行錯誤を重ねている。

どを行っている。

s 乗務員の接客に対する意識が重要と考え、「なぜマニュアルを遵守する必要があるのか」を丁寧に説明している。
「安全輸送」と「心のこもったサービス」を営業所間で競い合うことで、
s 年に度「社内接客コンクール」を実施し、
サービスの徹底や営業所内の連携の強化を図っている。

s 社内に顧客の声を聞くためのアンケートハガキを常備している。
s 「サービスのよい三和交通」というブランドイメージを確立し、高い顧客満足度によって配車依頼やリピート率が
アップした。

s 同ホテルでは顧客は建物やサービスではなく「人につく」という考えから、顧客との関係性が最も重要だと考え、
「お客様に健康になって、快適になって戻っていただきたい」というホテルサイドの思いを具体的にどのように伝
え、そのためには何が必要かまでを全部門の社員一人ひとりに課題として与えた。その結果、自発的な工夫や提案
が自然に組織文化として定着し、従業員の「顔写真」と「手書き」の手作りパンフレットなどの営業ツールも生ま
れ、顧客からの手応えも感じられるようになった。

s ホテル添乗員がつく一方で、現地到着後は自由行動ができ、高齢者へ配慮し、車いすにも対応する日帰りバスツアー
「斎藤駕籠屋」や、信州各地の自然に触れる日帰りツアー「自然塾」、また山岳ガイド付きのツアーなどの着地型観
光メニューを提供している。

健康づくりプログラムを提供するバーデン倶楽部



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社斎藤ホテル

ホテル添乗員が同行する斎藤駕籠屋

社内研修会の様子

顧客から寄せられたアンケートハガキ
サービスの高付加価値化 ̶ 三和交通株式会社



地域貢献

第5回受賞企業・団体

第6回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

ビジネス拡大に貢献するWebサイトを制作する地域密着型ITコンサルティング

蓄積したノウハウと新しい運営手法によるサービスで入場者数が増大

株式会社シーエムエー

新江ノ島水族館

事業概要：インターネットに関するコンサルティング、7iLサイト制作ほか

事業概要：水族館

所在地：静岡県（関東）

所在地：神奈川県（関東）

業種：ITコンサルティング

業種：水族館

■提供サービス

■提供サービス

インターネットに関するコンサルティング、7EBサイト制作、インターネット広告代理業など、地元企業向けの地
域密着型総合7EBコンサルティングサービスを提供している。

「江
年、民間に資金と運営を委ねる公共サービスの提供方法である0&)（0RIVATE &INANCE )NITIATIVE）方式により、

■ハイ・サービスのポイント
静岡を本拠地とする同社の強みは、「7EB構築はデザインではなく、ビジネス構築」という考えでスタッフのスキル
向上を図りながら、あえて外向きの事業をする大手企業を狙わずに、地元で内向きの事業を展開する企業に的を絞っ
て、地方企業ならではの様々な課題に真摯に向き合い、質の高いコンサルティングを行っている点にある。
s 浜松には大都市圏のように7EBサイト制作を専門にする会社や、コンサルティング能力や優れた制作ノウハウを
持っている会社が存在しなかったことから、東京から優秀なデザイナーを集めたり、名古屋の専門学校や東京の
フォーラムでデザイナーのスキルを向上させたりした。
s デザインすることが仕事ではなく、ネットを使ってビジネスをすることが仕事だという考えを徹底している。
s 地元で売上げを上げている優良企業に顧客を絞り込み、)4に関する企業側の取り組みの遅れを補うため、)4活用セ
ミナーなどを活発に主催し、啓蒙活動にも注力している。
s 質の高いサービスの提供を目指し、積極的に顧客企業の現場を見たり、経験することを重視。また社員の基礎学力
向上を図るため、)4コーディネーター、中小企業診断士など各種の資格取得を奨励し、資格の難易度ランクに基づ
いたインセンティブを設けたり、毎朝新聞の読み合せなどを行ったりしている。
s 地元ビジネスホテルの予約サイト構築と販促のための3%/（検索エンジン最適化）を行ったり、地元のフォーマ
ルドレスショップに楽天出店を提案して全国展開を実施し、売上げを拡大するなど、数々の企業の事業拡大に貢献
している。
s 7EBサイト制作スキルの向上、コンサルティングの実績を背景に、同社自らが賃貸不動産仲介サービス「9OUR
!GENT（ユアエージェント）」を開設。賃貸物件を探す人の「時間」「労力」「妥協」を減らすため、住まい探しの
代理人として、事前に物件の調査レポートをするというサービスを開始した。
s 現在までの7EBサイト構築実績は約社、そのうち、%#（電子商取引）サイトの構築は〜社に及んでいる。

ノ島水族館」から「新江ノ島水族館」に名称を変え、「体験型アミューズメント施設」としてリニューアルオープン。
学習と楽しさが両立する「エデュテインメント型水族館」として、これまで蓄積してきた飼育技術やノウハウをベー
スにした様々なサービスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
日本の近代水族館第一号と称された旧江ノ島水族館から連綿と蓄積してきた屈指の飼育技術と学術的知見、運営ノウ
ハウなどを強みに、0&)という仕組みを通じて集客のプロ集団を形成し、年間万人の集客を維持している。

s 昭和年設立の旧館は近代水族館第一号といわれ、昭和年代のピーク時には年間約万人を集客。それまで
の付帯施設ではなく日本初の専業水族館として誕生し、世界で番目、日本初の臨海水産試験研究所を設けたこと
で日本海洋学発祥の地といわれた。アカデミックな志向が強く、累代繁殖として唯一の世代イルカを飼育するな
ど高度な飼育技術をもつほか、学術機関との共同研究も多数行っている。しかし投資が後手に回り、オイルショッ
クやバブル崩壊を経て、リニューアル前の入場者数は年間万人にまで逓減。

s 江ノ島湘南海岸エリアの一体的整備計画「湘南なぎさプラン」により、0&)事業推進が始まる。現館長の人的ネッ
トワークなどを活かしてオリックスの出資を得、0&)コンソーシアムの結成と事業化がスタート。年間存続させ
る施設づくりを目標にした。年の初年度は万人を集客し、以降も毎年万人と高い入館者数を維持して
いる。

s 長年にわたる旧館での取り組みや体験をもとにした様々なアイデアとそれを可能にする技術やノウハウがあること
から、学習と楽しさが両立する「エデュテインメント（EDUCATION〔教育〕とENTERTAINMENT〔娯楽〕を組み合わせ
た造語）型水族館」として、展示、ショー、物販・飲食を含めた一体的な施設とサービス構想を具体化させていった。

s 顧客にとっては展示以外の館内案内や物販・飲食を含め、すべてがコンテンツであるとし、入場料 円に見合
う価値の提供など集客を重視。年間何回でも入館できる年間パスポート券を販売し、全入館者の％を占める会
員数万人を獲得、会員自身の来館頻度の向上だけではなく、友人の同伴、口コミの起点として機能している。ま
た年回実施するアンケートの結果を、展示・ショー・物販などの改善や新企画の開発など多面的に活用している。
s 体制面では、チケット販売・改札・館内案内など、サービス・物販・飲食・清掃・警備それぞれを専門会社に委託。
事業管理を行うオリックスは採算性など数値管理や目標管理に厳しく臨み、水族館やサービス会社のスタッフたち
にも、異業種間での交流を通して、いい意味での数字へのこだわりが生まれている。

7iLサイト制作で自社サイト経由の売上げが拡大した企業

「第 { 回浜松ホームページコンテスト」では{部門で同社制作の
7iLサイトが受賞

顧客のネット戦略パートナーを目指す



地域貢献̶ 株式会社シーエムエー

Óää{ 年にリニューアルオープン

限定販売のフィギュアなど新しいサービスを次々に提供
サービスの高付加価値化 ̶ 新江ノ島水族館



サービスの高付加価値化

第4回受賞企業・団体

第6回受賞企業・団体

人材育成

CS経営を実践し、顧客満足度の高い病院に再生

経営理念の共有と従業員満足度の向上で実現した高品質な顧客サービス

医療法人真成会たきもとクリニック

株式会社仙仁温泉岩の湯

事業概要：医療

事業概要：温泉旅館

所在地：茨城県（関東）

業種：医療

所在地：長野県（関東）

業種：ホテル・旅館

■提供サービス

■提供サービス

同院は、一次救急に取り組む「%MERGENCY」、住民の日常診療を担う家庭医としての姿勢「0REVENTION＆0RIMARY」、
他の医療機関と連携を図る「#OMMUNICATION」、訪問診療・看護や通所リハビリなどに取り組む「(ORMALIZATION（(OME
と.ORMALIZATIONを組み合わせた造語）」というつの方針のもと、経営に顧客優位を据えて地域ニーズに応え、住民
が安心できる医療を目指している。

