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第7回受賞企業・団体

人材育成

「楽しく料理を学ぶ」
をテーマに、人気の高い講師を育成し、生徒視点でのサービスを追求

サービスの高付加価値化

第9回受賞企業・団体

特定分野にフォーカスして専門性の高い人材の育成に注力し、派遣サービスを高付加価値化

株式会社 7899eea_d]IjkZ_e

UTホールディングス株式会社

事業概要：

事業概要：製造業のアウトソーシング、製造装置の移設、半導体デバイスの設計・デザインなど

クッキングスタジオの全国展開、家庭用雑貨などの販売

所在地：千代田区（東京）

業種：教育・学習支援

所在地：品川区（東京）

業種：アウトソーシング（半導体・FPD製造）

■提供サービス

■提供サービス

明るく清潔なガラス張りスタジオで、初心者でも簡単に楽しく学べるというクッキングスクールづくりが人気を博し、
全国に事業を展開している。

54グループの持株会社。同社では、アウトソーシング事業、製造装置移設事業、設計開発事業の事業を柱として、
グループ全体でコストダウンソリューションサービスを展開している。グループ傘下の日本エイムは、顧客を半導体・

&0$（フラットパネルディスプレイ）分野の製造事業者に絞り込み、専門性の高い人材を派遣して一層のノウハウ
を蓄積することで、付加価値の高い派遣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、従来、料理初心者や若い女性には雰囲気がわからず、通いづらいと考えられていた料理教室を、明る
く開放感溢れるスクールづくりや魅力的なコース、レシピ開発によって気軽に楽しめるものとした上で、常に顧客目
線でニーズの把握に注力し、より付加価値の高い提供サービスを創出し続けている点にある。

s 従来の料理学校では、若い人や慣れない人は片付けしかできないようなことも多かったため、同社では生徒全員が
一つのレシピを最初から最後まで担当できるよう工夫し、人の講師に生徒は人までという少人数制のプログラ

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、人材の派遣先を半導体・液晶製造現場に特化し、
「ジョブグレード制度」や「オフサイトミーティング」
などの導入で専門性の高い派遣社員のスキルとモチベーションを向上させ、作業改善の提案など、派遣サービスを高
付加価値化させた点にある。また、0$#!（計画・実行・評価・改善）サイクルを構築し、高品質・低コストのアウ
トプットを実現している。

ムを採用。

s 年に商業施設への出店第号となるクッキングスタジオを大宮ロフトにオープン。これは、スクールの調理風
景が外から見える初の「ガラス張りスタジオ」であり、明るく清潔で楽しそうな雰囲気が大きな02効果となって
集客に成功したことから、商業施設からの出店誘致が増え、ビジネス成長の契機となった。

s 「!"# #OOKING 3TUDIO＝料理ができない人のもの」を念頭に、誰でも簡単に調理でき、特殊な器具を使わず自宅
s

s
s

s
s

s
s
s

s

ですぐに作ることのできるレシピの開発を心がけている。
料理とパン、ケーキというつの基本のコースを、さらにレベルやレシピによって細分化。また日限りの「DAYレッ
スン」や、他企業とのコラボレーションなど、メニューのバリエーションを豊かにすることで、生徒に選択の自由
や楽しみを持たせている。
年には、全国どのエリアのスクールでも自由に教室を選べる「フリー通学制」を採用。
「生徒の目線でニーズを拾う」ことを重要視し、生徒向けのアンケート結果や、生徒に最も近い講師が実際に聞き、
感じたニーズをサービスに反映。「DAYレッスン」や「フリー通学制」もこうした意見から生まれ、集客に貢献し
ている。
講師やスタッフの現場感覚を尊重し、権限を与えることで、現場が自ら考える仕組みをつくっている。こうした現
場の意見や提案を人気のあるメニューづくりや円滑なスクール運営に役立てている。
定期的に組織を改編し、異動を実施。きめ細やかな接客が特徴の郊外店と、集客力とスピード感のある運営力を持
つ都心大型店の店長とを入れ替えるなど、それぞれの強みを活かしながら新しい経験を積めるよう工夫することに
より、人材育成が図られている。
0#や携帯電話を使った受講予約によって講師の指名数から人気を数値化し、評価に加えている。
講師の「人間力」をのびのびと育てるために、明るく風通しの良い組織づくりを心がけている。
「#32（企業の社会的責任）」への取り組みとして、食糧自給率向上を目指す「&//$ !#4)/. .)00/.」や、
#/削減を目標とする「チーム・マイナス％」に参画。クッキングスクールにおいても、節水やエコレシピの採
用などで環境問題への取り組みを実施している。また「ABC KIDS」という子ども向けのコースの設置や子どもの職
業体験型テーマパーク「キッザニア」へのスポンサー出店などで食育にも取り組んでいる。
年の創業から約年で、生徒数が万 人、教室・スタジオ数は全国で校に。

選べるコースメニュー



人材育成̶ 株式会社ABC Cooking Studio

講師やスタッフの意見から生まれたサービス「£`>Þレッスン」

s 創業以来順調に業績を伸ばしてきたが、いわゆる)4不況時の 〜 年度は期連続して損失を計上してしまっ
た。そこで同社は、年月に幹部職員を集めて「志の会」を立ち上げ、敗因分析と戦略立案を行った。
「専門性」
「習熟」
「一括請負」
s 会社のミッションは人材のスキルアップを通じてものづくりを支えることと位置づけ、
をキーワードにして事業を再構築することにした。

s 従来はどのような製品分野にも人材を派遣していたが、人材の習熟度、専門性の向上と、製造業務の一括請負（チー
ム派遣）を目指して、事業ドメインを半導体と液晶に絞り込んだ。

s 人材の育成については、研修制度の見直しやEラーニングの導入によって専門性を高めるとともに、モチベーショ
ンの向上に取り組んだ。
「ジョブグレード制度」を導入。技術・
s 顧客（製造事業者）の求めるスキルレベルと派遣社員をマッチングするため、
技能スキルとマネジメントスキルの両面で必要な能力を明示し、一人ひとりの技能を認定した。

s 半導体・液晶の製造現場に人材派遣先を絞り込んだ結果、専門性・習熟度の高い人材により製造ノウハウが蓄積さ
れるようになった。人材の専門性の高さが企業のコアバリューに直結しているので、人材を定着させることとモチ
ベーションを高めていくことが重要になった。
s 人材派遣会社で働く人材は、ふだんは派遣先で働いているため、会社への帰属意識が一般的に低い。そこで、会社
の取り組みや戦略を共有するために、社長が現場を訪問し、社員説明会を開催した。また、社員が安心してやりが
いをもって仕事に取り組める環境づくりを進めるために、経営幹部と現場の社員が意見を交換しあう「オフサイト
ミーティング」を開催した。
s 社員が高いモチベーションをもって生き生きと働ける職場をつくるために、生産性向上などの成果を上げた社員を
表彰するなど、様々な制度を設けた。
s 生産活動における要素-（人材：-AN、材料：-ATERIAL、設備：-ACHINE、工程：-ETHOD）を活かし、最大限の
アウトプットを実現するために、生産活動における管理（品質、作業、設備、安全衛生、現場、労務）を重要視した。
その結果として31#$（3：安全、1：品質、#：コスト、$：納期）の数値があり、その数値を用いて対策・改善・
報告を自ら行い、0$#!サイクルを構築した。

同社ホームページ

1/グループの中核企業・日本エイムホームページ

1/グループ傘下・アルティスタホームページ

サービスの高付加価値化 ̶ UTホールディングス株式会社



サービスプロセスの改善

第4回受賞企業・団体

第1回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

一貫型生花ビジネスと独自の企業向け取引形態の創出で事業を拡大

いろいろな思い出を最後のプロデュースで晴れ舞台に

アートグリーン株式会社

株式会社アーバンフューネスコーポレーション

事業概要：総合園芸コンサルタント、洋蘭鉢の卸売

事業概要：冠婚葬祭の企画運営、式場の開発、イベント各種企画

所在地：港区（東京）

所在地：港区（東京）

業種：生花卸・小売

業種：葬祭

■提供サービス

■提供サービス

胡蝶蘭を中心に" TO "を軸としたフラワービジネスを展開。独自の生産体制で育成した高品質の胡蝶蘭を、企業の社
内事情を考慮した独自の取引形態で販売するサービスを提供している。

社長自身が結婚業界に携わった経験から、葬儀業界にも消費者が求めているものを提供すべき、という考えでサービ
ス提供に取り組んでいる。

■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、胡蝶蘭を購入する企業の内部事情を考慮し、子会社や関連会社を通して胡蝶蘭を販売する独自の取引
形態の普及によって、顧客企業の経費削減や新規事業創造に貢献することで、自社の事業を拡大したというサービス
プロセス改善力にある。

葬祭業という伝統的な業界にあって、消費者の隠れたニーズを引き出し、それを提供することで、高い付加価値の
サービスを提供している。具体的には、
「可もなく不可もなく」が点といわれた葬儀に「企画」の概念を持ち込み、
故人や遺族の思いを反映した驚きのある葬儀＝「感動葬儀」を展開し、これまでの葬儀業界の理念・価値観を変える
取り組みを実施している。

s 胡蝶蘭の苗を育てる過程と花を咲かせる直前の過程を分離し、それぞれの契約農家からよいものだけを買い取るこ
とで、品質の高い花だけを扱う仕組みを確立した。

s 世の中が非常に変わってきているにも関わらず、葬儀だけは昔からその形態が変わっていないことに問題意識を

s 胡蝶蘭の法人需要に対応するため、胡蝶蘭の扱いが多い大手有名花屋の下請けとしての実績を作っていった。
s 法人需要に対応する中で独自の販売体制を確立。大手企業の関連会社を通して胡蝶蘭の販売を行うことで、関連会

持ったことがきっかけで起業。従来、葬祭業は、あくまでも出過ぎないことが求められていたが、まったく逆の発
想で葬儀を「企画」している。

s 仮に小さなことであっても、故人の個性や遺族の思いを反映させた葬儀を企画し、「感動葬儀」を展開している。

社には新たな収益が生まれ、グループ全体では費用削減に繋がるという取引形態を創出し、自社の事業も拡大した。

s 企画には、粗利率の中の一定の範囲をイベントアレンジの経費として使えるように設定している。

アーバンホール東京ベイ

品質の高い胡蝶蘭のみを扱う



サービスプロセスの改善 ̶アートグリーン株式会社

フラスコ内で育てられる胡蝶蘭の苗

ドラマティック葬儀の例。故人の思い出のコーナーをつくる

ドラマティック葬儀の例。古き良き昭和を再現（左）
、天国にエアメール（右）
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社アーバンフューネスコーポレーション



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3回受賞企業・団体

私をキレイにするクチコミの科学

ペットのための医療保険の確立を目指す

株式会社アイスタイル

アニコム損害保険株式会社

事業概要：＠VÃi事業、＠VÃi、および＠VÃiに蓄積されたデータベースを活用した各種サービスの展開、多
数のインターネットメディアをネットワーク化した行動ターゲティング

事業概要：ペット保険

所在地：港区（東京）

所在地：新宿区（東京）

業種：情報サービス／コンサルティング

業種：損害保険

■提供サービス

■提供サービス

国内最大規模の美容情報専門サイト「＠COSME」を中心に、化粧品業界を消費者中心の構造へ変革するべく、ユーザー
向け、メーカー向け、小売店向けのつの事業、つのサービスを展開している。

年月日付で金融庁より損害保険業免許を取得。年月特定保険業から移行した国内初の保険会社とし
て業務を開始した。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

化粧品に関するクチコミ情報サイトである「＠COSME」（アットコスメ）を運営運用。個々人の特性により使用結果
や感覚が異なる化粧品に関する詳細なクチコミ情報をインターネットをうまく活用してローコストで収集。メーカー
にとって必要不可欠な生きた情報に変換し提供することで、メーカーとユーザーをつなぐポータルサイトとして高い
評価を得ている。

同社の前身であるANICOM（動物健康促進クラブ）は年に設立され、日本には根付かないといわれていたペット
保険で、約万 頭の共済契約を獲得（年月末現在）した。その要因は、顧客志向のきめ細かなサービス
開発（マーケットアウト・マネジメント）、ウェブサイトに書き込み自由な掲示板を設置するなど常にオープンな経
営を行う（オープン・マネジメント）といった経営方針にある。

s 同社は、クチコミを「商品購買／使用履歴情報」としてとらえ、データとして蓄積。それらのデータを活用したプ

s 同社では、「動物を種を超えた家族と考える」というポリシーのもと、コールセンターでの電話対応や営業でのホ

ロモーションや業界向けのマーケティング支援などを行っている。

スピタリティを重視している。

s サイト内での直接的なコミュニケーションを推進しないという方針により、ユーザー同士の誹謗中傷・トラブルを

s レセプト（診療報酬請求明細書）の請求システムを独自開発。動物病院から同社に対して毎月回、保険金を一括

最小限に抑えることにつなげ、純粋な「商品レビューの場」としての中立的イメージを確立した。結果としてユー
ザー数・クチコミ件数ともに飛躍的に伸びている。

請求してもらうという仕組みを構築した。これにより、動物病院の事務コストを削減し、また、契約者の保険金請
求の手間を簡素化している。

s クチコミの対象となる商品データベースを拡充し、クチコミの人的チェックを維持している。企業を超えて集約さ

s 顧客からの信頼性を高めるために、企業を「見える化」する一つの試みとして、ウェブサイトでオフィスの映像を

れたこれらのデータは競合他社にはない大きなリソースになっている。

公開している。

s 今後は保険金支払データを活用して、病気を予防するための情報提供などにも取り組んでいく予定。

＠VÃiサイトの運営管理やデータベースの管理を行うエリア



科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社アイスタイル

オープンなオフィス。全オフィスにはライブカメラが設置され
ている

「どうぶつ健保」診療記録簿カード

サービスの高付加価値化 ̶アニコム損害保険株式会社



第4回受賞企業・団体

科学的・工学的アプローチ

第8回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

顧客情報の科学的分析により、戦略的な販売施策を実現

在庫食品の新たな流通チャネルを構築し、食品ロス低減と顧客メリットの創造を実現

株式会社伊勢丹

伊藤忠食品株式会社／株式会社オークネット

事業概要：百貨店業

事業概要：酒類・食品の卸売業／インターネットオークションの運営およびサービス提供

所在地：新宿区（東京）

業種：百貨店

所在地：千代田区（東京）

業種：食品卸／情報サービス

■提供サービス

■提供サービス

流行や気候、気温など変動的な要因に大きく左右されるファッションビジネスにおいて、バイヤーの判断やセンスと
いう属人的な要素だけではなく、「顧客商品分析システム」など科学的手法も取り入れながら、「顧客の好みや用途」
に応じた売り場づくりに取り組んでいる。

従来は廃棄されていた食品在庫の新たな流通チャネルとして、インターネットを介して食品メーカー（販売会員）と
%#サイト（購買会員）のマッチングを図る会員制マーケットを構築し、運営を行っている。

■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、流行に大きく左右されるファッションビジネスの中で「ファッションの伊勢丹」という地位を確立す
るために、感性によるマーチャンダイジングに、アイカードを軸にした科学的な顧客分析を加えることで、顧客対応
力を強化した点にある。

s 口座数万の「伊勢丹アイカード」による顧客情報と、年から導入している0/3レジを利用して、「顧客商
品分析システム」を開発した。

s アイテム別、月別などの0/3データから抽出される売上情報と、「伊勢丹アイカード」から抽出した顧客情報を活
用し、科学的にデータを分析。①顧客の数量的把握と傾向分析、②$-抽出による顧客への具体的アプローチ、③
顧客の個人情報の管理および検索、という機能を活用し、具体的な販売計画や販売促進計画などの顧客施策を策定
している。

s メンズ館では、「売る側の論理」ではなく「買う側の論理」を優先し、革小物・アクセサリー・メガネなどの充実
やメンズコスメの新規導入など、「おしゃれなものがほしい」という顧客ニーズを徹底的に実現している。

本サービスの強みは、両企業の提携により、従来は廃棄されていた食品在庫の新たな流通チャネルとしてインターネッ
トを介して食品メーカーと%#サイトのマッチングを図る会員制マーケットを業界に先駆けて構築し、事業として確
立させた点にある。また、循環型社会の構築に働きかける「-/44!).!)キャンペーン」と連動させることで、事業
価値を高めている。

s 食品廃棄の無駄を低減するため、インターネットを介して食品メーカー（販売会員）と%#サイト（購買会員）を
つなぎ、通常の流通に乗らなくなった食品を販売する会員制"TO"取引を行うマーケットの構築を開始。ネットオー
クションシステムを活用して、過剰製造された商品や不振に終わった新商品、納入期限を過ぎた商品などの、.対
.の相対取引を可能にするサイト「%CO モッタイナイCOM」を立ち上げた。
s 「%CO モッタイナイCOM」に会員登録した販売会員は、簡単に7EBサイトへの販売が可能となるため、商品の流
通性を高め、販売機会の損失や在庫リスクを低減し、食品廃棄ロスを削減できるというメリットがある。一方、購
買会員は、新たな仕入先が増大し、従来以上に多種多様な商品を適正な価格で調達できる。
s 伊藤忠食品の親会社である伊藤忠商事が「-/44!).!)」をブランド化したライセンスビジネスを展開していた
ことから、年にノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイさんが提唱する世界的な環境キャンペーン
「-/44!).!)キャンペーン」と結びつけ、
「%CO モッタイナイCOM」を利用することで売上げの一部がグリーンベ
ルト運動に寄付される仕組みにし、同サイトに「社会貢献」という価値を付与した。
s サイト内は販売会員用のページと購買会員用のページに分かれており、それぞれ)$で入るマイページの仕組みで
運営。どの購買会員に何を売るかは、販売会員が7EB上できめ細かく選択できる。会員制とすることにより、安
心してビジネスを行える仕組みを提供している。
s 通常の窓口担当者に加え、営業担当者が各購買会員に対して定期的にヒアリングを実施。顧客の意向や商品の確認
などを行うとともに、販売履歴をもとにアドバイスするなど、複数路から顧客ニーズを把握し、提供サービスの向
上に努めている。また、販売会員の満足度向上のため、メーリングリストで定期的に新機能や使い方を説明するな
どのサービスを行っている。
s サイトのリニューアルやこまめなマイナーチェンジによりユーザビリティの向上に注力している。
s 商品数は常時平均アイテム、仕入れ原価ベースで月間億円程度がサイトに掲載されている。
s 販売会員数はスタート時の社から社に、購買会員数は社から社に増加した。

「 Vモッタイナイ°V」の仕組み

「 Vモッタイナイ°V」
（ ÌÌ«Ã\ÉÉÜÜÜ°iVÌÌ>>°VÉ ）

6-ブランドを付加した新しい「伊勢丹アイカード」



科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社伊勢丹

ファッションに関心の高い男性顧客をターゲットにした「メン
ズ館」には、コスメティックやジュエリーコーナーも

世界的な環境キャンペーンである「"// キャンペーン」
と協賛
サービスプロセスの改善 ̶ 伊藤忠食品株式会社/株式会社オークネット



サービスプロセスの改善

第3回受賞企業・団体

第2回受賞企業・団体

科学的・工学的アプローチ

食材の売り手と買い手をマッチング

日常生活をベッドサイドに

株式会社インフォマート

株式会社ヴァイタス

事業概要：フード業界企業間電子商取引プラットホーム
「フーズインフォマート
（"" -ÊvÊ>ÀÌ）
」
の運営など

事業概要：医療機関および医療関連企業に対するコンサルティング業務

所在地：港区（東京）

所在地：文京区（東京）

業種：情報サービス

業種：情報サービス／医療情報コンサルティング

■提供サービス

■提供サービス

フード業界の企業間電子商取引プラットフォーム「フーズインフォマート（&//$3 )NFO -ART）」を運営。地方の生
産者・卸売業などの「売りたい」と外食チェーンや百貨店などの「買いたい」を、インターネット上でマッチングす
る「!30商談システム」などを展開している。