高品質の行き届いたサービスと心から寛げる旅館づくりで、年先まで予約がとれない秘湯の人気旅館。全国各地に
リピート客を持ち、口コミを中心に客室稼働率％を維持し続けている。

■ハイ・サービスのポイント
同院の強みは、地域医療に貢献したいという思いと、患者数減少という厳しい現実のギャップを乗り越えるために顧
客満足度調査を取り入れ、医療サービスの基本である医師の言葉遣いや態度などを徹底的に見直し、改善を図って病
院の価値を再生させた点にある。

■ハイ・サービスのポイント
旅館業のサービス提供価値を突き詰めた結果、顧客満足（#3）と従業員満足（%3）の同時達成を企業理念に設定。
ハイシーズンの休館日や、業界の水準をはるかに上回る客室当たり従業員数の確保により、従業員がゆとりを持って
働くことでクオリティの高いサービスを提供し、「日本一予約が取れない温泉旅館」の評価を獲得している。

s かつては家族を含めて〜人での経営だったが、年のリニューアルを機に従業員名でスタート。現在は

s 開業当時の大洋村（現・鉾田市）は高齢化率が％、人に人が歳以上という状況だった（現在は％）。また、

名に。給与水準を含め、当初より従業員の働き方には配慮したが、その程度の人数にもかかわらず、すぐに人間関
係でトラブルが発生した。

一人暮らし世帯が多く、その予備軍ともいうべき夫婦二人暮らしも多い。そうした状況に対応すべく、病院の機能
を充実、拡張していった。

s リニューアル当初のトラブルを経てみんなで議論する中で、働く者のつながりが欠けていることがわかってきた。

s クルマへの依存度が高い大洋村では、高齢で運転できなくなれば、医療機関へも行けなくなることが多いため、在
宅医療をクリニックが担う重要なサービスと位置付け、訪問診療を始める。年には、古い民家を改造した生
活支援センター「この指とまれ」を開設。年の介護保険創設を機に、同センターを通所リハビリテーション「ゆ
んたく」に改め、毎日人程度が通うようになった。

家族経営であれば「血」のつながりがあるが、企業経営には何もないことから、異なる生き方をしている全員が共
感し共有できる核が必要であり、それがすなわち「経営理念」であるという考えに到達。そこで経営者と従業員が
価値観を共有するために、顧客満足の追求だけにとどまらず、従業員の幸せや企業としての社会的使命までを視野
に入れた「経営理念」を成文化した。

s 従業員の幸せを追求すると、旅館業の 人生の縮図 とも言うべき宿命的課題にぶつかった。週末と平日の稼働差
s 年には顧客満足度調査を実施。その結果からきめ細かな改善と対応を積み重ねた。年には従業員満足度
調査も行い、#3（顧客満足）経営の実践にも取り組む。現在では、看護師や受付スタッフを対象に、さらなる満
足度向上のためにディズニー・インスティチュートの研修プログラムに参加させるなど、新しい試みも行っている。

に加え、季節によるオン／オフがあり、朝から晩までの勤務時間が長い。これでは旅館に働く者は家庭を大事にす
る生活ができない。そこでリニューアル後年目から、ハイシーズン時を含めて年間日の休館日を設定した（現
在は年間日になっている）。オンとオフの格差をなくし、オールシーズンの稼働日を満室にすることを通して、
雇用の安定と「幸せをアートする」という企業理念の実現を目指している。

s 従業員の教育にあたってはマニュアル類は一切ない。対応すべき課題が万個あったとして、すべて解決できたと
きには次の万個が出てきているはずだと考え、一つひとつの課題をみんなで深く考えることによる「価値観の共
有」を最優先している。こうした理念を共有する場として朝礼があり、先輩後輩を超えた健全な批判精神と「自己
検証力」を重視している。

s 様々な取り組みの結果、旅館業には珍しく地元雇用率が％となり、定着率もアップ。その結果、経営理念等の
価値観の共有やノウハウの伝達もスムーズになった。また年間を通じて連日ほぼ満室状態であることから「日本一
予約が取れない温泉旅館」と言われ、回以上訪れる客は全体の割に上る。

山間にひっそりと佇む秘湯
患者満足度調査の主な結果（出典：日経ヘルスケア）



サービスの高付加価値化 ̶ 医療法人真成会 たきもとクリニック

館内にはふと座って寛げるフリースペースがいくつも設けられて
いる
人材育成̶ 株式会社仙仁温泉岩の湯



科学的・工学的アプローチ

第4回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

第9回受賞企業・団体

科学的根拠に基づく健康支援プログラムで医療費を削減

地域の事業者をネットワーク化した共同受注システムを構築し、新たな販路を開拓

株式会社つくばウエルネスリサーチ

燕商工会議所「磨き屋シンジケート」

事業概要：健康増進事業に関するコンサルティング、個別運動・栄養プログラム提供、人材育成研修、研究受託、物品
販売

事業概要：金属研磨マッチングビジネス

所在地：茨城県（関東）

所在地：新潟県（関東）

業種：健康サービス

業種：金属製品製造マッチング

■提供サービス

■提供サービス

同社では研究開発をコアとして、
「コンサルティング事業」
「個別健康支援プログラムの提供事業」
「人材育成事業」
「研
究開発事業」のつの事業でトータルなサービスを提供している。

燕商工会議所が中心となり、研磨業の共同受注システム「磨き屋シンジケート」を構築。スケールメリットを活かし
た大ロット受注を図るとともに、顧客のあらゆる要望（技術・ロット・コスト）に応える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、筑波大学の研究成果に基づき、高齢者の運動機能向上プログラムとして筋力トレーニングが効果的で
あることを科学的アプローチにより実証し、その健康維持と医療費抑制効果を証明した科学的根拠をベースに、確か
な効果を得られる個別の健康支援プログラムを開発し、普及・推進した点にある。
• 「E WELLNESSシステム」の開発
できるだけ多くの人を対象として日常での継続的な健康づくりを支援するため、)4を使って個別の運動プログラム
を自動生成する「E WELLNESSシステム」を開発した。このシステムは体力テストや日々のモニタリングデータをも
とにして個別の運動・栄養プログラムを提供・管理するもので、高齢者でも容易に扱える。さらに、近年、中高年
を中心として生活習慣病罹患リスクが高まっていることから、このシステムを活用して、メタボリックシンドロー
ム予防プログラムも開発した。累計で万人以上に提供している。
• 地域での「E WELLNESSシステム」によるモデル事業の推進
同社では「千葉県健康づくりコンソーシアム」「茨城つくば健康サービス産業研究会」などのプロジェクトを通し
てモデル事業を推進し、地域が個人の健康づくりを支援する社会システムの構築に取り組んだ。
• 健康増進事業を推進する上でコアとなる「ウエルネスマネージャー」養成の取り組み
同社では、健康支援プログラムの利用をライフスタイルに定着させ、継続の支援をしていくためには、指導者によ
る定期的なアドバイスが必要だという実証結果を得た。この結果を受けて、健康増進事業を推進し指導できる人材
を輩出するため、ウエルネスマネージメント研修会を毎年開催し、現在までの年間で約人のウエルネスマネー
ジャーを輩出している。

「磨き屋シンジケート」の強みは、個々の零細研磨事業者のネットワーク化で共同受注システムを構築することにより、
商品開発から製品化までの一連のビジネスを一気通貫させ、世界レベルの高度な研磨技術で様々な企業ニーズに応え
ている点にある。地域外企業からの新規受注を拡大し、地域関連企業で付帯業務までを完結することで、地域経済の
振興にも貢献している。

s 新潟県燕市の金属表面処理業者は、年には 社と全国の約分のを占めていたが、たび重なる円高不況
や生産工場の海外移転などにより、年には社に減少した。危機感を感じた燕商工会議所は生き残り策を

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

「iÜiiÃÃシステム」の概要

模索し、研磨に関する工程がひととおり揃っている強みを背景に、地域外からの共同受注と、付加価値の高い産地
ブランドの開発を行う取り組みを開始した。
年、燕商工会議所が事務局となり、研磨業者社で共同受注を行う「磨き屋シンジケート」を発足させた。「磨
き屋シンジケート」では新規顧客の開拓を強化し、大ロットの受注にも対応することを目的とした。
想定される課題を解決するために何度も話し合い、これらを文書化した「共同受注マニュアル」を作成した。
案件は幹事会・運営委員会でメンバーに公開し、立候補制によって担当を決めるなど、メンバー内に不満や不信が
生まれないように注意している。
共同受注にあたっては、同じ技術レベルを保持しているというメリットを活かして大ロットの受注を目指し、磨き
方の統一による品質の標準化に取り組んだ。
メンバーには、商談や顧客説明などの経験が皆無だったため、「磨き屋シンジケート」では名刺交換をはじめとす
る研修も実施した。
新聞にプレスリリースを送る、テレビに職人を出演させる、インターネットを活用する、見本市に出展する、行政
や他の商工会議所と連携するなどの施策を実施し、多面的に販路の拡大を図っている。
同商工会議所は、「つばめプロシアムネット」、「販促屋シンジケート」なども発足させ、金型製作から金属加工、
デザイン、パッケージまでを燕地域で完結できるトライアングルのスキームを構築している。
年にはオリジナルのビアマグカップを発売。このビアマグカップには、アップルの携帯音楽プレーヤー「I0OD」
に施した鏡面仕上げや半導体製造装置に使う内面研磨技術が使用され、受注が殺到している。
年、燕市に働きかけて「燕市磨き屋一番館」の開設を実現した。金属研磨業の後継者育成や新規開業の促進、
体験学習による金属研磨技術の普及に取り組んでいる。
技能士部会や全国規模の協議会を開催し、業界における技術レベルの確保に取り組んでいる。
年の「磨き屋シンジケート」の受注額は 万円であったが、年には 万円と大きく拡大した。
紙コップを代替し、リユースできる「%#/カップ」、マグネシウム製パソコン天板ミラー仕上げ、ジェット機主翼
研磨、半導体製造装置研磨など、様々な分野の販路開拓に成功した。
地域外企業からの受注に燕地域全体で対応することで、地域経済の活性化にも貢献している。

県市Ê平均診療点数の比較（外来＋入院）

「磨き屋シンジケート」ホームページ

自治体での運動教室の様子



科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社つくばウエルネスリサーチ

高い技術とエコを組み合わせた、リユースできる「
を発売

"カップ」

サービスプロセスの改善 ̶ 燕商工会議所「磨き屋シンジケート」



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9回受賞企業・団体

患者中心主義のもと、地域内連携で高度な医療サービスを提供

実需者のニーズに応える農産物の生産・販売で利益を出せる農業生産方式を確立

医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター

農業生産法人有限会社トップリバー

事業概要：医療

事業概要：大規模経営農家育成支援事業、野菜の生産・販売

所在地：千葉県（関東）

業種：医療

所在地：長野県（関東）

業種：アグリビジネス／就農支援

■提供サービス

■提供サービス

千葉県南部の基幹病院として、外来診療から急性期の治療（入院）、回復期のリハビリテーションまで、電子カルテ
や県内他施設との医療情報共有ネットワークなどの)4の活用を含め、高度で充実した医療サービスを提供している。

レストランやスーパーなどの実需者と年間契約を交わすことで、確実に利益が出せるビジネスモデルを構築した。ニー
ズに応える生産物を提供するとともに、農業研修制度による新規就農希望者の育成にも取り組んでいる。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

同院の強みは、自らの病院だけでなく、地域全体でレベルの高い医療サービスを提供することを目指して事業戦略を
展開し、患者の意思を尊重した新しい入院サービスや患者にオープンな情報システムなどを開発して、トータルにサー
ビス価値を高めていった点にある。

同社の強みは、天候や市場に左右され、価格決定権をもたない従来の農業生産方式からの転換を図り、利益を出せる
農業生産体制の確立、経営感覚を併せ持った新規就農者育成に取り組んでいる点にある。また、蓄積したノウハウを
公開することにより、農業生産全体の活性化にも貢献している。

s 年以上前から「医療はサービス業である」として、患者中心のサービスに取り組む。

s 日本の農業は、農家の生産・出荷と顧客が求めるニーズ（量・規格・時期）の不一致、農業人口の高齢化による耕

s 年にオープンした全室個室でオーシャンビューの新病棟「+タワー」では、従来の入院につきものの規制をで
きるだけ取り払い、景観や快適さを意識した病室や自由な面会、多彩な食事選択などの入院環境を提供している。

s 年より電子カルテシステムの運用を開始し、患者一人ひとりを中心とした診療計画の作成、チーム医療の実践、

s

実績データ管理などを総合的に支援し、患者とのオープンな情報共有にも取り組んでいる。

s
s 南房総をモデル地域とする医療情報共有ネットワークを構築し、参加医療機関が相互にカルテを参照・記載でき、
また患者も自身のカルテを参照できる環境を実現した。

s
s 多彩な患者のニーズに応える基幹病院には様々な機能が必要であり、質の高い高度医療を地域で提供するた
め、アメリカでは既に一般的な一圏内一法人ですべての経営統合をすることが合理的だとする)(.（)NTEGRATED
(EALTHCARE .ETWORK）構想を提唱し、構想実現に尽力している。

s

s
s
s
s
s
s
電子カルテシステムによる情報共有がチーム医療を支えている

全室個室でオーシャンビューの「タワー」一般室（£日の差額
ベッド代：£万Ó]Èää 円）



サービスプロセスの改善 ̶ 医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター

作放棄地問題や後継者不足など、様々な問題を抱えており、嶋崎社長はその未来に強い不安を感じていた。また、
年の米騒動や年の/による野菜の価格暴落などを受けて、農産物の価格安定に向けて契約販売を勧
めたが、天候による生産量変動への恐れや慣習などからこれに応えてくれる農家がなかったため、自ら遊休耕作地
を借り受け、利益を確実に確保できる農業生産体制の確立と次代の就農者の育成に向けた取り組みを開始した。
欠品を出さないという条件で、レストランやスーパーなどと直接年間契約を結ぶことで確実に利益が出せるビジネ
スモデルを構築した。
品質や量など出荷に関する希望を顧客から吸い上げ、集約した需要を自社と協力生産者に生産量という形で割り当
て、需要と供給のバランスをとっている。契約販売の場合は信用と安定供給が最も大切な点であることから、コン
ピューターによる計画生産と日々の微調整を実施している。
年、規範に沿った生産を行っているかどうかを第三者機関が審査・認証する適正農業規範*'!0（*APAN
'OOD !GRICULTURAL 0RACTICE）認証を長野県で初めて取得するとともに、トレーサビリティの提供にも取り組んで
いる。
年月からは、農業生産法人などを対象としたコンサルティング事業「農業生産法人 収益アップサポートサー
ビス」を開始した。同時に、外食・中食企業、加工会社などを対象に、野菜の安定確保や供給、品質向上のための
仕入れノウハウを無料提供する「野菜購買 無料アドバイスサービス」をスタートした。
農業研修制度を導入し、全国から募集した 〜 代の新規就農希望者を研修生や社員として採用している。社会
保険への加入や収入の保障など、安心して農業技術や知識の習得に取り組める環境をつくっている。
研修生を複数の班に分け、それぞれに担当の圃場・作物を割り当て、責任のある栽培・管理を行うことで、効果的
な生産技術の習得を図っている。目指すのは農業を実践できる人材育成機関である。
研修では「農作物の生産」、「農産物の営業」、「組織マネジメント」の点を習得させ、約年で独立させることを
目標としている。
会社が利益を出す必要はなく、社員に還元するべきだという考えから、入社年目の年収は 〜 万円と農業
生産法人としては非常に高い設定としている。
年月期の売上高は約億 万円で、売上げは会社設立時の約倍に伸長した。農産物の販売顧客は約
社である。
現在までに独立した就農者は人である。

患者は病室に備え付けられた端末で、食事の選択やカルテの
閲覧もできる

直接契約により計画的な農産物の生産・販売を行っている

次代の農業の担い手を育成
サービスの高付加価値化 ̶ 農業生産法人 有限会社トップリバー



第6回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

第8回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

地域の資源活用と連携によるオリジナル商品の開発で集客をアップ

バリアフリー製品にユニバーサルデザインを取り入れて、サービスの提供範囲を拡大

株式会社とみうら

株式会社ナレッジクリエーション

事業概要：特産品の加工・販売・卸、観光農園

事業概要：
「Û`Ã」
などユニバーサルデザイン製品の開発・サービス提供

所在地：千葉県（関東）

業種：観光

所在地：神奈川県（関東）

業種：情報通信

■提供サービス

■提供サービス

道の駅とみうら「枇杷倶楽部」の売店や喫茶店などの営業、商品開発、観光客の誘致などを行う。特産の「房州びわ」
の出荷規格外品を使用したジャムやスイーツなどを超えるオリジナル商品を開発し、販売。また食事・味覚狩り・
農業体験などの集客を図る「一括受発注システム」の構築などで、観光客を誘致している。