同社は、ベッドサイドに設置された情報端末を通じ、テレビ番組や映画・音楽等のアミューズメントに加え、コンビ
ニエンスストアや通信販売等のショッピングなど、入院時における療養生活を日常生活に近づける多彩なコンテンツ
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、単に業界最大のEマーケットプレイスを運営しているだけではなく、製造・配送・販売の各事業者向
けの付帯サービスを!30（業務用のアプリケーションソフトをインターネットを通じて顧客にレンタルするサービ
ス）で提供することによって、業界全体の取引を活性化して、自社のサービスの利用価値をさらに高めている点にある。

ベッド周りの端末を使った同社のサービスは、医療現場における患者と医療従事者双方の実態を徹底的に観察するこ
とから生み出されており、機能や使い勝手に優れているだけでなく、患者と看護師の円滑なコミュニケーションを促
進するなどの点で、医療現場の在り方そのものを変える可能性を秘めている。

s 「!30商談システム」運営

s ポータルサービス

外食、ホテル・旅館、給食・中食、スーパー・小売、卸売業といった食材を仕入れる買い手と、食品製造、生産者、商社、
卸売業などの売り手の双方が参加する「!30商談システム」を通じて、必要とする取引相手を探し出して商取引
ができる仕組みを提供している。このシステムを利用することで、売り手側には買い手側から問い合わせやサンプ
ル依頼が入る。実際に取引に結び付き、年間の売上高が億円も伸びた地方の肉屋など、中小業者のビジネスチャ
ンスが拡大している。

s 「食材甲子園」運営
「食材甲子園」は、県産品・地域食材を取り扱うインターネット上の企業間市場で、マイクロソフトが運営する中堅・
中小規模事業所向けビジネスポータルサイト「経革広場」とコンテンツ連携をしながら、地域の食材を販売・仕入
できる仕組み。年月より、同社が各都道府県の地方自治体や地方銀行、公共団体と連携し、地域食材の販路
拡大・地域活性化への支援として開始。現在までに道府県が参加している。

患者や医療機関に向けて、以下のようなサービスを提供している。
〈患者向けサービス〉
◦各種アメニティーサービスの利用：ビデオ、音楽、ゲーム、メール、インターネット
◦診療情報等の参照：投与されている薬の確認などが可能
◦デリバリーサービスの利用：新聞、雑誌
〈医療機関向けサービス〉
◦診療情報等の参照／入力：血圧や体温などをその場で入力して患者とともに閲覧できるほか、電子カルテと連携
すればカルテも参照可能。最新オーダーの確認も可能

s ストレージサービス
セキュリティを確保した独自の専用線でデータベースセンターへ医療情報のストレージを行うサービスを提供して
いる。

s ネットワークサービス
ベッドサイドから自宅、そして連携医療機関で共同利用できる!30（!PPLICATION 3ERVICE 0ROVIDER）方式による
地域医療連携サービスを提供している。

s コンディショニングサービス
療養中でもベッドサイドでビデオを見ながらできるリハビリプログラムを提供している。

「食材甲子園」トップ画面



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社インフォマート

「フーズインフォマート
（"" -ÊvÊ>ÀÌ）
」マイページ画面

患者参照画面例

電子カルテ端末として利用（安全確認）
科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社ヴァイタス



サービスプロセスの改善

第1回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

第5回受賞企業・団体

オンライン・オフラインで玄関までつなぐ安心の畑

人と人との
「助け合いの場」
を提供するQ&Aサイト

オイシックス株式会社

株式会社オウケイウェイヴ

事業概要：健康にいい食品のインターネット通信販売事業、健康にいい食品の店舗宅配事業
（牛乳宅配店ルートなど）

事業概要：+Eサイト
「"7>Ûi」
の運営および関連する企業サービス

所在地：品川区（東京）

所在地：渋谷区（東京）

業種：食品販売

業種：情報サービス／ソフトウェア開発

■提供サービス

■提供サービス

食品の中でもハイエンドに特化して、生鮮食品、加工品を販売。食の安全・安心が求められる中、徹底的に食品の質
にこだわり、顧客満足度を最大限に追求している。牛乳販売店の流通網と)4による流通網で、相乗効果を上げている。

利用者同士が質問と回答を投稿することができる1!サイト「/+7AVE 」の運営、および企業向けの「&!1管理ツー
ル」や「1!情報活性化ツール」などの開発、提供を行う。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

安全・安心を大前提に、品質の高い生鮮食品、加工食品を提供している。商品の提供は、セグメントに合わせたつ
の流通網（高齢層：既存の牛乳販売店、若年層：インターネット）を整備し、配送時の品質管理も徹底している。

同社の強みは、知識共有の場を提供したことにあるのではなく、「困っている人に善意を持って回答し、お互いに助
け合えるような」場所や仕組みをネット上に作り上げることによって、相互理解と助け合いの精神を根底においた新
しい集合知のあり方を創造した点にある。

s 創業当時、インターネットを介した顧客だけでは不安であったため、既存の牛乳販売店網を活用した物流チャンネ
s 人々の知恵や経験を蓄積した「世界知識資産」を構築し、「情報共有を目的とした助け合いの場」として利用して

ルも開発した。
「崩れず」
「傷まず」扱うために、ロジカルにデータをとり、顧客へ届くまでの管理を徹底している。
s 食品を「割れず」

s 品質の高い商品を提供するため、お客の声を農家にフィードバックする試みも実施している。

もらうことを目指し、路上でステッカーを配ったり、ユーザーへの礼状や訪問などによるヒアリングを行ったりす
るなど、認知の促進と知識の集積促進を図った。

s 法律に触れる内容を含んだ質問や回答、「荒らし」の排除にも注力している。
s 当初は「お礼をする」機能はなかったが、ユーザーの声を受けて「お礼」機能を追加し、回答者に対して礼儀を尽
くすことを啓蒙している。

s 集合知の利用を促進するために携帯電話対応を進め、キャリア（.44ドコモ、AU、ソフトバンクモバイル）すべ
てで0#版と同じ全カテゴリーの閲覧と回答投稿を可能にした。
s 年月には動画や画像、音声で質問や回答が投稿できる「マルチメディア1＆!サービス」を開始し、器具の
使い方がわからないような場合に動画や写真、音声データを使って質問、回答ができる仕組みを構築した。

s 「/+7AVE」で培った1!ノウハウから「&!1管理ソフト」を開発し、企業向けに&!1作成管理ツール「/+7AVE
1UICK !（クイック・エー）」の提供をスタート。さらには「/+7AVE」の運用実績から抽出されたノウハウから、
7EBブラウザで簡単に 1!知識コミュニティ（ナレッジコミュニティ）の構築ができる1!情報活性化ツール
「/+7AVE !3+ /+」を開発するなど、企業向け新サービスを拡充した。
s 現時点の登録会員数は万人、サイトのユニーク・ユーザー数は 万人、質問・回答数は 万件を超える
（年月現在）。またデータベースをレンタル提供している「1! 0ARTNER 3ITE」は件以上、企業向けソリュー
ションの導入企業は社に上る。

お試しセットの例

購入者の手元までトラブルなく届けるために、梱包にも工夫を
凝らしている

+ 作成管理ツール「"7>ÛiÊ+ÕV」の概略
購入者の声は生産者にも届けられ、品質の向上につながる



サービスプロセスの改善 ̶ オイシックス株式会社

「"7>Ûi」トップページ

ホームレス生活を経験したことも
ある兼元氏が、その時代からの軌
跡を綴った著書

サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社オウケイウェイヴ



第9回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

第5回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

食材の調達・管理、店舗調理にこだわり、
「おいしさと安全性」
を顧客に提供

ユーザーが真に必要とする情報を提供する購買支援サービス

株式会社大戸屋

株式会社カカクコム

事業概要：定食専門店
「大戸屋ごはん処」
の運営

事業概要：インターネットメディア事業

所在地：新宿区（東京）

業種：飲食

所在地：渋谷区（東京）

業種：広告／情報サービス

■提供サービス

■提供サービス

定食専門店「大戸屋ごはん処」を直営・&#（フランチャイズ）で展開する。理念である「心と体の健康」を重要視
して味にこだわり、チェーン店でありながらセントラルキッチンを持たず、加工度の低い食材を仕入れて店舗で調理
している。一方で、グローバルな食材調達等の物流体制や独自開発器具による店舗オペレーションなどを確立し、比
較的低価格で「安全でおいしいもの」を提供しており、それらの取り組みの結果、多くの顧客から支持を得ている。

購買支援サイト「価格COM」や、高級ホテル・旅館の予約サイト「YOYA1COM」、グルメ・レストランのクチコミサ
イト「食べログCOM」、新築分譲マンション検索サイト「マンション$"」の企画・運営を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、理念である「おいしさと安全性」を重要視する一方で、グローバルな食材調達等の物流体制や独自に
開発した器具による店舗オペレーションなどを確立することで、理念を保ちつつも、比較的低価格で商品を提供する
ことに成功している点にある。

s セントラルキッチンは持たず、ほとんどを店舗で調理するという仕組みをつくった。セントラルキッチンシステム

s
s

s

s
s
s
s

s
s
s

を導入しなかったもともとの理由は設備投資費用を計上しないことにあったが、味を重視しているため、チェーン
化が進行する過程でもこの方式を貫いた。
世界各地で仕入れた魚は、中国で最低限の加工を行い、食料物流センターを通じて毎日全国に配送している。食品
配送は店舗の発注に基づき、全体の割が毎日発送である。
野菜は摂氏度での保温にこだわり、配送時はもちろん、納入、保管、洗浄、調理に至るまで常に度保温を徹底
している。また、自社野菜工場「大戸屋 '2%%. 2//-」を設け、栽培時、出荷時、納入時、店舗での提供時など、
一連の流れにおける栄養素・おいしさの変化を追求している。
店内で最終調理を行うことにこだわっている。例えば、冷凍魚は店舗の冷蔵庫内で〜時間かけて解凍し、独
自開発した炭火グリルで実際に注文を受けてから焼いているし、付け合わせの大根おろしも、一人前用大根おろし
機を独自に開発し、人前ずつ直前におろしている。
幹部が週に度店舗を巡回し、商品の味やサービスをチェックしている。また、タレ類の調味料はプライベートブ
ランドを使用している。
食品はほとんど加工されずに各店舗へ配送され、季節メニューも多いことから、本部地下のトレーニングセンター
などで、各ブロックごとに月に 〜 度、ミーティング、新メニュー研修を実施している。
「味の品質」を保証するとともに、「健康の品質」を重視している。栄養に関する知識を高めるために、「健康・食
育マスター講座」の受講、資格取得を社員全員に奨励し、食育セミナーも開催している。
あくまで「日本文化」の伝搬を重要視しているため、海外進出にあたっては、現地に合ったメニュー、味付けを行
わず、基本的なオペレーションも変えていない。最大の問題は調味料で、現地で製造・調達できないため、日本か
らの輸出で対応している。食材に関しても、例えば魚の加工は中国で行っているが、いったん日本に輸入したうえ
で海外に再輸出している。
年にタイへ初めて海外出店した。現地では価格を日本と同程度に設定したため、当初は現地在住の日本人が
中心顧客であったが、次第に現地富裕層へと広がりつつある。
国内では、直営店舗、&#店舗をチェーン展開している。海外では、タイ、香港、インドネシアに加え、
年月にシンガポールに初めて出店し、合計で直営店舗、&#店舗を擁する（年月末現在）。
グローバル展開では中国への本格的な進出を視野におきながら、より一層のブランド化を進めている。物流の整備
などを中心に一つひとつ課題を解決していく方針である。

食の安全（野菜のトレーサビリティ）



同社ホームページ

サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社大戸屋

大戸屋Ê,

Ê,""

■ハイ・サービスのポイント
同社のサービスは、単に「価格」と「クチコミ」を提供するだけではなく、価格・スペック・クチコミなどをすべて〈デー
タ〉として捉え、サービスごとに何がユーザー本位の購買支援に必要なデータかという観点でサイトを構成している。
このユーザー本位の戦略と戦術こそが同社の強みである。

s サイト利用者から利用料を取らず、広告や集客・販売手数料を収益源とする同社にとって、パソコンや家電の価格
比較を目的として訪れるネットリテラシーの高い利用者だけでなく、多くのカテゴリーに対し幅広い利用者に訪れ
てもらうことが成長に向けた必須条件であったことから、年、大幅なサイトリニューアルを断行。トップペー
ジのカテゴリー配列（利用者にとっての入り口の役目を果たす）や検索機能の見直し、すべてのカテゴリーの商品
を検索できるようにするなど、利用者の使いやすさを考慮して改良を図った。また、「ランキング情報」は従来、
購買行動にバイアスをかけるとの判断から控えめに扱っていたが、初心者の利便性を考慮して大きく扱うことにし、
「売れ筋ランキング」「注目ランキング」「満足度ランキング」を追加した。

s さらなる「ユーザー本位の新しい購買支援サービス」の提供を目指し、「価格COM」に続いて新規サイトを企画・
運営し、また、クチコミなどの評価情報を提供するサイトの-!（合併・買収）を行った。こうした活動により、
高級ホテル・旅館の宿泊予約サイト「YOYA1COM」、グルメ・レストランのクチコミサイト「食べログCOM」、旅
行のクチコミサイト「フォートラベル」などを開設。また、どのジャンルのクチコミにおいても、クチコミを書き
込む人を大切に扱うことを心がけ、少しでも書きたくなるような機能をつくることに取り組んでいる。

s 年には新築分譲マンション検索サイト「マンション$"」を開設。新築マンションのクチコミという難しい領
域において、一生に数回という大きな買い物を支援するにはどんなデータが必要かを吟味した。また、物件周辺の
環境が良くわかるようにストリートビューにも対応し、「こだわり検索」では「家事快適性」「子育て快適性」「立
地利便性」といった環境や立地条件、設備など、計のカテゴリー項目からの物件検索機能を付加した。そのほか、
全国約都市（市区レベル）のデータを、「老後・医療」「教育」「安全・安心」「経済」のカテゴリーに分類し、
官公庁が発行する報告書や統計書などを集計して偏差値を算出した「街力分析」というユニークな情報を提供して
いる。

s 「価格COM」では、年のリニューアル以降、月間利用者数が増え続け、年月には 万人に上っている。

同社のミッションと展開するサービス

「価格°V」トップページ
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社カカクコム



第9回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

サービスプロセスの改善

第2回受賞企業・団体

作業の効率化と人材育成によって、リーズナブルで高品質な家事代行サービスを提供

クルマの価値を再設計

株式会社カジタク

株式会社ガリバーインターナショナル

事業概要：生活支援サービス等の運営

事業概要：
「ガリバー」
におけるカーライフサポート、
「"tÊÕVÌ」
の運営、クルマ情報総合サイトの企画・運営、
その他自動車流通にかかわる事業

所在地：江東区（東京）

業種：家事代行・宅配クリーニングサービス

所在地：千代田区（東京）

業種：中古車販売

■提供サービス

■提供サービス

通常の掃除・洗濯・料理などの家事代行に加え、買い物代行や宅配クリーニング、宅配カーウォッシュ、ベビー・キッ
ズシッターなど、生活全般にわたる様々なサービスをワンストップで提供している。

従来の中古車販売業者とは異なり、力点を「販売」から「買取」にシフトし、査定基準の透明化による高信頼性の確
保、販売販路の拡大による在庫期間の短縮化等により、従来の業界の常識を覆す。

■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、いまだ黎明期にある家事代行サービスの認知・利用拡大に向け、生活全般のあらゆるニーズに応える
サービスメニューを展開するとともに、自社のノウハウをデータベース化することでサービスの標準化・効率化を図
り、コスト競争力を生み出している点にある。同時に、多岐にわたる能力が求められるスタッフの育成に注力するこ
とで、品質の高いサービスの提供を実現している。

同社は、# TO "、" TO "、" TO #という中古車流通に関わるつの市場を一体的にカバーし、オークション落札価格デー
タベースや車輌自動査定システムなど)4を駆使して、低リスク・低コストオペレーションの仕組みを構築したことに
強みがある。

s 従来の中古車ビジネスにおいては「在庫リスク」や「展示コスト」などが不可避であったが、こうした非効率性を
s 年、伊藤忠食品の新規事業子会社として設立された。従来、日本では他人に家事を任せるという文化が定着
していなかったが、近年は共働きや高齢者世帯の増加などで社会環境が変化していることから、家事のアウトソー
シングニーズに着目。生活に関するあらゆるニーズに応える、顧客満足度の高い総合生活支援サービスの提供に取
り組んだ。
s 買い物代行や宅配クリーニングなど、生活全般に関する様々なサービスをワンストップで提供している。
s サービスコンシェルジュ、サービスキャスト、コンシェルジュデスクと呼ばれるスタッフが相互に連携することに
より、きめ細やかなサービスを提供している。
s マーケティング手法としては、サービスコンシェルジュが顧客を訪問し、最適なプランを提案するケースと、絞り
込んだエリアに折込チラシやポスティングを行うケースが代表的である。
s 幅広い層にサービスを利用してもらうため、サービス提供価格は時間 円からに設定している。
s 低価格と満足度の高いサービスの提供を両立させるために、ノウハウをデータベース化した。これに、サービスキャ
ストの情報や経験を加えて修正していくことで、サービス仕様の再設計や標準化を行い、効率化を図った。
s ニーズは見込めながらも、他社ではあまり行われていなかった買い物代行サービスを提供。他のサービスと組み合
わせることによって、全般的な利用拡大に活用している。
s 年にはシニアコミュニケーションと連携し、両親のケアを考える子ども世帯に向けたサービスとして、
「+!*)4!+5 親孝行プラン」を販売。当日の作業内容や両親の様子を依頼主にメールで報告するなど、きめ細やか
なサービスを提供している。
s マンションコンシェルジュサービスや、家事代行付きマンションサービスも展開している。
s )4化も進め、飛行機やホテルなどと同様に、サービス申し込みの直前割というメニューを設けている。
s サービス品質、顧客満足度の善し悪しはサービスキャストが握っているため、採用時には厳しい面接を行い、採用
後は、マナーや家事代行などのスキルの習得、コミュニケーション能力の向上などを図る研修や教育を実施してい
る。また、顧客のアンケート評価を反映した段階の資格制度を設けている。
s サービスキャストのモチベーションを高めるために、キャリアパスを明示している。
s 現在、東京区でサービスを提供しており、会員数は万人を超えている。

同社ホームページ



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社カジタク

生活全般にわたるサービスをワンストップで提供

事業全体の仕組みで排除・最小化できる体制を構築した。

s 買取店における買取価格の決定など従来の中古車ビジネスでは経験に左右されていた部分を仕組みとして標準化し
た。これにより、査定のスピード化と顧客に対する公開性（＝信頼感）を実現した。

s 来店による買取に加えて、インターネットで査定を申し込んで、出張査定する「#LICK ＆ 0EOPLE」型の買取体制
を導入するなど、集客力を高める取り組みをしている。

s 売れ残りを最小化するために、「売る場」を数多くつくるという発想で販売チャネルを広げている。

エンジンルーム等、車の状態を詳しくチェックする

最新のオークションデータ等をもとに本部で値付けを行う

ドルフィネットシステムを利用した車の画像販売

Óääx 年に開始したリアルタイムオートオークション
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社ガリバーインターナショナル



第3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

異業種とのアライアンスで、顧客に高い利便性を提供

顧客ニーズに応えるサービスの創出により、業務の平準化と顧客拡大を実現

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

株式会社喜久屋

事業概要 ：/-1/9、
/-1/9Êi、カードなどのプラットフォームを通じて、顧客にライフスタイルを提案する
純粋持株会社

事業概要：クリーニング一般加工および衣類のリフォーム

所在地：渋谷区（東京）

所在地：足立区（東京）

業種：エンターテインメント

業種：クリーニング

■提供サービス

■提供サービス

同社グループ会社は、$6$、#$、書籍、ゲームなど複数のエンタテインメントコンテンツを、レンタル、販売、リ
サイクルといった様々な形で顧客に提供。また4354!9!のほか社の4ポイントアライアンス企業で利用できる4
カードを展開し、異業種のトップレベル企業同士による約万店舗のポイントアライアンスの形成により、顧客に「
枚のカードでどこでもポイントを貯めて、使える」利便性を提供している。