バリアフリー、ユニバーサルデザイン製品の開発・販売およびサービスの提供を行う。文字が読みづらい弱視者や高
齢者、文字を読むことが困難な人、漢字が読めない外国人などを対象に、サイトのテキストを読み上げる「VDS」（7EB
合成音声配信システム）を開発し、
「企業や施設」と「エンドユーザー」のコミュニケーションの充実に寄与している。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

食事や味覚狩り、花摘みなどを一括して受注する集客交流モデル「一括受発注システム」の開発により、日帰り観光
バスや個人観光客を誘致。また、特産品であるびわの出荷規格外品を活用した商品開発・加工事業に取り組み、地域
の活性化にも貢献している。

同社の強みは、#32（企業の社会的責任）的な意味合いの強いバリアフリー製品に、既存の技術を利用してユニバー
サルデザインを取り入れ、視覚障害者のみならず、高齢者や文字が読みづらい人など向けに、サイト閲覧時に音声で
補助するシステムを次々と開発・販売してきた点にある。読み上げの誤読に対しては、 ユーザーを確保してい
る強みを活かして誤読例を集め、改良することで、読み上げ精度を高めている。

s かつては海水浴場で非常に賑わい、民宿の発祥地とも言われた旧富浦町であったが、高齢化と過疎化に加え、最大
の課題が観光客の減少であった。夏季集中型の観光モデルから、年間を通して観光客を誘致できる観光地へとシフ
トする必要があったことから、町の全額出資により第セクター「株式会社とみうら」を設立し、年、道の駅
とみうら「枇杷倶楽部」を開設。農家・商工会との共存共栄のために、観光客誘致に重点を置いた。

s びわの生産量の約割は出荷できない規格外品で、従来これらのびわは廃棄されていた。同社はこれら規格外のび
わを集荷して加工し、新商品を開発することに成功した。また、湿度を保つ冷蔵庫の実証実験に取り組む東京電力
や東京電機大学と協力し、
「ウエットエアークーリング」という技術を使った冷蔵庫を導入し、集荷したびわをウエッ
トエアー方式の冷蔵庫に貯蔵。その結果、月、月の花摘みの季節、月の海のシーズンなど、観光客が非常に多
い時期にも、大量に商品を製造販売できるようになった。

s 同社では農場部を持ち、地域の農家とともに体験型観光農業のメニューの提供を行っている。体験型観光農業は、
カーネーション、食用菜の花、ポピー、キンギョソウ、ストック、スターチスなどの花摘みと、イチゴ、びわ、ブ
ルーベリー、メロンなどの果物狩りがある。単体の事業としては赤字だが、土産店での小売と組み合わせて、収益
維持に取り組んでいる。

s 文化事業の振興にも注力。.(+の人形劇で著名な伊東万里子氏が富浦に稽古場をつくったことをきっかけに、富
浦町を中心に人形劇のフェスティバルを開催。また、道の駅で開催する「枇杷倶楽部茶論（さろん）」は地域の人々
の活躍する場として提供。収益目的ではなく、多くの道の駅の中での差異化点として文化事業を位置づけている。

s 観光会社や地域の農業・商業・工業関係者と連携して、食事や味覚狩り、花摘みなどを一括して受注する着地型の
新しい集客交流モデル「一括受発注システム」を開発し、年間を通じた日帰り団体バス誘致を成功させ、地域に経
済効果を波及させている。

s バリアフリーのコンセプトをユニバーサルデザイン（多くの人に利用可能であるように、最初から意図してデザイ
ンすること）へと拡大し、誰にでも使いやすい製品の開発・改善に取り組んだ。

s 設立時は、点字キーボード「ブレッキー」を企画・販売した。これはバリアフリー製品だったが、視覚障害者が
0#を使用し、社会参加するために役立つ機器として広く認められた。
s ユニバーサルデザイン化されたスクリーンリーダー「XP.AVO」を開発・販売した。これは、音声合成ソフトウェ
アを搭載し、サイト閲覧者がテキスト文字を選択すると読み上げるというものである。

s 紙文書をスキャナーで取り込みデータベース化する/#2システムからヒントを得て、既存の技術を活用して「VDS」
を開発した。テキストを読み上げるソフトウェアは既にあったが、肉声と変わらない高音質な音声で読み上げるた
め、多くの人たちが違和感なく利用できるようになった。
s 「パソコンがきれいな音声でしゃべるんです（通称：しゃべるんです）」は 、マウスで範囲を指定して「読み上げ
ボタン」を押せば、その内容を読み上げるというシンプルな仕組みとなっている。
s 「VDS」サービスの提供を開始した。これは、サイト運営者が「読み上げ」機能を実装できるサービスである。サ
イトの閲覧者は、特殊なソフトウェアを導入することなく、サイトを「聞く」ことが可能になった。
s 「VDS」では、漢字・固有名詞などの誤読の問題が発生しているが、 を超えるユーザーから誤読例を集め、
読み上げ精度の向上に日々努めている。また、常に音声辞書の追加・削除を行い、文書によって音声辞書を入れ替
えて対応している。これらの作業の蓄積が全製品、全サービスの改良・開発に役立っている。
s 「VDS」サービスは一度仕組みさえつくってしまえば、常に新しい情報を読み上げるので、余分な手間がかからない。
価格はサイトの規模によって万  〜 万 円の範囲に設定している。
s 「VDS」の導入により「文字が見づらい人」や「文字を読むのが苦手な人」でも容易にサイトを閲覧できるため、
今必要な情報をすぐに得ることが可能となった。さらに、サイトを運営する企業側は、#32として02ができるうえ、
06（ページビュー）や滞留時間が増加し、マーケットが広がった。

s 年の利用者万人から、年のアクアライン開通が追い風となって個人客の利用が増加し、年以降
は毎年万人前後が訪れている。

同社製品「ブレッキー」点字キーボード
道の駅とみうら「枇杷倶楽部」



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社とみうら

びわを使ったオリジナル商品は{ä 種以上

「Û`Ã」の案内
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社ナレッジクリエーション



サービスプロセスの改善

第7回受賞企業・団体

第6回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

独自の学習方式やITを活用し、
「中学受験」に特化した様々な教育サービスを提供

魅力的なサービス展開で圧倒的な集客力を誇る
「リゾート型アウトレット」

株式会社日能研

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）

事業概要：私・国立中学への進学支援、進学準備教育推進／教室運営／授業・学習支援／教材開発／学習理論研究／情
報発信
（私・国立中学情報、教育環境情報等）
／通信教育事業／教育関連イベント事業

事業概要：リゾート型アウトレット

所在地：神奈川県（関東）

所在地：長野県（関東）

業種：教育・学習支援

業種：アウトレット

■提供サービス

■提供サービス

年の創業以来、「私立中学受験専門の進学塾」という、従来なかった新しい市場の開拓と育成に取り組むととも

同社は、古くから観光のシーズン格差が強い軽井沢エリアでホテル、スキー場、ゴルフ場、各種レジャー施設を複合
展開していたことから、営業の平準化に向け、宿泊客の増加とリゾートとしてのメニュー拡充を主目的に、軽井沢・
プリンスショッピングプラザを開業し、運営を行っている。同施設はリゾート型アウトレットモールで、日本におけ
るアウトレット型商業施設の先駆けとなった。

に、付加価値の高い教育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、「中学受験専門の進学塾」という同社の存在意義を市場の育成とマーケットの開拓で確立するととも
に、独自の教育カリキュラムや)4を活用したシステムの開発、
「安心・安全」への取り組みなど付加価値の高い教育サー
ビス提供を実現している点にある。

s 創業当時、「中学受験」をターゲットにした学習塾は非常に少なく、私立中学校受験自体がメジャーではなかった

s

s

s
s
s

s

s
s

s

ため、多様な理念に基づく教育を行う私立中学校での教育が子どもたちの学習・教育の可能性を広げることになる
ということを周知させることを念頭に、事業に取り組んだ。
各私立中学校の特色や教育理念の広報、「シカクいアタマをマルくする。」というフレーズのシリーズ広告で、知識
量だけではなく応用力を身につける教育の重要性を訴求し、顧客ニーズに応える「市場対応型」ではなく、サービ
スを創出してそこに顧客を導く「市場育成型」による生徒の獲得に努めた。
創業当時から、知識獲得量や暗記力中心ではなく、子どもたちの考える力を伸ばすことに注力。授業の理解度を図
るために週か週に度行う「カリキュラムテスト」や、同一テーマを繰り返し学びながら基本−応用−発展へと
ステップアップしていく「スパイラル学習システム」など、「復習重視」の指導を行っている。
「親しむ」
「広げる」
「深める」
「鍛える」
年生から年生までを「中学受験学習期間」ととらえ、この年間を「出会う」
というつのステージ制にし、子どもたち自らが学ぶ姿勢を重視した学習指導を展開している。
年から始まった日能研主催の公開模試「全国中学入試センター模擬試験」は、首都圏中学受験の三大模試の
一つに数えられ、受験者数は約万 人。
公開模試を含め、テストの答案を各教室にある専用スキャナーで読み込みデータ化することで、大量の採点をテス
ト後日で正確に行える「$)（デジタルイメージ）学習支援システム」を開発。答案用紙が即座に返却されるため、
テスト後の復習に効果的であるとともに、多様な採点、評価ができるようになったことから作問への制限がなくな
り、記述式問題への対応が強化されるなどのメリットをもたらしている。
日能研の会員制7EB情報サービスとして「-9 .)#()./+%.」を提供。「$)学習支援システム」で出た採点結果
やコメントの閲覧、「授業」と「家庭学習」をつなぐ学習サポートコンテンツの利用、受験情報や教室からのお知
らせの確認などができ、保護者からの評価も高い。
理念を実現するためには専任の講師が必要と考え、学生アルバイト講師は採用せず、本部で随時講師の採用を行い、
集合研修と現場での/*4を組み合わせ、最低でもカ月の研修を行っている。
子どもの「安心」と「安全」を重視。光る「.バッグ」や防犯「.ブザー」、警察官/"をメンバーとした「.セキュ
リティ」による防犯対策、0!3-/を利用した「キッズセキュリティ」システムによる保護者への入退室情報の通
知などを採用し、セキュリティサービスを提供している。
年度の中学入試合格件数は万 件。年頃にはカ所程度だった教室は、現在では日能研グループ
ネットワークで全国教室となり、生徒数も約万 人に成長している。

■ハイ・サービスのポイント
国内初の本格的リゾート商業で、増床を重ねて日本を代表するアウトレットモールに成長。高級ブランド店を次々と
誘致する積極戦略と、周囲の自然と一体となったリゾート型商業のコンセプトの実現を追求し、相乗的に効果を上げ
た。
• 同社は宿泊客の取り込みとリゾートとしてのメニュー拡充を目的に、年に軽井沢・プリンスショッピングプ
ラザウエストを開業、年にはイーストを開業した。
• ウエストの開業はアウトレット型商業が全国的に広がる前であったこと、本格的なリゾート立地であることなどに
より、今日の一般的なアウトレットと違い、日常性を担保するコンビニエンス系業種にも力を入れ、広大な芝生を
抱えるなど、軽井沢というリゾート全体に融和したスタンスで行われた。
• ウエストの開業時は商業機能を拡大していく構想はなかったが、事業の好調さを背景に床面積だけでなく、テナン
ト業種も拡大させていった。
• 広域競合と差別化を図るという意味でも、軽井沢が持つリゾート性はショッピングプラザの重要なアイデンティ
ティであり、広大な芝生を活用した施設配置、地元の工芸品店や地元食材を使うレストランの誘致といった軽井沢
色の強調などに取り組んでいる。またアウトレットモールとしてだけではなく、リゾート全体の事業の一部として、
「三世代で誰でも楽しめる商業施設」と位置付け、テナント店舗のスクラップ＆ビルドを繰り返し、リピーターを
飽きさせないことにも配慮している。
• リゾート地としての軽井沢は、ショッピングプラザができたことにより、従来に比べ〜カ月はハイシーズンが
伸びた。また秋季対策として新幹線を借り切ったイベントや、ホテルやゴルフ場、スキー場とのパック商品、冬季
限定バーゲンなどにも取り組んでいる。
• 大量の集客によって生じる問題への取り組み（駐車場の整備、トイレ等の開放、誘導員の配置、パーク＆バスライ
ド等）はもちろん、地元のイベントへの参加、歩道の整備など、地域との協調を積極的に行っており、 人近
い雇用による地域への貢献も大きい。
• 開業時の来客数が年間万人だったのに対して現在は万人へと大幅増、これは軽井沢の年間観光客数とほぼ同
数である。年月以降、不況の影響で売上げが落ちていたが、月からは再び対前年比でプラスに転じている。

同社の社是

「 学習支援システム」イメージ図
日能研生が背負う反射材がついた「 バッグ」とバッ
グに装着できる防犯「 ブザー」



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社日能研

軽井沢・プリンスショッピングプラザ

季節ごとのショッピング情報
サービスの高付加価値化 ̶ 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）



サービスプロセスの改善

第7回受賞企業・団体

サービスの質と生産性の向上により、様々なホテル・旅館を再生

第7回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

「富士宮やきそば」
をブランド化し、全国へ情報発信することにより地域を振興

株式会社星野リゾート

DFE法人まちづくりトップランナーふじのみや本舗

事業概要：リゾート・温泉旅館経営・運営受託、フード事業、温泉施設運営事業、ブライダル事業など

事業概要：
「富士宮やきそば」
、その他地域特産物などによる町おこし活動

所在地：長野県（関東）

所在地：静岡県（関東）

業種：リゾート

業種：地域活性コンサルティング

■提供サービス

■提供サービス

年に軽井沢の開発に着手し、年に温泉旅館を創業したのが同社の始まりであるが、バブル崩壊後の業界低
迷、リゾート法の改正などに危機感を覚え、年、事業内容をリゾート運営業に特化した。顧客満足度調査結果

地域の名物「富士宮やきそば」を登録商標とし、
「富士宮やきそば学会」を設立。ブランドを確立し、普及を図るため、
やきそばの焼き方のみならず、富士宮の文化、歴史、観光を勉強する「富士宮やきそばアカデミー」という研修を年
に一度開催、受講者には「麺許皆伝書」を発行し、認定店であることを示す幟を頒布。その他「やきそばマップ」や
公式ガイドブックを発行したり、イベントを開いての02活動に注力した。地域ブランドづくりは、現在、やきそば
を継いで地酒や虹鱒に移行し、さらなるまちづくりを推進している。

を重視したサービス提供を実施するとともに、従業員の労働生産性を向上させる施策などを導入し、経営が傾いた多
数のリゾートや旅館の再生事業に取り組み、黒字化に成功している。

■ハイ・サービスのポイント
リゾート運営会社として真のプロフェッショナルであるために「達人の条件」と呼ばれるつの数値目標を掲げ、
施設などのハードウェアではなく、運営ノウハウというソフトウェアを重視。それらを達成するためのマネジメント
の仕組みを構築し、各運用先に随時適用する実行力が同社の強みである。

s 同社の前身であった旅館を再建する際に蓄えたノウハウをもとに、リゾート再生や運用の手法を構築。リゾート運
営には施設（＝ハード）以上に、顧客に満足感を与えるノウハウ（＝ソフト）が重要であるという考えのもと、)4
の進展による「顧客評価が広まるまでの時間短縮」に着目し、細やかな顧客満足度調査の実施によりサービスを向
上させている。改善点を「顧客の生の評価」として従業員に周知させることでサービス意識の変革にも成功している。

s サービスに関わる従業員全員を「サービスチーム」と名づけ、一人ひとりにチームのメンバーとしての意識を徹底
させることに注力。従業員の間にあった仕事の境界線をなくし、各業務すべてをローテーションで全員に体験させ、
複数の仕事を覚えさせる「マルチタスク制」と呼ばれる人的マネジメントシステムを導入した。各スタッフの待機
時間や業務引き継ぎの手間などを減らし、労働生産性を向上させている。このシステムは結果として迅速な顧客対
応を可能にさせており、サービスの質の向上にも寄与している。

s 具体的な達成目標として、①顧客満足度調査アンケートの満点「」を基準に平均値の達成、②経常利益率
の達成、③「グリーン購入ネットワーク（'0.）」策定の「ホテル・旅館エコチャレンジチェックリスト（全
項目点満点）」を基準にポイントの獲得─のつを掲げ、このつの目標の同時達成を「リゾート運営
の達人」としている。それぞれ、高い目標値を設定しているため同時達成は難しいと考えてはいるが、目標値をあ
えて高く掲げることで従業員の意識向上と自社の研鑽を促している。