全国からインターネットでクリーニングの申し込みを受け付け、宅配便を使って自宅で集荷した衣類をクリーニング
し、最長カ月間無料で保管するサービス「E CLOSET」や、首都圏で夜間集配サービスを行う「ムーンライトデリバリー
」を提供する。

■ハイ・サービスのポイント
■ハイ・サービスのポイント
同社グループの強みは、巨大かつ強固な会員基盤を排他的に守るのではなく、異業種を巻き込んだより大きなプラッ
トフォームへと成長させることでサービスの高付加価値化を図りながら、新しいビジネスモデルとして、カード・ポ
イント事業を育てようとする戦略性の高さにある。

同社の強みは、ライフスタイルやニーズの変化に対応するサービス改革を重ねてきた経験をベースに、「E CLOSET」
という今までになかった全く新しいサービスを創出したことに加え、これを普及させる際に、申し込みや集荷での利
便性を高め、サービスへの不安を少しでも解消するきめ細かな工夫を行った点にある。

s トヨタ式の生産システムを参考にし、通常は衣類を種類別に〜点ずつ洗うところを、同社では点を一つ
• ポイント事業
サービス開始当初は、4354!9!のレンタル会員証を提携先で提示すると4354!9!で利用できるポイント（4ポイ
ント）が付与されるサービスだったが、この4カードを「枚でどこでも貯めて、使えるカード」に進化させ、異
業種を飛び越えて顧客の利便性を図り、ポイントの価値を高めている。またマーケティングデータの活用により、
販売促進に役立てている。
• カード事業
今まで4354!9!でのみ発行していた4カードを、年月から4ポイントアライアンス企業でも発行するよう
になった。年月現在企業万箇所で4カードを発行しており、4カードを所有する会員は 万人となって
いる。また、クレジット機能付4カードには、年月末時点で万人が入会している。

様々なところで発行でき、貯めて使える「/カード」

/会員数の推移



サービスの高付加価値化 ̶カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

のユニットとして洗えるようラインを小さく複数に組み替え、顧客一人に対し一つのユニットで対応している。こ
うした顧客単位での洗浄・管理によって短納期を実現した。

s 「E CLOSET」のサービスを開始後、繁忙期の半分程度だったオフシーズンの工場稼働率がほぼ％と業務が平準
化され、その顧客エリアは全国に拡大した。

s 年、首都圏で7EBと電話で夜間集配サービスを行う「ムーンライトデリバリー （-OONLIGHT $ELIVERY ）」
のサービスを開始、年には在宅時間の短い働く女性や単身者のより一層の便宜を図るため、携帯サイトでの
受注もスタートさせた。

「iVÃiÌ 」では、温度・湿度がコントロールされたウェイティ
ングルームで衣類を保管

「ムーンライトデリバリー ÓÎ」は携帯サイトでも申し込みを受
け付けており、クリーニングの専門家が衣類を集配

創業xä 余年を誇る同社工場の一つ、松伏工場
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社喜久屋



サービスの高付加価値化

第2回受賞企業・団体

第4回受賞企業・団体

人材育成

実はこどもの方が仕事熱心？

学童保育を超え、子どもたちの理想のコミュニティを目指す

株式会社キッズシティージャパン

株式会社キッズベースキャンプ

事業概要：体験型アミューズメント施設
「キッザニア東京
（`â>>Ê/Þ）
」
の運営

事業概要：民間学童保育サービス

所在地：千代田区（東京）

所在地：世田谷区（東京）

業種：エンターテインメント

業種：保育サービス

■提供サービス

■提供サービス

同社は、アメイジング・トイ・デ・メキシコ社が運営する教育とエンターテインメントを統合したエデュテインメン
ト型テーマパーク「キッザニア」の運営を目的として設立された。テーマパークは、ドーム内に子どものスケールに
合わせた街をつくり、数多くの体験コーナー（パビリオン）で職業・社会体験が楽しめるように工夫されている。

同社は、日本で初めて、歳までの小学生を対象としたアフタースクール（学童保育）を運営し、最長時まで子
どもを預か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
メキシコで生まれた事業コンセプトや事業形態自体が、従来のアミューズメント施設とまったく異なるオリジナリ
ティ、ユニークネスを持っているが、同社の強みはこれをただそのまま移植するのではなく、日本の子どもたちの環
境に適合させるきめ細かな配慮と工夫をこらして、日本的なサービス価値、顧客価値を創造している点にある。

同社の強みは、自社の社会的使命を、今日の家庭教育や学校教育では育成することが難しくなっている「自分の生き
たい人生を切り開いていく力を養成する」ことにまで高めた構想力と、それを施設運営サービスの細部にまできっち
りと具現化して、サービス全体の価値を高めた実践力にある。

s 同社は、子どもが将来自分の夢に挑戦する土台となる力を養うベースキャンプのような存在であることを目指し、
s 基本コンセプトや事業形態など普遍的な要素はそのまま維持しつつ、日本ならではの職業や業務内容にアレンジす
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る、日本人の感覚に合ったリアリティを追求する、といったように、日本独自の要素を加えて、日本の子どもたち
の環境に適合するよう工夫している。
「リアリティ」を重視し、道具からユニフォームまで実物そっくりにするなど、職業を臨場感たっぷりに体験でき
る環境を提供している。
働くことの喜びを体験させるための疑似通貨「キッゾ」を発行。働けば、キッザニア独自の通貨であるキッゾが給
料として支払われ、稼いだキッゾで買い物もできる。
現代日本の実体に即した社会を体験し学ぶことができるよう、今どきの日本を反映させたパビリオンを用意してい
る。
子どもたちの目線を重視し、子どたちの意見を取り入れるなど、子ども本位の運営を行っている。
スポンサー企業には宣伝・販促という直接的効果より、#32（企業の社会的責任）視点での取り組みを要請。ス
ポンサー企業の理解を得て、子どもたちが社会を学べる街づくりを推進している。
リピーターを重視した事業運営を行っている。

貴重な放課後の時間を有意義なものにし、「お金を払ってでも行かせたい」「子どもの人生に関わる投資」と思える
価値ある保育サービスを提供している。

s 学校でも家庭でもない子どもの「サードプレイス（第三の自分の居場所）」として、親の都合ではなく子どもが自
ら行きたくなる楽しい場所、毎日いろいろな子どもが集まる理想のコミュニティとなることを目指している。

s 「自然との触れあい」を重視し、農業体験、園芸、昆虫採取・観察、魚つりなどを経験・学習。「創造する」プロ
グラムでは、絵、小説、コマ漫画、工作、作詞・作曲、新聞づくりなどを学ぶ。また、「コミュニケーション」
力を身につけるために、スピーチコンテスト、テーマ討論などを行うほか、「社会体験」として商店街探索、市場
探検、大使館訪問、老人ホーム訪問などを行っている。

s キッズコーチという新しい職業を創設し、資格にこだわらない採用と、ティーチングではなくコーチング能力を重
視した学童保育を超えた様々な新しいプログラムを実施している。

放送局

内視鏡による手術

送迎付きのアフタースクール

生き生きと遊ぶ子どもたち

飛行機のコックピット

/

勉強風景

バランスを考えたキッズミール

サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社キッズシティージャパン

人材育成̶ 株式会社キッズベースキャンプ



サービスの高付加価値化

第9回受賞企業・団体

「トータルマルチベンダーサービス」
により、修理・メンテナンスのワンストップソリューションを実現

第5回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

屋内でも位置情報を取得できるメリットを活かし、ロケーションウェアの可能性を追求

京西テクノス株式会社

クウジット株式会社

事業概要：メーカーサポート終了後のメンテナンスなど

事業概要 ：
「*>Vi }i」
技術のライセンス提供やコンサルティング、位置情報や行動履歴に連動した情報配信サービ
ス
「ロケーション・アンプ」
のカスタマイズ提供およびイベント企画など

所在地：多摩市（東京）

所在地：港区（東京）

業種：電子機器（計測器、医療機器、通信機器）修理サービス

■提供サービス

業種：位置情報提供サービス

■提供サービス

従来は廃棄あるいは代替機器の新規購入以外に選択肢がなかったメーカーサポート終了後の計測器、医療機器、通信
機器を中心とする電子機器に対し、関連企業および個人を顧客として、メーカーや種類を問わずに修理するビジネス
を展開。エンジニアを多能工化することによってフレキシブルな対応を可能にしているほか、修理ビジネスのさらな
る効率化を図るために、専用の部品良否判定ツールなどの開発も行っている。

無 線,!.の 電 波 で 位 置 を 推 定 す る「0LACE%NGINE（ プ レ イ ス エ ン ジ ン ）」 技 術 と サ ー ビ ス を 核 に 事 業 を 展 開。
「0LACE%NGINE」を様々なモバイル機器や位置情報サービスに利用、応用して、ユーザーにとっての新しい機能や体
験価値を提供、また産業界にとっても従来は存在しなかった位置情報サービスの新規市場創造を目指す。

■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、メーカーサポート終了後の機器メンテナンスという、業界の盲点であったサービスで成果を上げてい
る点にある。また、「トータルマルチベンダーサービス」として、トラブル発生時に専門の技術者が時間や場所を問
わず速やかに対応するなどの、ユーザーコンシャスなサービスを展開している。

s 当初は、全国展開により名規模で億円の売上げ、％の利益率を目標とした。
s ニーズの中でも対応スピードを重視し、現在では全国に拠点を設置して、エンジニアを配置している。
s 人員削減中の他企業などからハイスキルを持った人材を採用して、外部のノウハウを取り入れることができた。し
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かし一方では、外資メーカーで自社製品のメンテナンスだけを行ってきた人材や、技術者としてプライドの高い人
材が集まることにもつながり、同社の考え方に共感を得るために尽力した。
修理箇所が焼け焦げている場合や、すでに個々の部品が生産されていない場合は、部品や回路を再設計することも
可能である。また、トップエンジニアであれば修理物から回路図を描き起こすこともできる。
特定の部品についてチェック可能なメンテナンス機器を開発した。そのようなツールの開発により、必ずしもトッ
プエンジニアでなくても効率的なメンテナンスが進められるようなった。
メーカーの依頼でサポートを行っているケースもあるため、パーツなどは好意的に確保することができた。
同社が専門サービスとしてメンテナンスなどを請け負うことによって、メーカーには業務効率化のメリットをもた
らす。同社内でも、突発的な故障への対応と、持ち込みの修理依頼を組み合わせることによって、業務の平準化を
可能にしている。
エンジニア研修やトレーニングスキルの向上に力を入れている。また、各メーカーのメンテナンスだけでなく、該
当企業のエンジニアリング研修まで請け負っている。
担当業務を、通信機→計測器→医療機器のように数年ごとにローテーション化することによって、多様性のある人
材育成を行っている。
計測器・通信機・医療機器のつの柱を持つメンテナンスサービスの専門会社として、業界内の信頼を得ている。
また、メーカー、ユーザー、同社の三者にメリットがある「三方良し」のサービスモデルであり、変動的な業務に
もフレキシブルに対応している。

電子機器やネットワークデバイスが徐々に生活の中に溶け込んできているが、'03（全地球測位システム）技術だ
けをコアにした位置情報には「屋内では使えない」
「衛星の情報を捕捉するのに時間がかかる」などロケーションウェ
アとしての弱点があり、サービスの拡大にも限界があった。同社は、従来の位置測位情報を補完する新しい技術とし
て「0LACE%NGINE」を運用し、屋内の位置や空間を識別することで、人の細かい動きを捕捉し、行動履歴を解析する
などの新たなサービスの可能性を拓いた。

s 「0LACE%NGINE」技術は、無線,!.機器を使って簡単に現在位置を推定し、周辺の関連情報を提供しやすくする。
この技術を、地域情報ポータルやナビゲーションサービス、レストランガイドなどの位置情報関連サービスなどに
利用することで、ユーザーの現在位置や位置履歴に応じた機能やコンテンツ提供が可能となり、各種7EBサービ
スの付加価値を上げたり、販促機能として利用したりできる。

s 同社の「ロケーション・アンプ」サービスは、「場所や空間を)4技術により増幅（アンプ）する」ことがコンセプ
ト。デジタルデバイス上で、ユーザーの現在位置や行動履歴に連動したサービスを提供する。拡張現実感（!2：
!UGMENTED 2EALITY）インターフェースなどを応用したその「場」特有の情報のやりとり（＝インタラクション）
が可能。

同社の創業メンバー

同社ホームページ



自社開発製品「-}>ÀⅠ」

サービスの高付加価値化 ̶京西テクノス株式会社

トータルマルチベンダーサービス

行動履歴の解析などを行う「*>Vi }i」技術

情報配信システム「ロケーション・アンプ」
サービスの高付加価値化 ̶クウジット株式会社



サービスの高付加価値化

第9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

ユーザーの圧倒的な支持を集める人気サイトを生み出し、法人向けサービスの提供へと展開

正確に顧客ニーズを捉えることで、クリエイターと企業のマッチングシステムを日本で初めて構築

クックパッド株式会社

株式会社クリーク・アンド・リバー社

事業概要：料理サイト
「クックパッド」
および携帯向け料理サイト
「モバれぴ」
の企画・運営を通じたマーケティング支援
事業、広告事業および会員事業

事業概要：クリエイティブ業界のマッチング

所在地：港区（東京）

所在地：千代田区（東京）

業種：情報サービス

業種：エージェント

■提供サービス

■提供サービス

年より料理サイト「クックパッド」を運営。年からは、携帯向け料理サイト「モバれぴ」の提供も開始し、

クリエイティブ業界の状況や問題点を正確に把握することで、顧客ニーズを捉えた画期的なサービスを提供している。
従来はマッチングが難しいと考えられていた分野に注力し、システムを構築することで、フリーランサーの環境整備
とクライアントへの高品質のサービス提供をともに可能としている。

用途に応じたサービスの利用を可能としている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、利用しやすいサイトづくりや、楽しみながらレシピの掲載や閲覧を行えるサービスの創出に取り組み
続けることで、ユーザーから圧倒的な支持を集める料理サイトを生み出した点にある。近年は高いサイト06（ペー
ジビュー）と「ユーザーの買い物動線上にある食卓意思決定メディア」としての存在を活かし、企業へのマーケティ
ング支援事業や広告事業で業績を伸ばしている。

s 同社を設立した佐野社長は、インターネットの可能性に着目し、これを活かした事業を行いたいと考えた。起業に
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際しては、一過性に終わらず、「毎日の料理を楽しみにすることで心からの笑顔をふやす」ことができる付加価値
の高いビジネスを模索。誰でも毎日接する「料理」とインターネットを組み合わせた料理サイト「クックパッド」
の提供に取り組んだ。
現在のユーザーに満足してもらうためにはどうすべきかを常に考えながら、様々な取り組みを実施。ユーザーの使
い勝手の向上とサイトの負荷軽減のために、逆3%/対策（検索で表示されにくくする）を行った時期もあった。
初めてのユーザーでも使いやすいように、なるべく言語に頼らなくてもわかるサイトづくりとサービスを追求。特
に、初期にはユーザビリティテストを頻繁に行い、ユーザーニーズの把握に努めた。
「レシピを載せる／レシピを探す」という機能を集約・強化することによって、ユーザーの満足度を高め、利用の
楽しみを深めることに集中した。
投稿されたレシピをもとに他のユーザーが料理を作り、写真付きのレポートを掲載する、「つくれぽ」と呼ばれる
仕組みを設けている。レシピを掲載したユーザーにとっては、他者が自分のレシピを作ってお礼を言ってくれるこ
とが励みになり、ユーザー同士のコミュニケーションも広がっていくため、サイトの活性化につながる。また、投
稿ユーザーのレシピがどれだけ閲覧・印刷されたか、などの情報を無料で定期的に開示・フィードバックしており、
レシピを軸にしたユーザーとのコミュニケーションにつなげている。
年からは「モバれぴ」の名称で携帯向けのサービスもスタートさせ、現在ではキャリアの公式サイトとして
サービスを提供している。0#によるサイト閲覧は 〜 時に、携帯による閲覧は 〜 時に集中しているこ
とから、買い物に行く直前の情報収集は0#サイト、買い物中や料理中の情報収集は携帯サイトといった具合に、
用途に応じた使い分けが可能となっている。
トップページにアンケート"/8を設け、ユーザーニーズの把握とそれに対する速やかな対応に努めている。
法人向けのマーケティング支援事業や広告事業のため、サイトの認知度や社会的信頼度の向上に取り組んだ。
マーケティング支援事業では、企業とタイアップしたレシピコンテストの開催など、ユーザーが実際に商品を使う
機会を増やし、効果的な訴求を行っている。
サイトに蓄積された膨大なデータを活用し、マーケティングに役立つ情報を提供する法人向け!30サービス「た
べみる」の外販を開始した。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、日本初の画期的なマッチングシステムを構築し、成果を上げている点にある。フリーランサーが仕事
に集中して取り組める環境をつくる一方で、クライアント企業に対しては、ニーズに即した人材の紹介・派遣や企画・
制作物を通して付加価値の高いサービスを提供し、双方にメリットを生み出している。

s クリエイターの生涯価値の向上と、クライアントの価値創造への貢献を大きな方針とした。
s 年にナスダック・ジャパン（現在のヘラクレス）市場に上場して資金調達の道をつけ、それ以降は様々な分
野で事業展開するために積極的に投資を行っている。

s 売上げ億円という数値目標を掲げ、年度に達成した。
s 業界別のクリエイター向け情報サイトの整備、専門誌の刊行など、メディアを活用して認知度を高めている。この
ような活動や口コミを通じて、人員を確保している。

s 設立当初は映画監督名の賛同を得て事業を開始するなど、業界ごとに著名な人物から賛同を得ることで信頼性を
確保し、事業展開に結びつけている。

s 参考として、アメリカのクリエイターユニオン（労働組合）をモデルにした。
s 映像分野から始まり、ゲーム、7EB分野へと分野を広げ、現在では、クロスメディアの総合的な提案が可能となっ
ている。事業内容も、エージェンシー、教育、知的財産へと領域を広げている。

s クリエイターとは単発プロジェクト限りの関係ではなく、各人にキャリアプランを提案しながらかかわりを深めて
いる。

s 組織としての強みを活かし、クライアント企業に対して、成果報酬による契約、長期にわたる契約など、クリエイ
ター個人では難しい契約交渉も行っている。

s 現在では、人規模でのプロジェクトの組成が可能になるなど、クライアントには、コスト削減に加えて高品質
なサービスの提供が可能になっている。さらに、フリーランサーの環境整備にも効果を出している。

同社ホームページ
「クックパッド」トップページ



サービスの高付加価値化 ̶クックパッド株式会社

レシピ掲載数は約Ç£万

「つくれぽ」の例

クリエイターのための総合情報サイト
「 , /6 Ê6 」

クリエイター未来診断

サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社クリーク・アンド・リバー社



サービスプロセスの改善

第9回受賞企業・団体

マルチブランド戦略と効果的な出店戦略によって独自の経営手法を確立

第8回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

「飲食店検索サービス」の創出により、飲食店の利用方法の変革と集客に大きく貢献

株式会社クリエイト・レストランツ

株式会社ぐるなび

事業概要：マルチブランド・マルチロケーション戦略によるレストラン経営ほか

事業概要：パソコン・携帯電話などによる飲食店のインターネット検索サービス、その他関連する事業

所在地：渋谷区（東京）

所在地：千代田区（東京）

業種：飲食

業種：情報サービス

■提供サービス

■提供サービス

の外食店ブランドを有し、立地特性や顧客特性に合わせて、カジュアルなフードコートからディナータイプのレ
ストランまで、の外食レストランを運営している。

飲食店のインターネット検索サービスサイトを運営し、飲食店利用者に対する「飲食店検索サービス」と、外食産業
向けの「販促サービス」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、多様化し、変化が激しい顧客ニーズに対応できるマルチブランド戦略と、集客力の高い場所へ優先的
に出店するマルチロケーション戦略によって、独自のレストラン経営を確立した点にある。また、数多くのブランド
と蓄積したノウハウを、商業施設などへの出店提案や不採算店のスピーディな業態転換に活用し、変化への対応力も
強化している。

同社の強みは、インターネットの事業活用への可能性にいち早く着目して飲食店検索サイトを立ち上げ、外食産業と
ユーザー双方に対して段階的なサービスの提供を行うことで認知と理解を獲得し、業界における地位を確立した点に
ある。また営業活動やコンテンツづくりなどに常に変革や開発、改善を行うことで、事業展開にスピードを持たせ、
成長を続けている。

s 同社が三菱商事の社内ベンチャーとして設立された年頃は、外食産業の市場規模がピークから縮小に転じる

s ビジネスを開始した年当時、外食産業は年間兆円の市場を持つといわれていたが、飲食店には毎日の集客
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一方で、顧客ニーズの多様化に対応してあらゆるジャンルの飲食店が出尽くしていた時期と重なり、業界全体が次
の事業展開に向けて方針を模索していた。そこで同社は、多様なブランド展開による自社の差異化と外食産業にお
けるノウハウの蓄積を目標に掲げ、事業開始から年で、売上高億円と株式公開を目指した。
飽和している外食産業で成功するには、従来なかった業態や立地選択が必要であると考え、多様なブランド展開と
集客力の高い場所に出店する戦略を実施した。
当初は、駅周辺の飲食街や地下の飲食街など、幅広いニーズの人々が集まる「集積立地」に出店していたが、
年頃からは、全国各地の商業施設内など「集客立地」での出店展開に注力した。
商業施設への出店が進むにつれ、多様な業態・ブランドおよび新たな業態開発力を有する点が評価され、数店舗を
一括して受託するようになった。
他社の施策が売上げ拡大やシェア向上にどれぐらい寄与しているかを分析し、経営判断に活用している。
様々な業態の顧客情報の共有や意見交換によって新しいサービスやメニューを開発している。
共通して使用できる食材は、グループ全体のコスト競争力を活用してある程度のロットで購入し、効率化を図って
いる。地域で個々に仕入れる場合には、本部から最適な購買先情報を提供し、コストを低減している。
顧客数、従業員の労働時間をすべて本部で把握し、全店の状況を分析することで、顧客数の予測精度の向上、従業
員のシフトの最適化を図っている。
業態を異にする店舗の責任者が多様な価値観を互いに学び、助け合う姿勢や雰囲気をつくることによって、幅広い
業務知識を習得させるとともに、広い視野をもたせている。
出店後に売上げが伸びなかった場合も、地域や顧客ニーズに合わせてスピーディに業態転換を行い、不振店の売上
げ向上を実現している。
積極的な海外展開に向けて、年月には持ち株会社に移行。事業会社が機動的に意思決定し、行動できる体制
づくりに取り組む。
現在、ブランド、店舗を展開するまでに成長した（年月末現在）。
年に売上高が億円を超え、年には東証マザーズへの上場を果たした。

s

s

s

s

s
s

s

同社ホームページ



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社クリエイト・レストランツ

「集客立地」や「集積立地」に効果的な出店展開
）
（ V >表参道「, Ê Ê /,"」

につなげる販促手段がなかった。そこで、同社はインターネットという新しいメディアを活用した販促サービスを
創出し、立地こそが第一条件とされた常識を覆し、飲食店の有効な販促ツールとなった。
まずは登録飲食店を増やすために、カ月の利用料を 円という安価に設定。これは 店が加盟した際のラ
ンニングコストだった。また、ネットユーザーの認知獲得と「外食はぐるなびを見てから」というライフスタイル
を確立することを目指し、ユーザーの利用料は無料とした。
加盟店が万店を超えたのをめどに、営業スタッフが店舗担当としてさらに踏み込んだ販促プランを提案する!%（ア
カウントエグゼクティブ）型営業をスタート。当初は安価に設定していた利用料を月々 万〜万円に変更し、サー
ビスを向上させながら自社の売上げ拡大を目指した。
売上げ拡大に向けた!%型営業を社内に浸透させるため、社内向けの勉強会を開催。社外講師による講義に加え、
営業ノウハウを共有するため、成果を上げている営業スタッフの成功事例を披露する「私の自慢話」や、チームご
との「企画コンペティション」などの独自のメニューを設定し、スタッフ全員の営業力アップに取り組んだ。
年からは地方営業を強化するブロック営業や、営業チームと巡回スタッフ、コールセンターが一丸となって
多角的に加盟店をサポートする営業体制を導入した。一方、飲食店との絆を深めるため、戦略共有会議を全国で開
催し、「ぐるなび」を活用した販促の成功事例を共有。また、従来から行っていた「ぐるなび大学」では、経営を
支援する各種セミナーの開催や地方での開講を拡充。販促ツールの活用事例や英会話、接客サービス向上などのメ
ニューを増やし、参加者数も増加している。
飲食店自身が自店のページを更新できる加盟店管理画面を導入。これにより同社は繁雑な更新作業を軽減すること
ができ、加盟店は個性を活かしたリアルタイムの情報発信が可能になった。
利用者が頻繁に利用したくなるような魅力あるコンテンツにすべく、常にリニューアルを行い、情報の付加やモバ
イルなどインフラ・技術的な変化への対応や利便性の向上に継続して取り組んでいる。また、ビジネスパーソンや
シニア、ママ、秘書、幹事向けなど多様な利用者層別の情報や、鉄道事業者などと提携した沿線別情報、飲食店の
求人やシェフ向け情報などの様々な情報提供サービスに加え、「ぐるなび食市場」や「ぐるなびデリバリー」など
関連事業も数多く創出し展開している。
加盟店舗数は 店（年月現在）、登録ユーザー数（「ぐるなび」会員）は約万人（年月現在）
になった。

「ぐるなび」トップページ

お取り寄せショッピングサイト「ぐるなび食市場」など関連事
業も展開
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社ぐるなび



第5回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

医師や製薬会社のニーズを満たす品質の高い医療情報を提供

サービスの高付加価値化

第4回受賞企業・団体

「長生きよりも豊かな1日に貢献する医療」
を目標に、患者から真に求められる病院を実現

株式会社ケアネット

医療法人社団慶成会青梅慶友病院

事業概要：製薬会社向けの医薬営業支援サービス、マーケティング調査サービス、医師・医療従事者向けの医療コンテ
ンツサービス

事業概要：医療

所在地：文京区（東京）

所在地：青梅市（東京）

業種：医療情報提供サービス

■提供サービス

業種：医療

■提供サービス

医師・医療従事者向けに医療専門情報を提供する「#ARE.ETCOM（ケアネット・ドットコム）」や、国内唯一の医療
専門衛星放送「ケアネット 46・メディカル#H」を運営し、人気番組を$6$化し販売。医薬情報を医師会員に配信
する「Eディテーリング」、日本最大級のインターネット医薬市場調査サービス「Eリサーチ」を提供している。

「最晩年を豊かに過ごす生活の場」として、老人医療の改革をテーマに病院づくりに取り組み、長生きよりも人間と
しての尊厳を重視した医療、介護、生活の一体的なサービスの提供を目指す。

■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、本格的な情報提供サービスの基盤としては脆弱だった自社のリソースの限界を踏まえて、まずそれを
使ってできる情報収集からスタートし、徐々に基盤を強化しながら情報提供、サービス内容の拡充へと舵を切り、最
終的には医師の分のを会員化するほどにサービス価値を高めていった点にある。

同院の強みは、「人生の最晩年」の生き方への問い直しを起点にした老人医療改革への理念を、理念のまま終わらせ
ない不断の教育とサービス改革によって、「あの病院で最後を送りたい」と思わせるまでの価値ある姿にした取り組
みにある。

s 「顧客は患者とその家族」という観点から顧客の要望にあわせたメニューを一人ひとりに用意するフルサービス給
s かねてから運営していた医療専門家医師向け会員制サイト「クラブ・ケアネット」の医師会員（当時の会員数 
人〜 人）をアンケート回答者として調査を行う製薬会社向けの事業を模索し、年月、インターネッ
トによるマーケティング調査「Eリサーチ」サービスを開始した。

食システムや、面会時間の自由化や病院特有の臭いの除去など、顧客満足度の向上を目指して、様々なサービスを
提供している。

s 元気な体育大出身者を「生活活性化委員」に任命し、患者の生活を少しでも楽しくするために各病棟に配置し、体
s 年には「クラブ・ケアネット」の会員が万人を突破したことから、医師会員を対象とした製薬企業の医薬情
報提供の事業化に向けて取り組み、年月、医師会員に対して製薬企業の医薬情報を動画と音声によるストー
リー形式で配信し、医師の視聴反応を収集するサービス「Eディテーリング」を開始。忙しい医師でも効率よく視
聴できるように製薬会社からの情報を、コンパクトでわかりやすいコンテンツに仕立てて提供。同時に製薬会社に
提供するナビゲーション機能によって、医師のコンテンツ視聴反応を製薬会社の-2（医療情報担当者）に伝え、
医師と効率的に面会できる機会を創出した。

操やリハビリ、体力に合わせた「趣味の会」などのイベントを開催している。

s 現場で患者に対応する職員には厳しい教育と評価で理念の徹底を図ると同時に%3（従業員満足）も重視。原則残
業なし、年休％消化、年回週間の連続休暇取得などを制度化しているため、職員の勤続年数が長く、パート
からフルタイムへのシフトも多い。

s 年月、「クラブ・ケアネット」をリニューアルし、「#ARE.ETCOM（ケアネット・ドットコム）」を開設。最
新の医療ニュースや、診療の現場に精通した医師による診療のノウハウの連載、各種学会情報などの医療専門情報
を提供するほか、医学生向け教育コンテンツ、医師への開業支援など医師のステージやライフスタイルに応じた情
報を提供している。

s 現在では「Eディテーリング」を通じて医師に情報を提供している製薬会社は、大手新薬メーカー 社に及び、サー
ビスを利用した製薬会社の売上げにも確かな成果を出している。また「#ARE.ETCOM」の医師会員数は、毎年万
人ずつ増えており、現在万 人に達し（会員全体としては万人）、これは日本で臨床に携わっている医師の
約分のにあたる。

院内各所に設けられた、自由に集えるフリーコーナー

コンサートやトークショーなどイベントも充実

同社のビジネスモデル

番組コンテンツなどの 6 売上枚数は£Ç 万枚



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社ケアネット

プライベートな遊歩道や公園などが隣接した豊かな環境
サービスの高付加価値化 ̶ 医療法人社団慶成会 青梅慶友病院



第5回受賞企業・団体

科学的・工学的アプローチ

「学問知」
と
「経験知」
を結ぶ知の展開で、付加価値の高いサービスを創出

第8回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

電子入札や共同購買システムなどを利用してコスト削減に至る作業プロセスを標準化

株式会社構造計画研究所

株式会社購買戦略研究所

事業概要：ソフトウェア開発、エンジニアリングコンサルティングほか

事業概要：企業の購買業務の総合アウトソーシングサービスの提供

所在地：中野区（東京）

所在地：千代田区（東京）

業種：ソフトウェア開発／ ITソリューションサービス

業種：コンサルティング

■提供サービス

■提供サービス

大学や研究機関で追究される「学問知」と、社会の実務から得られる「経験知」を結びつけ、その相互作用から生ま
れる「エンジニアリング（工学知）」をベースに、コンサルティングサービスやソフトウェア開発を行い、サービス
として提供している。

企業の購買業務を受託し、電子入札や共同購買のシステムによりコスト削減を実現する。買い手には購買の分析を行
い、売り手側には入札に参加しやすいモデルを提示している。業務受託によって実践した購買業務のノウハウを蓄積
して、一連の作業プロセスを標準化し、社員教育に活かして購買のエキスパートを育成している。

■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、建築という限られた分野のエンジニアリングで培った経験知に、科学や工学の新たな「知」を注ぎ込
むことで、エンジニアリングの適応分野を拡大し、その経験知にさらに新たな「知」を注ぎ込んでいくという、巧み
な〈知の展開〉を果たし、「総合エンジニアリング会社」としての現在の地位を築いたことにある。

同社の強みは、どの企業にも必要でありながら、これまで決定的な改善の取り組みが行われてこなかった購買業務に
着目し、電子入札や共同購買など豊富なノウハウによりクライアント企業の購買業務のコスト削減を実現すると同時
に、購買業務一般の作業プロセスを標準化している点にある。

s コンピューターを活用した建築分野の構造設計からスタートした同社は、創業からの構造設計事業の中で、建築設

s 年に購買コンサルティング会社を設立。競争入札で先進的な取り組みを行っていた他社のノウハウを参考に

備産業や住宅設備産業のオーダーに従って部品を展開して製造・納品するというシステムの設計を行っていたが、
このノウハウを展開する形で製造分野などの新しいサービス分野への取り組みを開始した。

して電子競争入札のモデルを構築した。

s 現場で購買担当者と作業に取りかかると、購買業務の基本が体系的に整備されていないことに気づくなど、購買業

s 製造業やソフトウェア製造の分野におけるニーズの多様化、プロダクト・ライフサイクルの短縮化、その中での短
納期要求に対応するため、従来一般的だった人の能力や勘に頼った対応や工数による見積作成を、エンジニアリン
グによって行う客観的評価にシフトすることを図り、ニーズに対応した製品をいち早く市場に投下するためのシス
テム構築や評価を行うコンサルティング・サービス「製造向けシミュレーション、最適化手法を用いたモデル構築
／分析」や、組織的品質保証システム「1 /NE」、ソフトウェア製造におけるプロジェクト計画〜見積策定を、過
去の経験的生産性データに基づいて計画する「+NOWLEDGE0,!.（ナレッジプラン）」（開発元：米国302社）を
提供している。

s

s 旧電電公社時代の鉄塔構造設計のノウハウをベースに情報通信分野にも業務を拡大し、移動体通信関連システムの

s

s

開発、通信ネットワークシミュレーションなどにエンジニアリングのノウハウを展開している。

s

務のあるべき姿について、体系を構築するところから始めなければならなかった。コンサルタントなどのマネジメ
ントのプロ、建築士や広告代理店に勤務経験のある者など、業界別に人間が集まり、この体系を構築していった。
買い手の購買分析を行い、購買方法や問題点を洗い出し、既存の売り手企業以外の候補企業を調査するなどして、
一連の購買プロセスをパッケージ化すると同時に、売り手に対しては、購買品目のスペックをシートにまとめるな
ど入札に参加しやすいモデルを提示した。
顧客に対するサービス提供の流れを「提案〜受託〜実施」などといった段階のプロセスに整理し、その体系化
されたプロセスを「初級編」「上級編」に標準化し、スタッフの教育を進めた。加えて、購買品目別にもノウハウ
の標準化を進めており、方向からの教育体系を構築した。毎日、業務時間の〜割はスタッフ教育に充てて、社員、
アルバイトを問わず購買業務のプロフェッショナルを育成している。
次のような順序でコンサルティング業務を行った。①品目別に既存取引先を分析することで、購買実態を明確化し、
購買要件の取りまとめを行うと同時に、社内体制の見直しを行う。社内体制の見直しにあたっては、担当者の購買
のベーススキルを診断する。場合によっては、購買担当者が不適任であるといった調査結果が出る場合もあり、こ
れらの情報は必ず経営者と共有する。②全網羅的な取引先候補企業の調査を行い、連絡体制を構築することで、製
品・サービス・見積もり情報の入手基盤を構築する。さらに、部署内での購買ルールと役割を明確化する。③情報
入手基盤をもとに優良取引先候補企業を選定する。必要に応じて電子入札、共同購買を実施する。
参加企業は過去累積約社、現行約社程度。登録サプライヤーは提携するシンクタンクからの紹介を含め約
万社に及ぶ。〜カ月にわたる購買プロセスの最適化プロジェクトに参加した企業の平均コスト削減率は、間
接材％、直接材％となっている（電子入札に数品目のみの入札企業を除く）。

同社の業務概要

共同購買概念図

同社トップページ

同社外観



科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社構造計画研究所

同社の提供サービスがわかりやすく表されている
「街の絵マップ」

共同購買実施時の平均削減率イメージ
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社購買戦略研究所



サービスの高付加価値化

第5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

日本のビジネススタイルに合致し、ユーザビリティの高いグループウェアを開発

全国共通化と失効ポイントの活用により、使いやすく社会貢献も可能なポイントサービスを展開

サイボウズ株式会社

株式会社サイモンズ

事業概要：インターネット・イントラネット用ソフトウェアの開発、販売

事業概要：全国共通ポイントカードの発行・運営

所在地：文京区（東京）

所在地：中央区（東京）

業種：ソフトウェア開発／情報サービス

■提供サービス

■提供サービス

「サイボウズ /FlCE」シリーズを代表とする7EBベースのグループウェア製品を中心に、企業向けのソフトウェアの
開発・販売を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
グループウェアでは、日本的ビジネススタイルに合った使い勝手の良さと、導入やメンテナンスにおける情報システ
ム部門の負荷軽減が普及の鍵を握るが、同社の強みは、世界的なシェアを持つ海外製品の弱点を巧みに突いて製品開
発と普及促進を行い、現場での利用価値、導入価値を高めた点にある。

s 従来日本の企業でシェアの高かった海外製グループウェアは、独自のプログラミングを覚える必要があり、インス
トールに手間がかかるなど、専任で担当者を置かないと維持できなかったが、有効に活用されていないケースが多
かった。そこで年月、「スケジュール」「行き先案内板」「掲示板」「施設予約」のアプリケーションで構
成されたシンプルなグループウェア「サイボウズ /FlCE」をリリース。「分のインストールで人まで利用で
きる」をセールスポイントに、販売コストを下げるため、当時は珍しかったインターネットでの直販というスタイ
ルをとる。