■ハイ・サービスのポイント
同法人の強みは、ボランティアスタッフ（やきそば屋・製麺関係者はいない）に支えられていること、「富士宮やき
そば学会」「天下分け麺の戦い」「やきそば'麺」「麺許皆伝」などユニークなネーミングセンス、ギネスに挑戦する
など遊び心ある企画力にある。これによりコストをかけないマスコミ露出に成功し、地域に少なからぬ経済的な波及
効果を与えた。

s 地元有志によるまちおこしの市民活動のなかで、地域の特産物である「富士宮やきそば」のオリジナリティに注目。
これをブランド化するために「富士宮やきそば学会」を設立し、同団体と「富士宮やきそば」を商標登録した。

s 話題性を活かしてテレビ・新聞・雑誌等のメディアの注目を集め、コストのかからない02活動を行った。
s 年に一度「富士宮やきそばアカデミー」という泊日の研修を開き、やきそばの焼き方はもちろん、富士宮の文化、

s

s
s
s
s

s 会社や各旅館・リゾート施設では、従業員同士の情報や方針の共有が重要と考え、施設全体の運営に関わる社内定
例会議には全従業員が参加できる体制を敷いている。各従業員に会社参画意識を持たせることでモチベーションの
向上を図るとともに、積極的な顧客サービスが生まれる土壌を確保している。

同社ホームページ



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社星野リゾート

ホテルで定番のウエディング事業も顧客満足度調査をもとに生
まれ変わらせたサービスの一つ。顧客満足度調査は、サービ
ス提供側と享受側のギャップを埋めるのに欠かせないツールと
なっている

s

歴史、観光などを講習し、成績優秀者には「麺許皆伝書」を授与する仕組みをつくった。また麺許皆伝認定店であ
ることを示すマーク入りの幟を頒布した。
道路公団（当時）に「麺許皆伝やきそば道」というリーフレットを作成してもらい、東名高速のサービスエリアや
料金場で配布。富士宮市への人の流れをつくろうと試みた。結果、道路公団の調査によると、富士宮へ至る西富士
道路（有料）の通行量が％増加。日に約台、カ月で約万 台の増加となる。
青年会議所の創立周年を記念して、商店街などと「大宮の市」を開催して、Mの巨大鉄板を使い、 人（富
士山の標高にちなんで）分のやきそばを振る舞ってギネスブックに挑戦するなど、ユニークなイベントを企画した。
やきそば店のデータを収集し、「やきそばマップ」や公式ガイドブックを発行し、地元やきそば店を紹介した。
全国のいわゆる「"級ご当地グルメ」による町おこし市民団体との共催による「" グランプリ」を実施。「富士宮
やきそば」が第回優勝料理となった。第回は富士宮市で開催され、連続優勝を果たした。
「駅前十六市」「神田楽市」「にしの市」と称する「市」を各商店街で開催するなかで、.0/スタッフ一同と商店
街が客商売のノウハウとホスピタリティの習得に努めた。
地域活性化を図るための次世代教育として地域再生大学という活動を実施。全国から大学生名を募集、上限万
円として滞在費・交通費を支給する（ただし有効期限は年間）。これにより町に若者を呼び込み、観光事業や地
元特産品を使ったビジネスなど地域活性化の研究の場を提供し、その成果を活かしていこうという取り組みである。

同法人ホームページ

富士宮やきそば学会ホームページ

アカデミー認定の幟

サービスの高付加価値化 ̶ NPO法人まちづくりトップランナー ふじのみや本舗



第6回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

地域資源を発掘し、オリジナルな観光メニューで提供する
「ほんもの体験」

第6回受賞企業・団体

「本物」
「本質」
の追求と時代の先取りにより、洗練されたサービスを提供

株式会社南信州観光公社

株式会社明神館

事業概要：体験型観光サービス

事業概要：老舗旅館
「明神館」
の経営

所在地：長野県（関東）

業種：観光

サービスの高付加価値化

所在地：長野県（関東）

業種：ホテル・旅館

■提供サービス

■提供サービス

南信州に住む人々自身がインストラクターや案内人となり、訪れた人々に普段の仕事や暮らし・趣味、地域の豊かな
自然や固有の歴史を知ってもらうことにより、様々な交流や思いを生み出し、「ほんものの感動」を味わってもらう
体験型観光サービスを提供している。

顧客に満足してもらえる質の高いサービスの提供を目指して「本物」
「本質」を追求。ゆったりとくつろげる空間づくり、
*!3有機認定自家農場の野菜などを使った料理の提供などに注力しているほか、いち早くエコロジー活動にも取り組
んでいる。また、日本の文化や伝統を海外に発信することで海外客の誘致も図っている。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

同社の強みは、旅の個別化志向が鮮明になり、旅の質が問われ、 ほんものの感動 が求められる現代、地域住民が
観光資源を発掘し、農林業体験を中心とした体験型観光を創造・提案するよう働きかけたことで、住民の関心を高め、
地元意識を向上させるなど、地域全体の活性化にも大きく貢献した点にある。

時代を確実に捉え、変化する顧客のニーズに先回りをして常に新しい価値を提供できるよう、徹底した顧客志向で空
間と料理の価値を追求。独自のオーガニックフレンチを導入するなど新しい提案を継続することにより、質の高さを
認定された世界各国のホテル・旅館やレストランでつくる協会（本部：フランス）の「ルレ・エ・シャトー」から加
盟を承認されている。

s 地元住民たちは飯田や下伊那には観光資源が少ないと考えていたが、地元の住民が観光資源にはならないと思って
も、都会から来た人たちにとっては新鮮に映る豊かな自然や文化があり、これらが観光資源になることに気づく。
そこで、各市町村の観光担当者に、自分の村や町にあって当然だと思うものでも、観光資源になりそうなものをす
べて拾い出してもらうように依頼し、各町村が観光資源の発掘に懸命に取り組んだ。また、すべての住民が地域の
資源をきちんと認識できるよう、成功する、しないは別としてイベントを企画してもらうことで、住民自身が地元
に関心を持って取り組む姿勢が強まり、観光資源発掘の活動が活発化した。
s 学生を主とした農家民泊などの体験教育旅行、桜守や和菓子体験、南信州名山トレッキングなどインストラクター
の質が重要なメニューが多いため、一般インストラクターについては、年に回、公民館等で日間、半日ずつ回
に分けて、全員を集めた集合研修を実施。特に深い専門性が求められる分野では集合研修とは別に、より細かな研
修と実地でのスキルチェックを行っている。
s 南信州は山国でなかなか外へ出なかったという住民性もあって、「結い」（お互いに助け合う）の制度があり、結び
つきがとても強く、歴史も文化もすべてここで育まれて長く伝承してきた。こうした背景から南信州は長野県の中
でも歴史や文化が特に多いことに着目し、これらも観光資源の一つととらえ、霜月祭りや歌舞伎など芸能文化にも
すべて村単位で取り組むようにした。
s 様々な取り組みが功を奏し、同社は黒字体質に転換。単年度売上高約億円を達成している。

s 顧客のニーズに応えることを使命として、家具やその配置、料理の器、もてなしの方法やその空間など、その時々
に必要だと感じたものを提供している。保守的な顧客が去っていくこともあるが、来るたびに変わる明神館の変化
や進化を楽しみにしているリピーターが多い。顧客にリピーターとして定着してもらうためには、新しい提案の継
続によって陳腐化を避けることと、個別の顧客に対する柔軟なもてなしが重要だとしている。

s 年間に度のリニューアルを行っているが、一気に多額の投資をせず、回の投資額を抑えてリスクを分散して
いる。リピーター向け専用のクラブラウンジに最近では庭を加え、また以前置いていたアジアンテイストの家具を
イギリスのものに切り替えるなど、施設の増改築を新しい価値や提案の一部ととらえ、常にトレンドの先取りを心
がけている。

s 料理は旅館の生命線であるとして、常に「本物」を見つけアレンジ。自家菜園で栽培した有機*!3認定の有機野
菜や地元の新鮮な食材を使用した日本初の+)*（+USHI )NSTITUTE OF *APAN）認定レストランでの本格的マクロビオ
ティック（長寿法）料理の提供など、通常の温泉旅館的な料理に終わらない様々な試みを行っている。

s 求められるサービスが高度化していくに従ってそれぞれのプロが必要となったため、アルバイト従業員の採用をや
め、すべて社員で対応。社員教育も重要視し、ザ・リッツ・カールトンなどに社員を連れて行きサービスを体験さ
せたり、社員同士のノウハウの共有にも取り組んでいる。

s 少子化や若者層の旅離れ、車離れなどに対する危機感の中でインバウンド（海外の観光客）への取り組みが必須で
あるとし、マーケティングの一環として「ルレ・エ・シャトー」加盟に取り組み、年承認を取得した。
s 時代のニーズとマーケティングへの影響を考え、エコへの取り組みは必須として、いち早くコジェネレーション発
電やオーガニック栽培などを行い、年月には国際エコラベル「グリーンキー」認証を取得（日本での第号）。
s 不況などの影響にもかかわらず、年月決算でも通年で割以上の稼働率をキープ。利用客は回以上のリピー
ターが多い。
ラフティングやトレッキングなどのアウトドアアクティビティプログラム

酪農や田植えなどの体験プログラム



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社南信州観光公社

老舗旅館「明神館」

ゆったりくつろげる空間づくり
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社明神館



第9回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

第7回受賞企業・団体

国際展開

授乳服の販売やイベント活動を通して、子育て女性のライフスタイルの変革をサポート

独自の音楽教育システムを世界各地に展開し、事業とブランド力強化を実現

有限会社モーハウス

ヤマハ株式会社 ヤマハ音楽教室

事業概要：授乳服、授乳用のインナーの製作・販売、出産・子育てイベントの企画制作

事業概要：楽器・6機器・半導体・リビング機器の製造ほか

所在地：茨城県（関東）

所在地：静岡県（関東）

業種：婦人・子供服の製造・小売

業種：教育・学習支援

■提供サービス

■提供サービス

国内初の授乳服ブランド「モーハウス」を立ち上げ、品質の高い商品の企画・販売を行っている。また、育児中の女
性の各種支援活動など、彼女らのライフスタイルの変革に向けた幅広い活動を行っている。

幼児のための音楽教室としてスタートした音楽教育のノウハウをベースに、大人も対象にした独自の教育システムを
体系化し確立。年より海外でのサービス提供を開始し、現在では世界カ国以上において教室を展開している。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

同社の強みは、国内初の高品質な授乳服の企画・販売と、授乳服の認知向上・活用の推進活動を通して、様々な制約
を受けがちな育児中の女性の自由なライフスタイルの実現に貢献している点にある。また、母と子が職場にセットで
いる、子連れ出勤という働き方「子連れワークスタイル」を確立し、これを企業や社会に情報発信することで、
「ワー
ク・ライフ・ミックス」という仕事と育児の真の共存を目指している。

同社の強みは、長年培ってきたノウハウをもとに独自の音楽教育システムを確立し、これを世界に向けて展開するこ
とで、他の楽器メーカーには類のない世界で初めての組織的な音楽教室展開をしている点にある。また、同時に様々
な音楽普及活動による社会貢献にも注力し、楽器販売という自社の事業とブランド力強化を実現している。

s 年にスタートしたヤマハ音楽教室が成果を出していたことから、日本で成功したこの音楽教室のシステムを
s 代表の光畑氏は、年に当時歳の長女と生後カ月の次女を連れて外出した際に、電車の中で次女が泣き出し、
その場で授乳せざるを得なくなった経験から、人前でも目立たず気軽に授乳できる授乳服の製品化に取り組んだ。
s 育児中の母親は、授乳のために外出を控えるなど、様々な面で無意識の我慢を強いられることが多い。彼女たちに、
もっと自分を解放してハッピーになってもらい、今よりも自由なライフスタイルが存在することに気づいてもらい
たいと考え、国内初の授乳服ブランド「モーハウス」を立ち上げた。
s 同社がメディアなどで取り上げられるのにしたがって徐々に顧客数が増えていった。それに伴ってホームページの
作成やサロンの開設などを進め、規模を拡大した。
s 事業のスタート時は手縫いで授乳服を製作していたが、事業規模の拡大に伴い、工場に発注するなど段階的に生産
方法などを変更し、無理のない形で事業を展開していった。
s 商品企画は、実際に出産・母乳育児を経験しているスタッフが話し合ってデザインづくりや生地を選定。その後、
出産・子育てを経験している専属のデザイナーによるサンプルテストを経て、熟練の職人が丁寧に手作りで生産。
s 年には国内初の授乳服専門店を東京青山にオープン。実店舗の対面販売にも子連れスタッフを採用した。
s 年より、着用した授乳服で実際に授乳している様子を見てもらう「授乳ショー」を実施している。また、
月日の「いいお産の日」、月日の「国際助産師の日」に関連づけたイベントなどを開催しているほか、講演活
動なども展開している。
（以上、定期開催）、
s 顧客が商品を試着したり、顧客同士で交流したりできる「オープンハウス」や「モーハウスサロン」
「モーハウスサークル」（不定期開催）などの活動を推進している。近年は、各地の「モーハウス」ユーザーが独自
に企画したイベントも増加している。
s 「モーハウス型子連れ出勤」と呼ばれる子連れワークスタイルを行っている。また、子連れ勤務には特別な設備投
資が不要で、ハードルも高くないことを、企業や社会に知らしめていくために、コンサルティング活動や情報発信
も行っている。
s 光畑氏は、「ワーク」と「ライフ」を真の意味で共存させたいという思いから、「ワーク・ライフ・バランス」では
なく、「ワーク・ライフ・ミックス」という言葉を使って活動を推進している。

s

s
s
s

s

s
s
s

海外に広めることで、より多くの人に楽器を演奏する喜びを知ってもらうとともに、楽器の販売やヤマハブランド
の強化に役立てたいと考えた。
幼児のための音楽教育を発展させ、独自の音楽教育システムを確立。子どもの音感が発達する時期に音楽教育を行
う「適期教育」、子どもの社会性や協調性を育てる「グループレッスン」などにヤマハ音楽教室の特長がある。また、
教材の開発や指導講師の人材育成面などにおける蓄積されたノウハウやグローバルなネットワークを強みとし、世
界の楽器メーカーで初めて組織的な音楽教室を全世界的に展開した。
年、当時の世界最大の楽器市場であったアメリカにヤマハ音楽教室を開設したのを皮切りに、翌年には
メキシコ、カナダ、タイに、年にはドイツに教室を開設するなど、意欲的に海外展開を行った。
各国の音楽界における影響力のある音楽関係者にヤマハ音楽教室の理念を理解してもらい、友好な関係を築くなど、
地域独自の文化や国民性との融和を図り、様々な場面で協力し合えるよう努力している。
音楽文化に貢献するため、多くの国や地域において、様々な音楽普及活動や支援活動を展開。ヤマハ音楽教室で学
ぶ歳以下の子どもたちが作曲し、演奏を行う「ジュニアオリジナルコンサート（*/#）」は、年から台湾、オー
ストラリア、ドイツの子どもたちによって開催されるようになり、世界各地に広まった。またヤマハ・ミュージッ
ク・ファンデーション・オブ・ヨーロッパ（9-&%）は年、欧州で音楽を学ぶ才能ある若者に奨学金を授与
するために設立された基金であり、支給がスタートした年から現在までに約名の学生がその恩恵に与っ
ている。
年以降、世界の年間ピアノ販売市場約万台の半分のシェアを持つ中国市場に対し、製造拠点を作るなどの
楽器販売戦略を展開するとともに、音楽教室の運営にも注力。年には中国・上海に教室を開設した。中国で
は現在、上海、北京、広州の都市に教室を設けており、直営が会場、楽器ディーラーなどのフランチャイズが
会場で、生徒数は約 人となり、今後もさらなる伸びを見込んでいる。
ヤマハ音楽教室の教育理念を理解し、指導できる能力を持つ人材を確保するため、日本からスタッフを海外現地に
送ったり現地の講師を日本に呼んだりして研修を行うなど、サービスのレベル向上に取り組んでいる。
現在の海外におけるヤマハ音楽教室は、以上の国と地域で 会場、生徒数は万人となり、講師数も 
人と大きく成長している。
ヤマハ音楽教室や*/#、9-&%など、長年の音楽普及活動を通じて、音楽文化の向上に寄与してきたことが、ヤマ
ハの世界的なブランド力強化につながっている。