同社は、子どもから老人まで誰もが参加して利用できる、全国共通ポイントシステムを展開している。全国的に共通
化することで、加盟店のどこでもポイントが貯められ、利用できるような仕組みを運営。利用対象を増やすために、
企業に限らず.0/や地方公共団体にまで及ぶあらゆる団体の加盟を可能にしている。また、従来は企業の利益となっ
ていた失効ポイントを社会貢献等の寄付に役立てている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、従来は個々の企業の顧客囲い込みツールであったポイントカードを、全国共通のポイントカードとし
て構築することにより、加盟店側のメリットが増大することと、失効ポイントを社会貢献等に活用できる寄付の仕組
みを導入したことにより、顧客側の利便性向上に貢献している点にある。現在の加盟店数は カ所以上、会員数
は約万人で、過去年間の失効ポイントからの還元は 万円に達する。

s 同社は、企業や商店街のほかに.0/や大学などの共通ポイントカードを発行することにより、多彩な分野のボラ

s
s 製品の価値を理解してもらうため重視した広告では、購入のキーマンである情報システム担当者の嗜好を考慮し、
s

「ボウズマン」というキャラクターを使用した。

s 顔の見えない会社から製品を買う不安を払拭するため、サポート体制を充実させている。
s 「サイボウズ /FlCE」以外の製品開発にも取り組み、7EBデータベース「サイボウズ デヂエ」、簡易#2-（顧客
関係管理）システム「サイボウズ メールワイズ」など、数々のシリーズ製品をリリース。またシステムインテグレー
ターからの提案とサポートを受けながら導入できるように販売代行制度をつくるとともに、大企業でも利用できる
「サイボウズ ガルーン」などのソフトを新たに開発した。

s

s 日本のビジネス環境に即したソフトウェアであるべく、ユーザーの要望を取り入れたバージョンアップを行い、ま

s

た既存顧客向けに電話での利用フォローやコミュニティサイトのリニューアルなどの実施により顧客満足度も向上
し、着実にシェアが拡大。現在までの「サイボウズ/FlCE」と「サイボウズ ガルーン」の導入企業は万 社、
ユーザー数も万人となっている。

s
s

ンタリー団体との連携を実現している。ポイント・顧客データベースを共有することで、顧客の利便性を高めると
ともに、低コストで運用可能なポイントカードシステムを構築している。
当初はブランド力不足のためカード発行会員を開拓するのは難しかったが、最近は同社の取り組みおよび理念が市
場の理解を得つつあり、国、地方自治体をはじめ、大企業、中小企業、個人商店等様々な団体の参加が始まっている。
ポイント事業が抱える引当金問題に対しては、年月に予定されている国際会計基準（)&23）適合化への流
れに沿った対応をしている。企業がポイントを発行する場合、消費者保護の観点からも、本来は将来の利用ポイン
トに相当する費用を引当金として計上しなければならないが、現状では大半の企業がそれを行っていない。同社の
場合、加盟店は発行ポイントの相当額を同社に預託し、会員がポイント利用による支払いを行った際には、同社か
らポイント支払い分相当額の支払いを加盟店に行っている。基本的に％の引当金処理対応をしているため、加
盟店が倒産した場合でも、会員は他の加盟店でポイントが利用できるため、不利益を被ることがない仕組みになっ
ている。
他を参考にしたビジネスモデルではなく、独自に考案した仕組みである。各メディアからの取材には積極的に対応
しており、新聞、雑誌、テレビ等を利用することで情報発信を行っている。
年月からは、自治体初の取り組みとして、「鷹栖町ふるさとサポーター登録事業」を開始した。これは、北
海道鷹栖町に関心や愛着がある人にサポーターになってもらい、鷹栖町のまちづくりを町外から応援してもらう制
度である。サポーターには、全国の加盟店で利用可能な同社の「たかすサポーターズカード」を発行し、失効ポイ
ントは自動的に鷹栖町に寄付され、「子どもたちの図書購入費」として活用される。
過去年間では、日本盲導犬協会や骨髄移植推進財団など、地域活性化事業や社会貢献事業などを営む団体に、総
額 万円を寄付している。年度には約 万円の寄付を行う予定である。
加盟店側のメリットとして、①顧客が加盟各店を環流するため新規顧客の獲得が容易になる、②システムの共通化
により個別にポイントを管理する必要がない、③ポイント発行に伴う引当金の管理が不要になる―などがある。
顧客側のメリットとして、①ポイントカードが枚に集約され、ポイントが貯まるスピードも速い、②全国の加盟
店で利用できるため利便性が高い、③買い物以外の用途（慈善活動、地域貢献活動など）にもポイントを利用でき
るため、付加価値が生まれる―などがある。

同社ホームページ
同社の事業と製品群



サービスの高付加価値化 ̶サイボウズ株式会社

業種：ポイントサービス

経営理念と行動指針

ポイントを活用した地域共生ネットワークモデル

様々なオリジナルデザインの券面展開に
対応
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社サイモンズ



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

国際展開

作業量を測定して基準値を算出し、
「必要な作業に人を付ける」
ことによって効率化を実現

変わらぬサービスで外国人旅行客に愛される下町の家族経営旅館

サミット株式会社

澤の屋旅館

事業概要：食品スーパーマーケット、その他生活関連商品の小売チェーン

事業概要：旅館業

所在地：杉並区（東京）

所在地：台東区（東京）

業種：スーパーマーケット

■提供サービス

■提供サービス

「嘘のない仕事」を経営理念に、関東で食品スーパー「サミットストア」のチェーン展開を行っている。日本でいち
早く,30（レイバー・スケジューリング・プログラム）を導入し、作業の効率化を実現した。,30以外にも、店長主
導型店舗運営、ペットボトル自動回収機の設置、レジ袋有料化の実験等、業界でも先進的な取り組みを継続的に採用
している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、日本の食品スーパーとしていち早く,30を導入し、従来は職人気質のスタッフが仕切っていた個々の
売場、作業場を科学的に管理するために、作業を標準化・最適化することで、ムリ・ムダ・ムラを排除したことにあ
る。チェックリストを作成し、定期的に作業をチェックすることで、2%基準（合理的な期待値）に届いていない店
舗があれば、原因を特定し、改善活動を行っている。

s ,30とは、アメリカのスーパーマーケットで生まれた店舗運営方式である。人に作業を割り振るという考え方とは
s

s
s

s
s
s

逆の発想で、「必要な作業に人を付ける」ことにより作業の効率化とコストの削減を目指す。
,30について研究し、実験店舗を設けてグロサリー（食料雑貨）部門から取り組みを開始した。
①すべての作業をリストアップするという基本部分からスタート。
②作業区分を変動作業（物量により作業量が増減する作業）と固定作業（売場面積やハード面により作業量が増減
する作業）に分類。
③蓄積したデータを整理し、人時（マンアワー）として数値化した。人時は人が時間を要する作業である。
④人時を用いて、それぞれの作業の2%基準を算出した。2%基準とは、個々の作業を平常な状態でマニュアル通り
に行うのに必要な時間である。
⑤算出された2%基準を基に個々の作業別・曜日別の基準表を作成、作業割当表にスタッフを割り当てた。作業割
当表は計画した売上高を入力すると、標準の作業時間数と、いつまでにどんな作業をするかが表示される。
実際に,30に基づく作業を開始するとともに、一定の期間をおいて追跡調査を行った。「作業システムチェックリ
スト」を用いて2%基準を満たしているかを評価するという仕組みで、点を及第の目安とした。
作業が予定通りはかどらなかったり、2%基準を満たしていなかった場合、その原因を調べ、作業改善、能力開発
を行った。作業環境、人員配置、スタッフのスキルのいずれかに問題があることが多い。基準値自体に問題がある
がある場合には、この段階で基準値そのものを見直した。
最後に、,30の導入業務を本部から現場のマネジャー、店長に引き継ぎ、以後の,30は店舗主導で行った。
,30が軌道に乗った時点では、店舗ごとに展開するのではなく、グロサリーなどの部門ごとに展開していった。
効果として挙げられる主な内容は、①すべての社員が,30のシステムを基に日のオペレーションを考え、指針と
して活用するようになった、②作業上の問題を現場のスタッフが解決する仕組みが構築された、③スタッフの異動
と作業の引き継ぎがスムーズに行われるようになった―などである。

江戸情緒の残る谷中において、下町の家族経営旅館というアットホームな雰囲気や文化や習慣の違いに寛容に対応す
るサービスなどで、外国人観光客の拠点として活躍、個人外国人客の誘客に取り組んでいる。

■ハイ・サービスのポイント
同旅館の強みは、文化・習慣の違いを乗り越えるサービス、下町の家族旅館らしいサービス、国際標準サービスの取
り入れなどによって「小さな日本旅館の国際化」を図り、探索意欲の高い外国人個人旅行にフィットする日本旅館の
新しいモデルを作り上げた点にある。

s 外国人旅行者の受け入れに積極的な家族旅館組織「ジャパニーズ・イン・グループ」に加盟。同組織から世界に配
布するパンフレットや、それを介して受ける取材などで積極的に情報を発信している。

s 年には英文のホームページを立ち上げたためガイドブック掲載が増加。年にはミシュランガイドブック
にて星を獲得した。

s 文化や習慣の違いから起こるトラブルにも寛容に対応し、門限を守れない旅行者には鍵を貸し出すなど、できるだ
け顧客の意向をかなえるよう配慮している。

s 澤の屋だけではなく、澤の屋のある谷中エリアに興味を抱く欧米流の探索的な個人旅行に対応するため、谷中界隈
の町ぐるみで旅行者を受け入れる体制づくりを進め、五月人形を飾ったり、豆まき、菖蒲湯などの伝統行事を行っ
たりして、日本の下町らしいサービスを提供している。

s 小旅館としては極めて早い時期から宿泊予約客の無断不泊（ノーショー）に対して、クレジットカード機能でキャ
ンセル料を受け取るギャランティー・リザベーション制度を採用し、普及にも尽力している。

宿泊客のほとんどが外国人
「サミット」トップページ



サービスプロセスの改善 ̶サミット株式会社

業種：ホテル・旅館

店舗のバリアフリー化

トレイや牛乳パックのリサイクル

三味線や獅子舞実演のイベントなども

英語版にもなった旅館経営
の奮闘記
国際展開 ̶澤の屋旅館



科学的・工学的アプローチ

第3回受賞企業・団体

第2回受賞企業・団体

科学的・工学的アプローチ

科学的な手法に基づく残価設定支援システムの開発で、車両の資産評価が可能に

R50のシンクタンク

システム・ロケーション株式会社

株式会社シニアコミュニケーション

事業概要：オートファイナンス事業者向け業務支援

事業概要：企業サポート事業、コンシューマー事業、投資事業

所在地：千代田区（東京）

所在地：港区（東京）

業種：ファイナンス

業種：コンサルティング

■提供サービス

■提供サービス

オートリース会社向けにリースアップ車のオークションを行うマーケットプレイスを開発・運営。またオークション
の運営で得た取引データを科学的手法で分析、自動車の資産価値の算定を容易にする残価算出システムを開発し提供
している。

シニア向けの新規事業立ち上げのコンサルティング、シニア向け商品のプロモーションを行っている。

■ハイ・サービスのポイント
今後ますます注目されるシニア市場において、独自に収集した情報とナレッジを活用したコンサルティング＆マーケ
ティングサービスを提供する企業として、他社にマネのできない質の高いトータル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、リースアップ車のオークション運営と、ここで蓄積されたデータを基に、独自の科学的手法で残価設
定システムを構築し、リースアップ車のみならず、動産としての車の資産評価までを可能にしたシステム構想力・開
発力にある。

s 多数のシニア市場調査の結果、会員要望をしっかり反映したコンテンツによるコミュニティサイトを運営している。
s 万人の「-!34%2」会員はオピニオンリーダーとして商品開発や販促に参画、万人の「34!'%」利用者は市

s 全国にカ所の入札会用の車両保管ヤードを保有し、売り手をリース会社だけに絞った形態でリースアップ車の
オークションを行うマーケットプレイスを立ち上げ、サービスを展開。

s リースアップ車のオークションで蓄積したデータを重回帰分析する独自手法の開発に取り組み、独自のロジックモ
デルを構築。リース契約期間満了後の予想売却価格算定システム「26 $OCTOR」を始め、車種カタログデータベー

場代表性のあるシニアとして調査やプロモーションに協力、とそれぞれの特性を活かす運営・管理を行いながら、
シニア市場にマッチしたコンサルティング＆マーケティングサービスを提供できるよう改良し続けている。

s 会員、利用者を重要な経営資源として位置づけ、要望対応のスピードや内容の社内共有など参加シニアの満足度を
高める取り組みをしている。

スや、車両買取価格算出システムなど、様々なシステムを開発・リリースしている。

s 情報感度が高く購買力もある都市型シニア万人の会員と、これまでに実施してきた 件の調査結果と併せて、
s 同社のファイナンステクノロジーにより、流通の仕組みが未整備で価格の算定が曖昧だったリースアップ車の価値

企業サポート事業の優位性を確立している。

が高まり、また難しいとされていた「車両の資産評価」が可能になったことで、日本における残価設定型オートロー
ン普及への道を開く上で大きな役割を果たしている。

同社の事業内容

残価設定支援システム



科学的・工学的アプローチ̶システム・ロケーション株式会社

ビジネスモデル

共同開発商品「本格焼酎なゝこ」

「-/ 」メディアサイト

「-/ ,」会員サイト

科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社シニアコミュニケーション



サービスの高付加価値化

第4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

顧客ニーズをビジネス化し、臨床試験の効率化、迅速化に大きく貢献

人月によらない評価基準と高い技術力で独立系ベンダーの地位を確立

シミック株式会社

株式会社ジャステック

事業概要：医薬品の開発、製造、営業支援サービス

事業概要：ソフトウェア技術開発および販売

所在地：品川区（東京）

所在地：港区（東京）

業種：治験

業種：ソフトウェア開発

■提供サービス

■提供サービス

日本で最初の#2/（医薬品開発受託機関）として、製薬業界に臨床試験のアウトソーシングの概念を定着させただ
けではなく、現在では治験を行うのに不可欠な存在となっている治験実施医療機関を支援する#2#（治験コーディ
ネーター）業務を事業化するなど、医薬品の研究開発から製造、営業、マーケティングなど幅広いサービスを展開し
ている。

ソフトウェア開発専業を志向する独立系のソフトウェアベンダー。能力成熟度モデル統合（#--)） では、国内で
は数例しかない最高レベルを達成している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、社会的認知がなく、しかも法律や行政も未整備であるため制約も多かった医薬品開発の受託サービス
という事業を展開するに当たって、製薬会社にとってのサービス価値を少しずつ高めていき、最終的にはなくてはな
らない存在にしていくという段階的な拡張戦略を採った点にある。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、科学的・工学的なアプローチにより、発注者と受注者の双方に蔓延していた開発業務の不透明な評価（人
月計算）によらない、独自の評価基準をベースにした生産管理と品質管理の仕組みをつくり上げ、同時に自社の技術
力を高めて独立系ベンダーとしての地位を確立したことにある。

s 同社では、「営業」の基本方針として「マンパワーリースではなく、請負契約による受注を推進する」ことを掲げ、
具体的施策としては同社独自の見積方式により、品質、コスト、納期などの裏付けのある見積もりを提案している。

s 同社が#2/事業を開始した当時、日本の製薬会社は自社で研究開発を行っていたが、新薬開発案件が少ない時に
も開発スタッフをキープしておかなければならないという経営上の課題を抱えていた。こうした製薬会社のニーズ
に応えるために、研究開発を外部専門集団へ委託する#2/事業を創出した。

s 「製造」の具体的施策としては、成果物の量と生産性を全社統一基準と個別の変動要素分析により科学的に見積も
るとともに、成果物の出来高と集団・個人の生産性の実績を把握することにより、計量的な予実管理と評価を実施。
これは同社が創業以来、開発をする際の見積もりや実際に開発した結果を生産管理のデータとして蓄積してきたこ
とで可能になった。

s 臨床試験のコンサルティングやモニタリング・スタッフを育成する、臨床試験の症例報告書の内容をデータベース
化し統計解析処理を行う、臨床試験の精度向上のために看護師を#2#として養成するなど、業務を少しずつ拡大
しながら#2/事業を磐石化していった。

s 開発の中核である「技術」の具体的施策では、成果物の量と品質に基づく、開発コスト、開発効率の管理を推進し、

s 新薬開発に高いリスクを孕む製薬業界の産業構造転換の必要性を打ち出し、同社のノウハウを利用することによる

計画時の設定条件を計数化したり、設定条件の変化を測定して阻害要因の排除を行ったりすることで、技術力を正
しく評価できるようにした。

経営のスピード化や効率化の提案で顧客を獲得している。

s 最終的段階である「購買」の具体的施策では、発注側の経営方針や管理能力などを同社が評価するというユニーク
s 製薬会社の企業価値最大化への貢献をさらに進めるために、グループ企業全体で医薬品の開発支援を中心に製造か
ら販売までを支援していく「06#（0HARMACEUTICAL 6ALUE #REATOR）」を標榜し、メーカーとしてではなくサービ

な仕組みを掲げている。

ス業として高品質のものを提供するという戦略を打ち出す。

同グループが提供する主なサービス

「*6 」として顧客の企業価値の最大化を目指す



サービスの高付加価値化 ̶シミック株式会社

同社が創出した ," 事業は現在業界になくてはならないもの
になっている

同社の経営理念

同社の基本戦略
科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社ジャステック



第3回受賞企業・団体

国際展開

科学的・工学的アプローチ

第3回受賞企業・団体

映像コンテンツ業界の構造改革で作品の国際競争力と価値をアップ

物流に革命をもたらした環境対応型総合梱包サービスの提供

株式会社シンク

スターウェイ株式会社

事業概要：映像作品プロデュース事業、投資・コンサルティング事業ほか

事業概要：ゴミゼロ梱包材による物流管理統合システム・サービス

所在地：港区（東京）

所在地：港区（東京）

業種：コンテンツ

業種：物流

■提供サービス

■提供サービス

アニメーションや#'などの映像コンテンツ業界における日本で初めての,,0（有限責任事業組合）を設立し、アニ
メ産業の構造改革に取り組むとともに、国際競争力をつけることでコンテンツの国際的な販売・流通を図る。

省ゴミ梱包形態「イースターパック」の開発・販売およびそれを利用した総合物流サービス「環境デリバリーパック」
の提供、環境対応物流システム「%30 TAKE」の開発運営、0#のコンフィグレーション・ネットワークセットアッ
プサービスや0#の受入検査・修理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、国際競争力、国際展開力に乏しかった日本の映画・アニメ産業の産業構造そのものの「構造改革」に
取り組み、,,0を活用した事業モデルにより、海外展開の可能性を切り開いた事業創造力にある。

s 同社は、アニメーションや#'など映像コンテンツ領域へのビジネス開発・投資･プロデュースの事業を開始する
にあたり、,,0の活用メリットに注目。「ジャパニメーション・パートナーズ有限責任事業組合（,,0）」を設立し、
伝統的な「制作委員会」方式から「,,0」方式の制作への切り替えを促進した。
s ,,0の特徴である「有限責任」「内部自治」「構成員課税」という利点を活用し、これまで参画が難しかった業界外
企業の参加や資金の透明化、事業貢献度による成功報酬額の変動など、幅広い参加者の実現とそれぞれの参加者に
メリットをもたらす新しい映画制作のスキームを提唱している。

s ,,0の導入による産業構造自体の根本的な改革によって、海外でも通用し得る新しい事業体質を創造した。
s 海外マーケットでの販売を考慮し、制作ノウハウや販路を開拓するため、欧米の大手メディアやコンテンツ企業と
数多くの共同制作実績を持つインドのアニメ制作会社$1%（$1 %NTERTAINMENT）と提携した。

■ハイ・サービスのポイント
同社は、再使用可能な梱包箱「イースターパック」を開発し、
「イースターパック」のリースと物流関連サービスをセッ
トで提供することにより、梱包作業の負荷軽減や梱包資材の回収・廃棄コストの削減など、荷主側のコストダウンや
流通工程の効率化を実現した。

s 同社は、伸縮性に優れた特殊ウレタンフィルムを緩衝材として利用した梱包箱「イースターパック」を開発。従来、
精密機器の配送には大量の梱包資材と人員を必要としたが、「イースターパック」の利用により、梱包作業の工数
や時間が低減でき、梱包資材費の削減も実現できる。また、「イースターパック」は繰り返し使用でき、最終的に
古紙として再資源化されるため、梱包資材廃棄の手間と費用の削減および環境負荷の軽減にも寄与している。

s 無線)#タグ（2&)$）を利用して、「イースターパック」の出荷・着荷情報や内容物の情報などを管理する物流管理
システム「%30 TAKE」を開発。)#タグを活用してトレーサビリティ機能を持たせることにより、インターネッ
トを通して荷物の依頼者が自分の荷物の状況を確認できるほか、量販店、メーカー、配送会社で分断されていた商
品や顧客の情報を有機的に結びつけることに成功した。

s 東京都から出資を受けたアニメ制作支援事業「動画革命東京」は、個人や中小アニメーション制作会社のクリエー
ターにパイロット版映像の制作資金を提供し、作品を制作するもの。完成作品は国際メジャーデビューを視野に、
世界各地の映画祭やフィルムマーケットにも出品している。

同社の事業部門

動画革命東京



国際展開 ̶ 株式会社シンク

*により制作資金の流れが明確に

イースターパック

伸縮性の高い、特殊なウレタンフィルム
科学的・工学的アプローチ̶スターウェイ株式会社



科学的・工学的アプローチ

第2回受賞企業・団体

人材育成

第4回受賞企業・団体

ITとリアルの融合

教育が文化として浸透し、スタッフ全員で優れた人材を育てていく病院

株式会社ゼイヴェル（現社名：株式会社ブランディング）

聖路加国際病院

事業概要：女性向けネットメディアの運営、ブランディング、
7iL・モバイルプラットフォームの企画・開発・コンサル
ティング、女性向けファッション・ビューティ市場のリサーチなど

事業概要：医療

所在地：港区（東京）

所在地：中央区（東京）

業種：情報サービス

業種：医療

■提供サービス

■提供サービス

女性向け携帯コンテンツ運営で事業を開始し、平成年より「GIRLSWALKERCOM」を立ち上げ、日本最大規模の女性
向け携帯ポータルサイトへと成長させた。サイト上でのアパレル、化粧品、アクセサリー、香水等の商品販売・広告
事業のほか、強いメディア力を活かしてモノ・サービスのブランドプロデュース事業を展開している。

患者の精神面も含めた「全人的ケア」をモットーに、専門の医師だけではなく、すべてのスタッフが一体となった質
の高い医療サービスの提供と、それを支えるスタッフの教育に力を注いでいる。

■ハイ・サービスのポイント
■ハイ・サービスのポイント
同社は、ファッション販売におけるモバイルコマースの先駆者として、携帯電話がモノクロ画面だった頃からサービ
スプロセスの革新に取り組み、着実に販売実績を伸ばすとともに、イベント連動型の「クリック＆イベント」という
新しい購入スタイルを創出した点に競合他社を圧倒する強みを持っている。

同院の強みは、人材教育において、教える組織、教えるプログラム、教える文化のいずれにおいても、「全人的ケア」
という病院の理念に裏打ちされた同院ならではの奥深い教育理念を貫徹し、「そこで働きたい」「そこへ戻りたい」と
いう人材を育成した点にある。

s 古くから人材育成に力を入れていたが、職種ごとに教育が分離していたため、現院長就任の年に「教育研修
s 携帯で服を売ろうとした当初は、大手衣料メーカーから相手にされなかったため、中小の在庫処分品を扱うことか

センター」を設置し、教育の組織化・集約化を行う。

らスターした。

s 同院に在籍する多くの医師がアメリカの高度な研修制度「RESIDENCY TRAINING」を受けていることから、同院では
s 試行錯誤を繰り返しながらサービス提供プロセスの革新に取り組み、「携帯電話でアパレルは売れない」という常

同様のプログラムの実施を目指し、丁寧な指導でこれを実現した。

識を覆した。

s 看護師教育においても、年目、年目、年目とラダー（はしご）を登っていくような研修プログラムの評価が高い。
s 携帯サイト以外でのサービス提供として、年月「東京ガールズコレクション（4'#）」を企画。「クリック
＆イベント」という全く新しい販売手法を開拓して、世界中から注目された。

s 同院では自分自身が勉強しながら次代に教えることがミッションの一つだと理解しているスタッフが多く、「自分
が教わったように教えていく」という教育文化が浸透している。

s ファッション販売にはクロスメディア戦略が不可欠との認識から、「携帯発の女性ブランド」をつくり、全国の
s 研修を受けたほとんどが将来ここで働きたいと願い、採用人数名に対して倍率は約倍。

リアル店舗での販売に進出した。

s 日々のサービス向上委員会において、患者サービスの向上改善活動に注力した結果、クレームが激減した。

女性向け携帯メディア
「}ÀÃÜ>iÀ°V」トップ画面

携帯ショッピングサイト「ガールズ
ショッピング」トップ画面

史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション」 モデルが着用している洋服は
携帯からその場で購入可能



科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社ゼイヴェル（現社名：株式会社ブランディング）

近代的で明るく美しい病院

医師臨床研修の理念
人材育成̶ 聖路加国際病院



第9回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

「安全・安心」
の提供をコンセプトに、ハード・ソフト両面で特徴のある老人ホームを創出

第3回受賞企業・団体

個人顧客向けの小額決済に特化し、生活密着型の金融サービスを提供

セコム医療システム株式会社

株式会社セブン銀行

事業概要：在宅医療、訪問看護、介護・医療機関支援サービスなど

事業概要：銀行業

所在地：渋谷区（東京）

所在地：千代田区（東京）

業種：医療・介護サービス

サービスの高付加価値化

業種：銀行

■提供サービス

■提供サービス

同社はセコムグループの医療・介護部門を担っている。従来の老人ホームの建築構造やメンタルヘルスなどのハード・
ソフト両面の諸問題を洗い出し、それらを解決する独自の施設・サービスを生み出して、高い評価を獲得している。
スタッフのユニフォームを統一してセクショナリズムを排したり、他部署の仕事を経験させる研修を実施したりする
ことにより、高い定着率を保つなどの成果も上げている。

セブン銀行は、個人顧客向けの小額決済に特化し、わが国最大の流通ネットワークをベースに、原則時間日稼
働する!4-ネットワークを構築し、!4-サービスを中心とした生活密着型の金融サービスを実現している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、既存の老人ホームの経営を引き継いだ後、独自にノウハウを蓄積し、経営理念である「安全・安心」
をコンセプトに、独自の視点から新たな老人ホームをつくり上げている点にある。さらに、ユニフォームの統一や「ク
ロストレーニング」の実施により、スタッフのモチベーションとチームワークの向上も実現している。

s 年、経営不振に陥っていた「サクラビア成城」の経営を引き継いで老人ホームの運営を開始し、年には「ロ
s

s

s
s
s
s

イヤルライフ多摩」の経営を引き継いだ。個々の老人ホームの運営はそれぞれ子会社を立ち上げて任せている。
これらの既存施設を運営していく中で、施設のハード面（動線の不具合など）、ソフト面（サービスのあり方など）
の改良課題を洗い出し、それらを解決した独自の老人ホーム「セコムフォート」シリーズを展開した。「セコムフォー
ト」シリーズは、セコムの理念である「安全・安心」をコンセプトに運営されており、年に「コンフォートガー
デンあざみ野」、年に「コンフォートヒルズ六甲」がオープンしている。
一般的な老人ホームでは、利用者が要介護状態になった場合、もとの居室から介護専用居室に移すケースがほとん
どであるが、いったん介護居室に移してしまうと回復意欲が失われるケースがあるなどの問題がみられた。同社で
は、介護からネガティブなイメージを取り除き、入居者自身の社会性を保つために、居室を完全に移すのではなく、
リハビリテーションなどを行う中間スペース（食事、リハビリなど機能別に利用）を設けた。
「セコムフォート」シリー
ズでは、このような共用部分が施設内の％以上を占めている。また、介護居室に移った後も、従来の居室を併
用することができ、回復すればもとの生活環境に戻れる仕組みとした。
「コンフォートガーデンあざみ野」では、広い庭（建ぺい率割、緑化率割）を活かし、東京農業大学と共同で、
園芸療法士による園芸教室を週間に一度開催しており、ここまで本格的に園芸療法を実施している施設は他にない。
「セコムフォート」シリーズでは、看護師とケアスタッフのユニフォームを統一し、上下関係を連想させる外見の
相違を改めた。ユニフォームを統一するまで、看護師は白衣、ケアスタッフはジャージ姿が多かった。
運営する施設で合同研修を行い、他部署の仕事を実際に経験させる「クロストレーニング」も実施した。例えば、
料理長にケアスタッフの経験をさせる一方で、ケアスタッフにはキャベツ刻みなどの調理経験を積ませている。
これらの取り組みの結果、以下のような効果が得られている。
◦オリジナルの老人ホームをつくり、独自のサービスを提供することで、高い評価を得ている
◦中間スペースを設けることで、元気な人がリハビリの様子を間近で見ることが可能になった
◦園芸療法によって、長生きを肯定的に捉えてもらえるようになり、植物の話題を介して他者と対話するきっかけ
も生まれた
◦「クロストレーニング」の実施により、スタッフが自分や他人の仕事を異なった視点から見直すようになり、仕
事に対するモチベーションが上がっている
◦介護業界の平均定着率が割程度なのに対して同社は約割で、スタッフの定着率が同業他社と比べて高い

同社ホームページ



サービスプロセスの改善 ̶セコム医療システム株式会社

右上から時計回りに「コンフォートガーデンあざみ野」
「サクラ
ビア成城」
「ロイヤルライフ多摩」「コンフォートヒルズ六甲」

■ハイ・サービスのポイント
大手流通グループからの銀行業進出は、既存銀行に比べていかに利便性と付加価値性を高めるかが成否の鍵になる。
同社の強みは、セブン イレブンという生活密着度の高い店舗への!4-設置に力点を置き、スピーディに全国展開を
果たし、さらに複数台設置や金融サービス充実などで付加価値性を高めている点にある。

s !4-設置
!4-の設置を徐々に進め、年末には全都道府県に設置を完了した。年月末時点で、設置台数は万 
台。今後は利用客の多い空港への設置や、駅・ホテル・病院・高速道路のサービスエリアやパーキングエリアなど
に積極的に展開を実施する。

s 提携金融機関の充実化
年月末時点の提携金融機関は、銀行行、信用金庫庫、信用組合組合、労働金庫庫、*!バンク、
*&マリンバンク、証券会社社、生命保険会社社、その他金融機関社の計社に及んでいる。
s 金融サービスの充実
主に個人の顧客を対象として、!4-とインターネットバンキングなどのリモートバンキングのサービスが一体と
なった預金口座を提供。イトーヨーカドー内での有人店舗などを通じて他社の商品・サービスを提供する銀行代理
業務と取次業務を行う。

セブン銀行の/
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社セブン銀行



第7回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

人材育成

第7回受賞企業・団体

居抜き物件の活用と一店舗一業態のマルチコンセプト
（個店主義）
戦略により効率的な店舗運営を実現

優秀な講師育成システムと、顧客第一主義により高付加価値型教育コンテンツを提供

株式会社ダイヤモンドダイニング

J79株式会社

事業概要：飲食店の経営、飲食店の企画・運営、飲食店の経営コンサルティング

事業概要：資格取得における教育コンテンツの提供

所在地：港区（東京）

所在地：千代田区（東京）

業種：飲食

業種：教育・学習支援

■提供サービス

■提供サービス

年月に第号店「6!-0)2% #!&%」を開店以後、数々の業態を継続的に出店しているが、同一ブランドによ

年の設立以来、卓越した教育コンテンツを競争力の源とし、各資格講座に最新のコンテンツと優秀な講師陣を
投入することで早期に合格率を引き上げることを基本戦略としている。さらに、それらをサポートする効果的なカリ
キュラム編成、充実した受講者サービス体制など、効率的に合格へとつながる万全のシステムが構築されている。

るチェーン店展開を避け、それぞれに独自のコンセプトを持たせた「個店」として経営しているのが特徴である。例
えば「不思議の国のアリス」をコンセプトにしたレストランや、日本の昔話をコンセプトとした居酒屋、専門性を高
めた焼肉屋など、その業態は店舗の数だけ異なる。

■ハイ・サービスのポイント
■ハイ・サービスのポイント
居抜き物件を活用して出店コストを抑え、一店舗一業態のマルチコンセプト（個店主義）戦略により同業他社との差
別化を図りながら、業態陳腐化のリスクをヘッジ、流行や嗜好の変化にサービスを対応させている。また各店舗への
権限委譲によるサービスプロセスの改善によりコスト低減に取り組んでいる。
s 意表をついた店名や内装による話題性を狙い、7EB上の評価・口コミが流行している7EB時代を見据えたマー
ケティング戦略を立てている。
s 新規出店投資コストの低減化のため、居抜き物件を多く活用している。
s 外部環境に対して柔軟に対応可能なマルチコンセプト（個店主義）戦略の事業を展開し、立地条件や顧客のニーズ
に対応した単一業態の店舗を運営。年月期中に店舗業態を目論む（年月末現在：店舗［連
結］、店舗［個別］）。
s 「業態開発力」を活かして、グループ内の不採算店のコンセプト・メニュー等を速やかに変更することによって、
機会損失の低減化を図り、立地条件や嗜好トレンドの変化へ早期に対応できる社内店舗居抜き（リニューアル）も
実施している。
s 各店舗への大幅な権限委譲により、店舗ごとに状況に合わせてスピーディに対応する仕組みを採用。食材の廃棄を
抑え、食材の高騰の際には、その時々に応じて代替食材を使用したメニューを機動的に導入することで、食材リス
クの対応・回避を可能とした。
s 個店の店長に大幅な権限委譲を行って、モチベーションの向上を図る。
s グループ内店舗での店長や料理長のローテーションによりスキルアップを図っている。
s 同一施設複合店舗展開により、さらに一層の効率化（食材の効率化、厨房の一体化と顧客の機会損失の低減など）
に取り組む。

マルチコンセプト戦略の店舗。
「個店」それぞれに独自のコンセプトがある



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社ダイヤモンドダイニング

教材の改訂などを中心に常時教育コンテンツのブラッシュアップを行い、社会ニーズに応じて新規講座も積極的に開
講することで、他社には類を見ない充実した受講システムを確立した。その背景には資格講座に取り組む顧客の気持
ちや要望を把握して、それをしっかりとサービスに反映させていく顧客第一主義を追求するという方針がある。

s 資格試験に合格できるシステムの追求が同業他社との最大の差別化となっている。他社では一度開発した教材を
〜年使い回してコストダウンを図るところもあるが、同社は法制度の変更や試験傾向などを参考に講座教材を毎
年つくり変えている。

s さらに社会状況に応じて新規講座の開講も積極的に進めており、幅広い受講生の獲得につながっている。
s 優秀な講師の育成に関しては、同社で実施する全国模試の成績上位者から選りすぐって採用するシステムを確立。
ベテラン講師と新人講師を良い面で競争させていることで、指導法や補助教材のレベルアップにつなげている。

s 他社の会計士・税理士講座では、どこの校舎でも同じ教材で同じ講義を同じように行っている。それに対し同社で
は、標準の教材こそ共通であるものの、補助の教材は講師ごとに異なる。これは講師間の自主的な競争を肯定的に
捉え、授業のレベルアップをもたらすものと考えているためである。
s 会計士、税理士、簿記検定の会計系講座から事業をスタートし、年には情報処理技術者試験講座を開講した。
会計系の周辺分野ではなく、対極にある理系の分野をターゲットとすることで、その間にある様々な資格講座を埋
めていくことができ、結果的に法人研修にも携わることになるなど、積極的な多角化展開の成果が表れている。

同社ホームページ

同社事業ネットワーク

受講者数の推移

分野別取扱資格
人材育成̶TAC株式会社



第2回受賞企業・団体

人材育成

サービスの高付加価値化

第4回受賞企業・団体

東京のランチを支える現場力

利用者主体のサービスで、都内最大級の利用者数を誇る公共図書館に成長

株式会社玉子屋

千代田区立千代田図書館

事業概要：給食弁当、出張宴会および折詰め調整、食材の仕入れおよび加工販売、会社・工場・官庁などの食堂受託経
営、新築ビル現場の弁当・食事・雑貨の受託販売、懐石料理、会議用弁当

事業概要：図書館

所在地：大田区（東京）

所在地：千代田区（東京）

業種：弁当

業種：公共サービス

■提供サービス

■提供サービス

都内および川崎・横浜市の一部をテリトリーとして、大手企業の事業所を中心に、常時 内外の事業所に弁当を
販売。現在は製造設備増強により日平均万〜万食を製造している。

時までの開館、図書館コンシェルジュ、千代田区の町案内など、従来の図書館では見られなかった新しいサービ

■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、ミスと無駄を徹底的に排除し、業界標準の分のというロス率％を実現したこと、)4と管理者
の知恵を巧みに組み合わせた「人間系システム」を構築し、業界標準をはるかに超える効率的な配送を実現したこと
にある。

千代田図書館の強みは、利用者の生活実態や千代田区という地域特性の視点からサービスを根本的に見直し、時代や
社会環境にマッチした斬新なサービスで利用者の支持を獲得した点にある。

スを提供している。

「千
s 千代田区には、オフィス街、古書店街、出版社、官庁街、学術機関など様々な社会的要素が集積しているため、

s 「弁当屋の中で一番高い給料を払いたい」という経営理念のもと、従業員の働く意欲、モチベーション形成を重視
している。

s 権限委譲をきちんと行い、社員が責任をもって仕事に取り組めるようにしている。
s 強制的な研修などは行わず、自主的な勉強会のような形で、自発的な取り組みを促している。

代田ゲートウェイ」というコンセプトを打ち出し、千代田区地域を中心とした各機関と協働しながら、様々な企画
展開や、新刊本や古書店の紹介など、地域一体型・協業型の運営を図る。

s 「千代田ゲートウェイ」というコンセプトのほか、利用者のニーズや千代田区の特色を活かした「創造と語らいの
セカンドオフィス」「区民の書斎」「歴史探求のジャングル」「キッズセミナーフィールド」というつのコンセプ
トを設定し、図書館内を利用目的別にゾーニングしている。

s 長期的視点から人材育成にも力を入れ、パートのレベルアップを図っている。

s 指定管理者制度導入により、年からは民間企業グループがそのノウハウを活かした運営を開始した。

s 従業員満足度をさらに高め、「必要とされる会社であり続ける」ことを目指している。

s 時までの開館、日本初の図書館コンシェルジュの配置、机に電源と,!.の完備、書斎のように使えるキャレル
席やソファーで映画鑑賞ができるプライベートシアターの設置など、従来の図書館の概念を変えるサービスを導入
した。

玉子屋の商品



人材育成̶ 株式会社玉子屋

殺菌活水器を使った生産ライン

ゆったりした机で無線  も利用可能

予約制のキャレル席

プライベートシアター

図書館コンシェルジュ
サービスの高付加価値化 ̶ 千代田区立千代田図書館



第5回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

サービスの高付加価値化

第3回受賞企業・団体

業種や就業形態に合わせて利用者が検索しやすい求人情報サイトを構築

遊びの本質を追究して余暇文化を再生

ディップ株式会社

株式会社鉄人化計画

事業概要：求人情報サイト運営

事業概要 ：
「カラオケの鉄人」
ブランドをはじめとした空間提供型アミューズメント施設の運営、音響設備・機器、シス
テム、コンテンツの販売・レンタル・-*
（««V>ÌÊ-iÀÛViÊ*ÀÛ`iÀ）

所在地：港区（東京）

業種：広告／専門コンサルタント／職業紹介

所在地：目黒区（東京）

業種：カラオケ

■提供サービス

■提供サービス

ユーザーの求める就業形態や仕事を選ぶ際の条件など様々な視点から求人情報を検索できるよう工夫し、様々なサイ
トにおいて、アルバイトや派遣、転職など多様な求人情報を提供している。

カラオケ、複合カフェ、ダーツ、ビリヤード事業を展開。カラオケ事業では、単に歌いたいだけではないというニー
ズの本質を掘り下げ、最新機種による多くの楽曲提供などにより、みんなで楽しめる場を提供している。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

求人情報サービスで顧客の,46（顧客生産価値）を上げようとすれば、アルバイト、就職、転職と個々の局面でのサー
ビス充実化を考えがちだが、「日用品は買い続けるが、仕事探しは毎日するわけではない」（同社談）。同社の強みは、
社会変化の中で随時発生してくる様々な就業形態に合わせて専門の求人情報サイトを次々と開設するなど、絶えず
サービスラインナップの改善を行ってきた点にある。

同社の強みは、成熟・飽和市場と言われるカラオケ事業の中で、「遊びの本質をとらえ、遊びを解放する」という優
れたマーケティング視点から、カラオケのニーズやウォンツを掘り下げ、サービスの高付加価値化を実現した点にあ
る。

s 「遊び」の本質を追究し、提供することで「遊びの解放」「余暇文化の再生」に貢献している。
s 従来の求人情報誌では、ページをめくりながら面白そうな仕事を探すスタイルが一般的であったが、ネットには職
種・勤務場所・時給などの条件で検索しなければ希望の職を探し出せないという欠点があった。同社ではこうした
検索自体の問題に加えて、検索結果の中でどうやって特定のものを目立たせるかといった課題に取り組む。

s 派遣情報に特化した「はたらこねっと」では、ありきたりな検索項目だけではなく、ユーザーが仕事を選ぶ時の様々
な視点で検索条件を入れられるように工夫。また年には「はたらこねっと」をI MODE公式サイトとしてオー
プンさせるなど、いち早く携帯電話での情報提供を開始し、ユーザーの利便性を図った。

s 年、「はたらこねっと」からアルバイト情報を独立させた「バイトルドットコム」を開設。年には
I MODE公式サイトに、さらに 年には'03携帯の普及に歩調を合わせて「'03検索」を実装。通いやすい場所や、

s 「鉄人システム」の開発
集中管理により、すべてのカラオケルームで複数の通信カラオケ音源メーカーが利用可能なカラオケ集中管理シス
テムを開発。鉄人システム導入店舗ではすべてのカラオケルームでつの音源機種を利用することが可能。

s 次々に周辺事業を展開
年には、「鉄人システム」高付加価値をさらに向上すべく、音響設備ソフトウェア・ハードウェア開発を行う
㈱システムプランベネックスを子会社化。同年、音源開発、音響コンテンツ配信を行う㈱エクセルシアを子会社化。
音源制作力を活かして社歌を制作し、カラオケ店への配信を実現した。年にはからふね屋珈琲㈱を子会社化し、
フルサービス型珈琲ショップを店舗展開するなど、周辺事業への展開を進めている。