「モーハウス」サイトトップページ
青山ショップの子連れ出勤



サービスの高付加価値化 ̶ 有限会社モーハウス

国内初の授乳服ブランド

世界各地のヤマハ音楽教室

中国での教室の様子
国際展開 ̶ヤマハ株式会社 ヤマハ音楽教室



サービスの高付加価値化

第7回受賞企業・団体

地域貢献

第3回受賞企業・団体

誰もが使いやすいICTのユニバーサルデザイン普及を目的とした日本初の会社

単なる消費空間からライフソリューション提案空間へ

株式会社ユーディット

ららぽーとマネジメント株式会社

事業概要：企業コンサルティング

事業概要：商業施設の運営・管理

所在地：神奈川県（関東）

業種：コンサルティング

■提供サービス

所在地：千葉県（関東）

業種：不動産

■提供サービス

年に「ユニバーサルデザインという概念を広めるソーシャルアントレプレナー」として起業。様々な年齢・障害・
環境の社員や登録スタッフとともに、アクセシビリティとユーザビリティの観点から、)#4（情報通信技術）を始め
とする様々な製品や、企業や行政の7EBサイトなどを対象にユニバーサルデザインコンサルティングを行っている。

「土地の記憶や文化の尊重」「美しい街並みと都市環境の重視」「コミュニティ・文化の共創」のつの要素を重視し
た地域密着型の商業施設を展開している。

■ハイ・サービスのポイント
■ハイ・サービスのポイント
社長である関根氏の実務に即した経験を活かしながら、障害者や高齢者など多数の登録スタッフの検証に裏付けされ
た精度の高いコンサルティングを行っていることが強み。

同社の強みは、ディベロッパーが展開する街づくり型事業において、長年にわたる商業施設運営のノウハウをベース
に、街づくりの中核を担うコミュニティとしての商業施設を運営して地域貢献している優れたマネジメント力にある。

s 「ライフソリューションコミュニティ」というコンセプト
s 創業当時は企業内部でのユニバーサルデザインへの理解が低い状況であったが、「)4革命」の時流に乗ることで)4
企業を中心に顧客を増やし実績を積んでいった。

s また精度の高いコンサルティングには、障害者・高齢者・ワーキングマザー等の生の意見が必要と考え、当事者を
「ユーザー・エキスパート」と捉えて登録スタッフとして採用していった。当事者を弱者扱いせず、自立して仕事
が行え、自律した意見を言えることを重要視し、その意見を本社研究員が提言としてまとめることで、ビジネスと
して成立する水準を確保した。

s 講演活動や書籍出版を行うことで自社の知名度を広めたほか、各省庁や自治体の審議会・委員会にも積極的に参加。

「ライフソリューションコミュニティ」というコンセプトに基づき、「自分たちが提供する商品やサービスが直接的
にお客様の生活課題の解決につながっていく」という視点に立って商業施設を開発・運営。顧客の生活の中に潜む
様々な課題の一つひとつを丁寧に見つけ出し、その解決のためにテナントと同社がともにアイデアを出し合うこと
が、顧客の支持と期待を高め、新しい消費につながっていくという考え方をとっている。

s 「街づくり型事業」としてのショッピングセンター運営
土地が持つ記憶や文化を尊重し、美しい街並みと環境を活かすのが街づくり型事業。そのための商業施設は、コミュ
ニティや文化が共創される場としても機能し、それが街に活気をもたらす。広い視野をもって街づくりを実践する
ことで、開発エリアだけでなく街全体の価値向上を図っている。

学会や業界活動による幅広いネットワークを活用し、さらなる知名度確保と顧客確保、企業に対するユニバーサル
デザインの訴求を行った。

s 年の「リハビリテーション法条」成立により、米国では政府機関に納入される)4機器および7EBサイト
には、身体障害者でも健常者と同様に使用できる操作性を持たせることが義務づけられた。日本の)4産業が国際競
争力を維持するには、この法令に準拠した国内基準を整備することが必須と考え、経済産業省・総務省に強く働き
かけた。その結果、年、*)3 8規格が策定されるなど、自社の利益以上にユニバーサルデザインやアク
セシビリティの普及に尽力している。

s 設立当初から、障害者や高齢者、ワーキングマザーを含む社員全員が在宅勤務のテレワーカーで、ワークライフ
バランスを実践してきた。今後、団塊の世代が高齢化することで、高齢者の情報発信やテレワークが増加し、また

〜代の働き盛りの人材が介護のためにテレワークを必要とする社会が来ると予測。ネットワークを活用した
在宅勤務が増加し、)4のみならず社会全体が、さらにアクセシビリティを高め、ユニバーサルデザインに対応する
ことが必須になると考えている。そこで自社の重点を徐々に障害者から高齢者にシフトしていく方針で活動を深化
させている。

豊洲や横浜などに展開する複合型ショッピングセンター「ららぽーと」

同社ホームページ



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社ユーディット

同社の働きかけによって策定が行われた「-Ê8nÎ{£規格」概要

商業施設とマンションを併設し、街づくり型の事業展開を行う
地域貢献̶ららぽーとマネジメント株式会社



サービスプロセスの改善

第7回受賞企業・団体

農作物の受注生産システムの構築により、成長の見込める安定した収益を確保

農事組合法人和郷園
事業概要：農業、野菜加工事業、野菜販売業

所在地：千葉県（関東）

業種：アグリビジネス

■提供サービス
従来の収益性が低く安定性の乏しい農家経営を一度白紙に戻し、生産側と流通側の双方が情報を共有し「パートナー」
として展開することが可能な農業のビジネスモデルを構築できないかと考え、和郷園の活動を開始。受注生産システ
ム、野菜加工工場、トレーサビリティ確保などといった食の安全性を確立し、リサイクル工場のそれぞれが連動して
機能するビジネスモデルを構築した。契約先の要望に応じた農作物を受注生産納入することで高い評価を得ている。

■ハイ・サービスのポイント
農業を「製造＋流通＋サービス」の複合事業として捉え、従来の農業流通常識を打ち破る「受注生産方式」を採用し、
安定した収益構造を確立した。

s 流通・販売側が必要としている商品を、必要とされる品質・価格で生産・供給するには、従来の市場経由ではなく、

s

s

s

s

s

新しい生産・流通プロセスが必要であると考え、事前に売買契約を行い、価格や生産品質をお互いに確定させてか
ら種をまき、農産物を育てるというプロセスの構築を模索した。また、農業の生産・流通において、生産側と流通
側がお互いの理解のもとでパートナーシップを構築し、物づくりの大変さと物を売ることの大変さを理解し合った
上で、最終顧客となる消費者に受け入れられる農産物の生産・流通・品質管理システムを導入することを目標とした。
受注生産システムを模索している中で、大手スーパーのバイヤーから無農薬野菜の生産を持ちかけられたことから、
流通側のニーズ（注文）に応じた農産物の生産というスタイルが可能であることを確信。無農薬や低農薬の野菜生
産から受注生産システムの構築を開始した。
受注生産システムを稼働していく過程で、トレーサビリティなどに代表される食の安全性を確立するにあたって流
通・販売面の重要性に着目。無農薬・低農薬野菜生産時からのデータベースを基に、適宜適量、そして的確な農薬・
肥料の使用および履歴を構築。これらのデータの存在により、食品事故に対する取引先への保障（保険への加入）
が可能となり、和郷園取り扱いの農作物に、質の良しあし、流通価格の高低だけではない価値を付加することを可
能としている。
受注生産システムを開始する上で、余剰生産分の商品化対策が必要となり、カット野菜などを生産する加工工場を
設立。規格外の作物を商品として出荷できるメリットもあり、受注生産のバックアップシステムとして有効に機能
させることに成功した。また、地域雇用を生み出す事業としても機能している。
農業という土着性を持った事業を行う上で地域との連携は必須であると考え、その地域に即したノウハウを構築し、
循環型の農業を達成するべく努力を重ねている。野菜くずや近隣の酪農家からの牛糞を原材料とした堆肥生産のリ
サイクルも、近隣の農家と提携することで需要と供給のバランスを取って事業化し、効果を上げている。
受注生産システム、野菜加工工場、食の安全を確保するトレーサビリティ、リサイクル工場のそれぞれが連動して
機能し、自社と販売・流通サイドとがかみ合う「両輪の揃った」ビジネスモデルを構築した。

野菜加工工場（パッケージングセンター）

同組合ホームページ



サービスプロセスの改善 ̶ 農事組合法人和郷園

バイオマスプラント（堆肥工場）