家や学校の近くなどで働きたいというニーズに合わせた検索を可能にした。

s 検索性の高さや、検索結果情報や詳細情報をいかにユーザーニーズを満たすものにしていくかについて、ユーザー
のモニタリングを行いながら、年に数回のリニューアルを行っている。

s 顧客サービスの充実
ここ年間で出店戦略を大きく転換し、〜室を備える大型店を中心とした出店戦略を改め、室前後の中型
店へ主力をシフト。カラオケ人口の約割とされる愛好者層に的を絞る。

s ワーキングマザーに特化した派遣求人情報サイト「はたらこママ派遣」（年月）や、主婦・主夫向けアルバ
イト情報専門サイト「ママバイトル」（年月）、アルバイトから社員を目指すアルバイト情報専門サイト「社
員バイトル」（年月）、エンジニア向け専門サイト「はたらこエンジニア派遣」（年月）、医療・介護
系に特化したモバイル版専門サイト「はたらこ医療・介護派遣」、販売系に特化したモバイル版専門サイト「はた
らこ販売派遣」（年月）などを開設することで、ターゲットごとのニーズに適応していくとともに、集客効
率を上げ、プロモーションがしやすい環境をつくっている。

カラオケ事業

同社のサービス内容



サービスプロセスの改善 ̶ ディップ株式会社

「バイトルドットコム」トップページ

カフェショップ事業

まんが喫茶（複合カフェ）事業

ダーツ・ビリヤード事業
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社鉄人化計画



第9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

サービスプロセスの改善

時代や顧客ニーズに最適化した、付加価値の高いITアウトソーシングサービスを提供

農業に最新のビジネス手法を導入し、日本の農業経営を改革

トランスコスモス株式会社

株式会社ナチュラルアート

事業概要：コールセンター事業、ビジネスプロセスアウトソーシング事業、デジタルマーケティング事業ほか

事業概要：農作物等の生産・加工および販売、農業コンサルティング

所在地：渋谷区（東京）

所在地：千代田区（東京）

業種：情報サービス

業種：アグリビジネス

■提供サービス

■提供サービス

コールセンターサービスをはじめ、ビジネスプロセスアウトソーシングサービス、ビジネスプロセスソリューション
サービス、デジタルマーケティングサービスなどのつの事業領域を持ち、総合的な)4アウトソーシングサービスを
提供している。

全国のプロの生産者をネットワーク化し、その生産物を同社の商社機能によって大手のスーパーや外食チェーン、食
品加工会社に販売するという新しい農業のビジネスモデルを創出し、事業を展開している。

■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、時代や社会の変遷に伴って変化する顧客ニーズに応え続けるために、自社の事業領域の拡大に努め、
)4アウトソーシングビジネス分野におけるワンストップソリューションを実現し、リーディング企業としての位置を
確立している点にある。また、コンサルティング能力の高い人材の育成や、全社のサービスを集約する仕組みづくり
によって、顧客満足度の高いサービスを提供している。

同社の強みは、日本の農業経営に「バリューチェーン戦略」や「ポートフォリオ戦略」を持ち込んで事業を創造・拡
大したことにあるが、真の強みは、そうした戦略の背後にある日本農業の実態を見る鋭い目と、成長と経営の安定を
願う、農業生産者への真摯で温かいまなざしにある。

s 全国のプロの生産者をネットワーク化し、養鶏事業者、食肉加工業者、農業施設・資材販売会社など社を子会社化、
全国各地の生産者社と提携した。

s 年の創業当時は、企業内の会計や給与計算をメインフレームで処理するデータエントリー作業に着目し、こ
s 全国各地の様々な生産者をグループ化することで、商品の偏りを少なくし、多品種・多品目化しつつあるマーケッ

の代行業から事業を開始した。

s 時代や社会の変遷に伴って刻々と変化していく顧客ニーズに対応したサービスを継続的に創出することによって、
「顧客に信頼される真のパートナーシップの構築」を目指した。
s オフィスオートメーション化の進展でデータエントリーの分散入力が主流になってきたことに対応し、分散入力に
対する企業用ヘルプデスク事業を開始した。また、年代前半にパソコンの個人使用が増加してきたのに伴い、
消費者向けのヘルプデスク機能としてのコールセンター事業をスタートした。
s 年代半ば以降は、電子メールや7EBなどのコミュニケーションチャネルが増加したため、同社は、インターネッ
ト広告や7EBサイト構築・運用ソリューションを提供するデジタルマーケティング事業を開始した。
s 近年は日本企業の海外進出をサポートする海外事業、ソフトウェアや各種システムの開発・運用を中国で行う中国
オフショア開発、消費者を対象にインターネットメディアの企画・開発・運営を行う" TO #事業も展開している。
s 自社のすべてのサービス領域から必要なサービスを抽出して組み合わせることで、顧客に最適かつ付加価値の高い
サービスを提供している。これを実現するために、サービス事業部門間の調整とサービスの組み合わせを行う「サー
ビス企画本部」を設けている。
s 顧客業務の最適化や効率化を実現するため、知識共有（ナレッジデータベースの構築など）やノウハウ共有（研修
プログラムの開発など）に努め、人材育成に力を入れている。
s 常に最先端技術力の維持・向上に努めているが、技術だけに偏らないシステムを開発するために、運用力と技術力
の融合による競争力の創出を図っている。
s 現在は約 社の顧客を抱え、コールセンター、ビジネスプロセスアウトソーシング、ビジネスプロセスソリュー
ション、デジタルマーケティング、中国オフショア開発、海外事業、" TO #事業のつのサービス事業を展開して
いる。この中でも、テレマーケティング、情報システム部門のアウトソーシングのシェアはともに位、インターネッ
ト広告販売代理のシェアは位に位置づけられ、各業界における優位性を確立している。
s 企業情報化協会が主催する「優秀カスタマーサポート表彰制度」において、年度には「顧客満足向上賞」を、
年度には「クライアント支援賞」を受賞した。
s 世界中の国と地域の中からコンタクトセンターおよびその運営における企業や人物の最高峰を認定する世界大会
「#ONTACT #ENTER 7ORLD !WARDS」で年度は、「"EST /UTBOUND #AMPAIGN部門」で最優秀賞、年度はア
ジアパシフィック大会で「"EST #ONTACT #ENTER 4RAINER部門」で最優秀賞を獲得。

同社ホームページ



サービスの高付加価値化 ̶トランスコスモス株式会社

同社が提供するÇつのサービスドメイン

トニーズに幅広く対応している。

s 生産物の主たる販売チャネルは" TO "であるが、コンシューマー向けチャネルの拡大も視野に入れ、グループが生
産した野菜や加工品を販売する直営店「なちゅらる・あーと一番町店」や「農場れすとらん六素（ろっそ）柏の葉
店」を開設した。

s 自社の経営ノウハウを活用し、経営難により破綻を余儀なくされた生産者・事業者の支援事業を展開している。
s 農業業界の生きた情報を広く公開し、生産者や関係メーカーだけでなく、様々な業界との農業情報の共有や情報交
換による農業の活性化を目的に、農業情報ポータルサイト「なちゅらるあーと」の開設を予定している。

日本一のいちご農場を目指す同社の農場

全国に広がるナチュラルアートグループ

アンテナショップ「なちゅらる・あーとÊ一番町店」
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社ナチュラルアート



科学的・工学的アプローチ

第2回受賞企業・団体
指先案内人

第9回受賞企業・団体

科学的・工学的アプローチ

「福祉用具レンタル卸サービス」
という新たな事業を創出し、全国に高品質なサービスを提供

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社日本ケアサプライ

事業概要：経路探索および地図配信の-*
（««V>ÌÊ-iÀÛViÊ*ÀÛ`iÀ）
、ナビゲーションコンテンツサービス提供、
経路探索エンジンおよび地図描画エンジンの開発およびライセンスほか

事業概要：福祉用具サプライ事業および在宅介護サービス事業

所在地：港区（東京）

所在地：港区（東京）

業種：情報サービス

業種：介護（福祉用具）

■提供サービス

■提供サービス

経路検索および地図配信の!30事業として、同社が開発した経路検索エンジン「-NAVI」、地図「-VIEWER」のライ
センスおよびサービスの提供のほか、携帯情報端末を対象とした歩行者用ナビゲーションシステム「.!6)4)-%」を
商品化している。

介護保険制度開始によるサービスニーズにいち早く着目し、「福祉用具レンタル卸サービス」という新たな事業を構
築。全国約 の福祉用具貸手事業者と提携し、北海道から沖縄までをカバーする約カ所（年月日現在）
の拠点で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

同社のナビゲーション技術は、携帯電話のような小さな端末環境でも高速に最適なルートや所要時間を算出・表示で
きる点にある。

同社の強みは、いち早く「福祉用具レンタル卸サービス」という新たな事業分野を創出し、清潔感・安心感・信頼感
の得られる「品質第一主義」をモットーに、徹底した品質管理や、利用者視点に立った質の高いオリジナル商品の開
発などを行うことによって事業競争力を高めている点にある。また、バーコードによる商品管理や電子受発注管理シ
ステムの導入などの)4も活用し、全国カ所の拠点でサービスを展開している。

s 電車、飛行機、バス、車、徒歩に至るまで、すべての移動手段を自在に組み合わせ、「個人」にとって最適なルー
トや所要時間を瞬時に算出できるアルゴリズムを開発した。

s このアルゴリズムは、携帯電話、0$!、パソコンなどハードウェアを選ばない汎用性があるので、対象市場の広
がりに対応できる。

s 従来の福祉用具業界では、国・自治体が福祉用具を税金で用意し、地域の福祉用具貸手事業者がそれを利用者に無
償で提供していたが、年に制定された介護保険法によりレンタル方式の導入が確定した。しかし、個々の福
祉用具貸手事業者が実際に数多くの福祉用具を揃えて保守サービスを行うのは、あらゆる点できわめて難しかった。

s 「%:ナビウォーク」万人、「%:助手席ナビ」万人（年月現在）、「.!6)4)-%」は万人（年
月現在の、.44ドコモ、ソフトバンクモバイルのナビタイムの利用者計）の利用者を獲得している。0#版の利用
者も含めると合計で万人以上の有料会員数。無料サービスの利用者も含めると万人以上の利用。

s 同社は、世紀の基盤産業や地域社会への貢献を視野に入れ、三菱商事によって設立された。三菱商事が持つ資
本力と、各種レンタル業務、)4、ロジスティックス、マーチャンダイジングなどの様々なノウハウを活かし、日本
初の「福祉用具レンタル卸サービス」（サービスの総称は「グリーンケア」）という事業の展開に取り組んだ。

s 同社が福祉用具を購入し、同社との取引事業者である全国の「グリーンケア取扱店」に貸し出しを行い、さらに事
業者から実際の利用者に用具を貸し出すというビジネスモデルを構築した。

s 年の秋には「ナビログ」サービスを開始し、許諾したユーザーが自分の行動履歴から自分の平均徒歩速度や

s 事業の開始にあたり、全国ブロックで事業説明会を実施。 社近い事業者や参入予定企業に対し、参加を求

消費したカロリー、移動した距離などがわかるという新しいパーソナルなナビゲーションスタイルを提案する技術
も開発している。

s 流通の仕組みや手法、稼働率などが徐々につかめるようになるとともに、サービス提供先の事業者にも商品の品質

めた。
の高さや発送・回収のスムーズさ、負担の軽さなどのメリットが伝わり、事業が好転した。

s 「品質第一主義」に基づくサービス提供を重視し、「通い袋」による商品運搬、徹底した洗浄消毒、点検を行い、
商品を清潔に保管している。また、バーコードによる商品管理を行い、商品のスムーズな稼働につなげている。

s 利用者視点に立った「グリーンケアオリジナル商品」を開発。様々な商品を業界のトップメーカーと共同開発する
ことで、サービスの差別化と価格競争力の強化、付加価値の高いサービスの提供を実現した。

s シルバーサービス振興会の「福祉用具の消毒工程管理認定基準」をクリアし、全国のすべての拠点で認定を取得。
レンタル福祉用具には、安心の目印として「消毒工程管理認定シール」を貼付している。

s 営業所におけるレンタル用具の在庫状況や商品履歴情報などを確認でき、介護報酬の電子請求などとも連携した電
子受発注管理システム「E +AIGO.ET」を導入。需要予測にも利用している。

<ナビウォーク

6/

ナビログ

同社ホームページ
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科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社ナビタイムジャパン

徹底した品質管理
科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社日本ケアサプライ



人材育成

第2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

街のお抱え運転手

SMS戦略と人材スキルの
「見える化」
により競争力を高め、日本で初の事業を展開

日本交通株式会社

日本サード・パーティ株式会社

事業概要：ハイヤー・タクシーによる一般乗用旅客自動車運送事業およびマネジメント、自動車整備事業ほか

事業概要：海外企業向けの/サポート

所在地：品川区（東京）

所在地：港区（東京）

業種：タクシー・ハイヤー

業種：アウトソーシング

■提供サービス

■提供サービス

都内カ所に自社専用の乗り場を設置し、タクシーを乗り場に常駐させるための配車管理を徹底。車両を色分けし（黒
／黄）、黒塗りタクシーには、優良な乗務員による接客サービスを提供している。

海外)4メーカーの日本市場ならびにアジア・パシフィック市場参入における、技術サービス支援を目的としたサード
パーティ事業を日本で初めて開始。年現在、社を超える海外)4メーカーに対する、ヘルプデスクや技術トレー
ニングなどのサポートサービス業務（/%-サービス）を提供している。

■ハイ・サービスのポイント
同社は、長年にわたるハイヤーとタクシー事業の実績から自らの強みを見直し、台数増とともにサービスがコモディ
ティ化してきたタクシー業界の中で、トップセグメントを相手にした事業へのシフトを図り、外部機関の協力を受け
てマニュアル作成など人材育成に努めている点に他社にはない強みがある。

s 年、都心区のビジネスユーザーに「選ばれるための高級感ある商品をつくる」という方針のもと、ビジネス
クラスのタクシー「黒タク」の運用を開始した。

s 厳しい選定基準で選抜された「黒タク」乗務員に特化した研修などを実施することで、「黒タク」のサービスレベ

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、海外企業向けの)4サポートという先進的な取り組みを、ハイスキルなサービス展開によって実践して
いる点にある。この結果、同社は、海外製品の流通の促進や国内企業のサービスの向上にも貢献している。

s 人材の確保と育成が重要なポイントになるため、人材スキルの「見える化」に注力した。具体的には、国際的に通
用するエンジニアを育成するために、海外の主要ベンダーである3!0社、#ISCO 3YSTEMS社などの国際標準の認
定技術ライセンスを複数取得させている。また、世界のエンジニアとのコミュニケーションと最新技術と知識をい
ち早く吸収するため、社員の採用基準は、4/%)#スコアポイント以上としている。

ルや給与水準の向上を実現している。

s 設立以来一度も赤字を出しておらず、現在も一切借入れを行わない経営スタイルを継続している。
s 年、利用客に日本交通を選んでもらえる環境をつくるため、都心部に専用乗り場を設置した。
s 事業の変化に迅速に対応できるビジネスモデルとして、3-3戦略を打ち出した。「3-3」は、海外)4メーカーが日
本およびアジア・パシフィック市場に参入し事業を推進する際の段階のビジネスのライフサイクルである「市場
参入（3UNRISE）」、「製品の成熟（-IDDAY）」、「市場からの撤退（3UNSET）」を意味し、同社は、このライフサイク

s 無線センターに時間英語対応機能を付加した。
s 配車の効率化を図るため、デジタル無線への投資も行っている。
s 選んでもらえる可能性をより向上させるため、車両台数を増強した。

ルの全ステージをサポートできる体制を構築し、提供している。

s 同社のビジネスは、従来型のハードウェアサポートからソフトウェアサポートやコンサルティング、クラウドコン
ピューティングサービスへと拡大しており、企業業態が次に示すように大きく変化している。
◦テクニカルヘルプデスク事業では、日本語、英語、中国語、韓国語マルチリンガル対応のテクニカルヘルプデス
ク機能をもち、アジア・パシフィック市場を対象としたサポートを提供している。
◦技術トレーニング事業では、品川本社に品川クラウドコンピューティング教育センターを立ち上げ、教育)AA3
（)NFRASTRUCTURE AS A 3ERVICE）環境の提供による、次世代のクラウド型エンジニアの育成事業をスタートした。
また、テクニカルヘルプデスク事業と同様に、マルチリンガル対応のE ,EARNINGサービスによって、アジア・パ
シフィック市場への教育配信も行っている。

グループ会社を含めると、約 Î]äää 台のタクシーが都内を走る

英語専用ダイヤルもÓ{ 時間設置する日本交通無線センター

六本木ヒルズ森タワー £階の専用乗り場

*-6無線システムによる迅速な配車で -向上

同社ホームページ



人材育成̶日本交通株式会社

同社のビジネスモデル

森和昭社長の著書『日本の/
コストはなぜ高いのか¶』
サービスプロセスの改善 ̶日本サード・パーティ株式会社



サービスの高付加価値化

第5回受賞企業・団体

「コンテンツをテクニカルに遊びまわす」
視点で創造する新しい文化とサービス

人材育成

第7回受賞企業・団体

従業員の意識改革を促す仕組みの構築で、利益を生み出すサービス体制を確立

株式会社ニワンゴ

パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社

事業概要：広告・マーケティング、コンテンツ・ゲーム制作、情報配信

事業概要：ゴルフ場の保有・運営

所在地：中央区（東京）

所在地：港区（東京）

業種：情報配信サービス／広告

業種：ゴルフ場保有・運営

■提供サービス

■提供サービス

携帯電話のメールによる会話型のメールポータルサービス「ニワンゴ」や、字幕スーパーのように動画の画面上にコ
メントを書き込める動画コミュニティサービス「ニコニコ動画」を提供している。

ゴルフ場再生事業とは、経営に行き詰まったゴルフ場を買い取り、再生し、軌道に乗せるファンド（投資）・運営ビ
ジネスのこと。年に事業を開始し、年、現在の組織に移行。
「従来の上から目線の経営でない、顧客視点に立っ
た運営およびサービスの提供」を目指し、着実に運営成果を上げている。

■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、「正しい情報を得るための検索」「何かを確かに伝えるためのコミュニケーション」という既成概念を
覆し、必要な情報提供のみにとどまらず「役に立たないかもしれないが楽しい」ことや、「ゆるいコミュニケーショ
ンだが何かとつながっていると実感できる」ことなどの新しい価値をサービスとして提供し、日本独自の文化を創造
した点にある。

従業員の意識改革を促す研修プログラムを作成し、運営会社の移行による従業員の不安や疑念を払拭させ、モチベー
ションの維持・向上に成功している。また顧客満足度調査を頻繁に行うとともに、従業員満足度調査も定期的に行い、
それぞれの結果を現場にフィードバックさせ、相乗的なサービスの深化に取り組んでいる。

s 「コミュニケーションツール」から「コンテンツデリバリーツール」としてのメールの可能性に着目し、新しい文

s )4活用によるゴルフ場運営管理や、科学的手法によるコース（芝）管理の効率化などを実施。各ゴルフ場のコンディ

s
s

s

s

化を創ろうと考え、携帯電話の検索機能を利用したサービスを模索。専用のアドレスにメールを送り、会話型の検
索結果が返ってくるサービスを立ち上げた。
意図を持って投稿された動画をただ見るのではなく、動画を通じて感情や時間、場所を共有する「動画コミュニケー
ション」という新しいサービスの創造に取り組む。
携帯電話のメールによる会話型の検索サービス「ニワンゴ」では、独自のの検索エンジンを開発し、自然文でメー
ルを書いても返事が返ってくる仕組みを構築。検索の結果は、「ニワンゴがお答えしますが」のように、キャラク
ター「ニワンゴ」が会話型で回答。当初に提供していた天気予報や乗り換えのような生活情報だけではなく、携帯
小説などのエンターテインメント型サービスの提供も開始した。
動画コミュニティサービス「ニコニコ動画」では、映画の字幕スーパーのように動画上にコメントを書き込める機
能を付加し、従来の投稿者対閲覧者という対型の情報共有ではなく、閲覧者が他の閲覧者と時間と場所を共有
しているような感覚を成立させる「非同期コミュニケーション」を実現した。
同社のサービスは若者を中心に瞬く間に利用者を拡大し、「ニワンゴ」の登録者数は年月時点で万人、
年月末時点で「ニコニコ動画」の)$登録者数は 万人、プレミアム（有料）会員数は万 人に上る。

s

s

s

s

s

s

携帯電話のメールによる会話型の検索サービス
「ニ 「ニワンゴ」画面例
ワンゴ」の概要

コメントが書き込める「ニコニコ動画」サービスの画面例



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社ニワンゴ

ションを最適に保ちながら、グループ規模のスケールメリットを活かした経費削減を行った結果、ゴルフカートの
フェアウェイ乗り入れを可能にするなど、従来の常識にない様々なサービスの提供も可能となり、ゴルフ場再生を
ビジネスモデルとして確立させたほか、利用者からも高い評価を得ている。
旧来のゴルフ場から引き継いだ従業員に新しい管理・運営方法を理解して貰うために、支配人にはリーダーシップ
研修を、サービスフロントにはホスピタリティ研修を、コース管理者には技術研修を行うなど、各スタッフ業務に
最適な研修プログラムを作成し、各自が受け持つサービスに対する意識・技能の向上を図った。
従業員研修の一環として、周辺のグループゴルフ場の従業員をパートナーとして呼び寄せ、所属するゴルフ場の再
生状況を苦楽を共にする同僚目線から語ってもらう手法を考案。結果的に、それまで希薄だった、エリア内のグルー
プゴルフ場同士の「横のつながり」が活発化し、新たにグループ入りした従業員の安心感やモチベーションを高め
ることに成功し、エリアを活かした新たなサービスの提供に結びついていった。
グループに加入したばかりのゴルフ場にはトップダウン施策で経営姿勢を明確に伝え、充分に顧客第一主義が根付
いたゴルフ場では現場からのボトムアップに任せるなど、各ゴルフ場の状態に合わせた方針を使い分け、各段階で
の意識改革・意識向上を促していった。
顧客サービスの向上には、気候などの物理的条件や立地などの周辺条件などによる、各ゴルフ場の個性を活かした
管理が必要と考え、一律的なコスト削減は行っていない。その代わりにグループ全体でのスケールメリットを活か
せる部分に関しては徹底した効率化を図り、各従業員にはきめ細かい意識を徹底させていった。
従業員のスキルやサービス意識が向上したことでコース管理の精度も上がり、「アーリーバード」と呼ばれる早朝
サービスや、
「トワイライト」と呼ばれる午後過ぎからのサービスなど、ゴルフコースを最大限活用した、顧客のニー
ズにもマッチしたサービスの提供が可能となっていった。
これらのコスト削減とサービスの質や種類の向上により、赤字ゴルフ場を「利益を生み出すサービス体制」を持っ
たゴルフ場に再生。年間利用者万人未満、億円の年間赤字であったゴルフ場を、年間利用者万人、億円の年
間黒字に再生するなどの成果を上げている。

オリジナルキャラクター「ニワンゴ」

ゴルフ練習場と提携するなど「顧客目線」のサービス発案・提
供が強み

顧客サービス向上の一貫としてゴルフ場に併設されているプロ
ショップの充実にも力を入れている

人材育成̶ パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社



第9回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

科学的・工学的アプローチ

第1回受賞企業・団体

徹底したローコストオペレーションで提供する、シンプルでリーズナブルな新しい旅のスタイル

GPSが教えるお客様のニーズ

株式会社旅籠屋

株式会社ハロー・トーキョー

事業概要：ロードサイドホテル
「ファミリーロッジ旅籠屋」
の経営と運営

事業概要：ファーストクラスのタクシー・ハイヤーでの旅客運送事業、タクシー・ハイヤー事業者向けコンサルタント
事業

所在地：台東区（東京）

所在地：江東区（東京）

業種：ホテル・旅館

業種：タクシー・ハイヤー

■提供サービス

■提供サービス

アメリカのモーテルを手本に、主に車で旅をする人が誰でも気軽に利用できる「宿泊特化型のロードサイドホテル」
をチェーンで展開している。

■提供サービス
曜日、時間、天候等に応じてお客のいる場所が変動するタクシー業界において、'03を全車に導入し、優良乗務員（ハ
ロー・トーキョーでは「乗務員」を「乗務担当社員」と呼ぶ）の行動分析を実施。優れたノウハウを研修で共有化す
ることで売上高の増大を達成した。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、従来の日本に存在しなかった、「宿泊特化型のロードサイドホテル」という宿泊業態のチェーン展開
に取り組み、飲食や物販を行わないなどのローコストオペレーションによる徹底した固定費の削減により、低廉な宿
泊価格やシンプルな旅を提供している点にある。また、飲食店など他のレジャー産業と競合しないことから、出店地
域の活性化にも貢献している。

■ハイ・サービスのポイント
同社は、'03を活用して効率的な走行パターンを分析するなど業務改善に取り組むとともに、乗務員の意識を改革
して徹底したサービス品質の向上を追求することにより、社員の業務に取り組む意欲を引き出し、売上げを向上させ
た。

s アメリカには大きなモーテルチェーンがあり、家族連れが安く旅行するには欠かせないことを知った甲斐社長は、

s
s
s

s
s
s

s
s
s
s
s

従来の日本になかった、安価で気軽に泊まれる「宿泊特化型のロードサイドホテル」のチェーン展開を構想し、シ
ンプルで自由な旅を提供しようと考えた。
ドライブ旅行向けの宿泊施設は観光地と観光地の間にあればいいと考え、割安な土地に出店することで安価な価格
設定を可能とした。
アメリカのモーテルを見本に基本的に宿泊だけとし、食事や物販、娯楽施設などの付加的なサービスを提供しない
ことで、固定費をできる限り削減したローコストオペレーションを実現した。
店舗を大規模にし、売店やレストランを設ければ売上げが伸びる可能性もあるが、同社では、付加価値を加えて売
上げを伸ばすのではなく、逆に、付加価値を付けるために必要となるコストを削減することで損をしないビジネス
モデルを構築した。
年という早い段階から7EBサイトを活用し、情報発信や予約を合理化した。現在では、新規顧客の半分がイ
ンターネットを通じて予約している。
日本では「モーテル」という名称のイメージがアメリカと異なるため、当初は偏見からホテル建設用の土地を貸し
てもらえず、軒以上の不動産屋で出店候補地を探した。また、理解を得るために説明を重ねた。
多店舗展開用の資金を調達するため、年には、店頭取扱銘柄（グリーンシート）に登録し、 万円の公募
増資を実施した。また、年には、中小企業金融公庫（現在の日本政策金融公庫）の「成長新事業」認定で特
別融資を受けた。
号店までは同社自身が建物を新築・所有していたが、号店からは、企業や個人に遊休地活用を提案したり、リサ・
パートナーズと業務提携したりすることによって、店舗展開のスピードを速めた。
料金は、家族人で宿泊した場合で室万円からと経済的な価格を設定し、到着時間などの制限も減らしてい
る。利用者のプライバシーを保ち、気軽で自由な新しい旅のスタイルを提供している。
年には高速道路上に店出店した。これらは、西日本・東日本高速道路にとって、それぞれ初の宿泊施設であっ
た。また、ドライブ旅行サイト「ファミドラ」の運営などによりモビリティの活性化にも寄与している。
宿泊特化型であることから地域のレジャー産業と競合しないため、近年では、滞在客の増加で地域の活性化を図り
たい地方自治体などから、出店要請が増加している。
年月現在、本州に店舗を展開しており、これまでに約万人が利用した。利用者のリピート率は約％
である。

「旅籠屋」トップページ



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社旅籠屋

（上） 新事業立ち上げの苦労や思い
高速道路上に出店した「壇之浦* 店」
（下）
と「佐野- 店」
が記された書籍

s 「売上＝単価×乗車回数」であると考え、タクシーに搭載した'03システムを活用して走行M、分・秒単位で
各社の走行軌跡を割り出して優良乗務員の行動分析を実施した。

s 分析結果を活用して、曜日・時間・天候に応じ、どのように走行すれば客に「見つけてもらえるか」、長距離のお
客に乗車してもらえるか、といった視点から効率的な走行パターンを作成し、乗務員研修を実施した。

s 乗務員研修への参加は強制ではないが、研修参加者と非参加者の間で日あたり約万 円の売上げの差が出て
いる。

s 業界平均を上回る高い実車率（約％）を実現するとともに、高い売上高を実現している（乗務員の給与水準は
東京日あたり平均万 円に対して同社は万 円。乗務員の年収は平均で約万円弱）。

ハロー・トーキョーは乗務員を「乗務担当社員」と呼ぶ

営業所内の配車センター

- （スペース・コンシェルジェ）を示すエンブレム

構内の一角に建てられた研修棟
科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社ハロー・トーキョー



サービスの高付加価値化

第1回受賞企業・団体

科学的・工学的アプローチ

第8回受賞企業・団体

商習慣のギャップを埋めて、金流をサラサラに

徹底的にユーザーの視点に立ったサービス開発でEDIサービスを流通業界の共通インフラ化

株式会社フィデック

株式会社プラネット

事業概要：売掛債権買取とアウトソーシング受託を融合した
「 °Êダイレクト」
事業

事業概要：

所在地：千代田区（東京）

所在地：港区（東京）

業種：事務所サービス（アウトソーシング／金融サービス）

による基幹業務の効率化
業種：情報サービス

■提供サービス

■提供サービス

日本の特異な商慣習（商品等納入後の中小企業の売掛金回収までの期間が長いこと）に着目して、支払い業務のアウ
トソーシングと中小企業への売掛金先払いサービスを提供。ネックでもあった従来の商慣習を付加価値に転換する発
想を実際のビジネスにまで煮詰め、成果を上げている。

ユーザーの視点に立った%$)（電子データ交換）サービスを提供することで、メーカーと卸売業を含めたサプライ
チェーン全体の業務効率化とコスト削減を進めている。また、業界インフラの整備により、参加企業は規模の大小を
問わずに競争が可能になるなど、業界全体の活性化にもつながっている。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

中小企業の最大の資金源は売掛金であるが、回収期間が長いために資金繰りが難しくなるケースが少なくなかった。
同社は、こうした日本の特異な商習慣に着目し、支払い業務のアウトソーシングと中小企業への売掛金先払いサービ
スという新たなビジネスを創出した。

同社の強みは、ユースウェア（)4活用のためのユーザー支援活動）の考え方に基づいたサービス展開により、流通業
界インフラとして%$)サービスを定着させた点にある。その結果、サプライチェーン全体での業務効率化を実現する
など、メーカーと卸売業の間にWIN WINの関係を生み出している。

s 中小企業との取引が多い大手企業に、支払業務のアウトソーソングを提案するところからビジネスをスタート。何

s 同社は、日用品・化粧品業界の流通システム最適化のための業界共通インフラ構築を目的として、同業界の有力

万枚にも及ぶ伝票処理業務・経理事務・支払業務は企業にとってコア業務ではないため、低コストでのアウトソー
シングへのニーズは充分にあり、これにより支払いの確定までにかかっていた時間を短縮することを可能にした。

s
s 一方、受取側の中小企業には売掛金の先払いサービスを提供。中小企業の資金ニーズに合わせて、売掛金の早期支
払いが可能になる。

s これらのサービスの融合により、支払側のノンコア業務の事務処理コストの低減と受取側である中小企業の資金繰

s
s

りの改善を実現した。

s 収益源はアウトソーシングと売掛金先払いの際の手数料である。
s 企業の支払い情報を扱うため、セキュリティ管理には力を入れており、年月には)3/ 認証を取得した。

s
s
s

s
s

s
s

フィデックが入る東京宝塚ビル



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社フィデック

フィデックが提案する新しいビジネスモデル

メーカーにより設立された。同業者間は互いに競合関係にあるため、中立的な立場にあるインテックにデータ通信
などの運営を任せることで、業界内における公平性のある仕組みとした。
業界共通のインフラとして成立するには、ある程度の規模が必要であるため、業界の％以上の理解を得ること
に注力した。しかし、当時は現在のコラボレーションのような概念がなく、各社の要求に応じていくのは難しかっ
たため、各社の理解を得るべく詳細な説明を行い、半歩先を行く提案を心がけ実行していった。
設立当初は、参加各社から)4もしくは流通の担当者〜名が集まり、ヒューマンリソースを確保した。
設立時、資金面では、端末機設置やシステム開発のため、億 万円の初期投資が必要であった。端末機は台
万円以上、パソコンはネットワーク化されていなかった。通信回線はモデムを使用したアナログ通信であり、
通信にも高額な費用がかかった。そのため資金難に陥ったが、各社からシステム利用料を先に受け取ったり、イン
テックへの支払いを年計画にするなどして対応した。その後は事業が拡大するごとに増資している。
数値的な目標では年間での黒字転換を考えていたが、ほぼ達成している。
ユーザーに対しては、システムを入れ換えるごとに利用料を安くしている。
%$)サービスの開始時には、簡易的な仕入れデータで業界ネットワークを構築した。その後、本格的な発注デー
タへとシステムを拡充し、現在は種類のデータ通信を行っている。すべてを使いこなしているメーカーはなく、
平均は種類程度で、通信ボリュームは月間億レコード以上である。
)4技術の急成長に伴う多様なニーズに応えるため、通信プロトコルを*手順より〜倍高速な4#0)0に変更。
先端マシンの効率が飛躍的に向上した。
業界インフラとして、バックアップ体制や画像データも充実させている。商品情報を画像つきで商品データベース
として登録し、画像はチラシ印刷やカタログ作り、棚売りの配置などの検討の際にも利用可能で、商品数は約万
 点である。
徹底的にユーザーの立場に立つことを重視し、業界団体とも頻繁に情報交換をしている。業界団体からの要望を受
けて、システムのリプレイスなどに活かしている。
利用企業は順次増加しており、現在約社のメーカーが活用しているほか、他業界へも広がりを見せているなど
新たなビジネスモデル確立に成功した。

同社ホームページ

サービスの普及マニュアル

サービスの仕組み
科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社プラネット



第3回受賞企業・団体

地域貢献

サービスの高付加価値化

第8回受賞企業・団体

非施設型病児保育事業で、子育てと仕事を両立できる社会の実現に寄与

「忙しい女性を笑顔にしたい」が生み出した日本初の
「家事代行」
サービス

特定非営利活動法人フローレンス

株式会社ベアーズ

事業概要：病児保育事業

事業概要：家事代行サービス
（ロイヤルメイドサービス）
、ベビー＆キッズシッターサービス、ハウスクリーニング
（ロイ
ヤルハウスクリーニング）
、ホテルサービス、ビル管理等

所在地：中央区（東京）

業種：ソーシャルビジネス

所在地：中央区（東京）

■提供サービス

業種：家事代行サービス

■提供サービス

欧米では一般的な、事業によって社会問題を解決する「ソーシャルベンチャー」というスタイルで地域密着型の非施
設型病児保育事業を全国で初めて事業化し、現在東京都内区で事業を展開する。

「働く女性」が安心して頼めるメイドサービスの提供を目指して、従来は日本になかった「家事代行業」という新し
い産業を創出した。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

そのほとんどが赤字経営である病児保育事業分野において、補助金に頼らずに運営ができて、地域の子育てベテラン
ママの家で病児を預かるという「非施設型病児保育サービス」のビジネスモデルを構築し、提供している。

同社の強みは、忙しい現代の日本女性のニーズに応える「家事代行」という従来の日本になかったサービスを創出す
るとともに、様々な企業との提携などを活用してサービスを手軽に利用できる仕組みをつくり出し、市場の開拓と確
立に成功した点にある。また的確なニーズの把握やクレームへの丁寧な対応、人材の育成などを通し、顧客満足度の
向上に継続的な取り組みを行っている。

s 地域の小児科医と提携することによって、医療的なバックアップ体制を整備した。
s 病児保育の「本当に困った時だけ使うもの」という点が保険に似ている点に注目し、利用者に掛け捨て式の会費を

s 創業者である髙橋健志氏（代表取締役）は年代に香港で働いていた際、信頼できるメイドを得て仕事と育児

支払ってもらうことで、手軽な価格で利用でき、同時に毎月安定した収益が見込める料金システムを考案した。

s サービスエリア拡張については、一定の数の「利用者希望メール」が集積したらその地区でのサービスを開始する
s

という「ギャザリング方式」を採用している。

s 子育てと仕事が両立する環境こそが生産性を高める方法だという視点から、雇用者の働き方を見直し、福利厚生で

s

なく経営戦略として「ワークライフバランス」に取り組んでいくためのワークライフバランスコンサルティング事
業や、子育てと仕事が両立する社会をつくっていこうという気運や世論を巻き起こすためのソーシャル・プロモー
ション事業を展開している。

s

s

s
s
s
s
s

フローレンスが展開する事業

地域のベテランママが病児を丁寧にケア



地域貢献̶ 特定非営利活動法人フローレンス

を両立していたが、日本に帰国した際にイメージしていた同様のサービスがないことを知る。従来の「家政婦サー
ビス」や「ハウスクリーニング」とは一線を画した「家事代行業」という産業を生み出し、
「忙しい女性のパートナー」
となれるサービスの提供を目指して起業した。
従来日本になかったサービスだったため、まずは認知獲得に向け、高級マンションへ手作りの折込チラシを投函。
その問い合わせを契機に口コミで事業を広めた。
「『家事は自分でするのが当然』という文化や世間体から利用しづらい」という声を知り、サービスを利用しても
らうための「大義名分」を模索し、年より「家事代行サービス」のギフトチケット販売をスタート。ギフト
として利用してもらうことで便利さとリーズナブルな価格を知ってもらうきっかけになればと考えた。
認知度が高まるにつれ、「どこで買えるのか」「どのようにして頼むのか」という質問が寄せられるようになったこ
とから、利便性があってよく利用する場所ということで、コンビニエンスストア「ファミリーマート」と提携。「家
事代行サービス」のチケット販売を開始し、より手軽にサービスが利用できる仕組みを作った。
金額と内容により、
「ハッピーメンバー」
「デラックスメンバー」
「ロイヤルメンバー」のつのプランを用意。また、
家事代行とペットの世話をする「ハピラキペットサービス」、男手が必要な力仕事などを請け負う「マッスルベアー
ズ」も用意しているほか、「ハウスクリーニング」や「ベビー＆キッズシッター」「オフィス・ビル清掃」などの家
事代行以外のサービスも提供し、多様なニーズに応えている。
定期的に利用する顧客にクレーム探し班が電話をし、サービス内容などへの要望を聞き出すことで、小さなクレー
ムも逃さず対応し、サービスレベルアップに努めている。
「顧客との接点」となる7EBページ制作やコールセンター業務はすべて社内の人材やオペレーターが対応。
営業担当社員は対話から顧客ニーズを見極めるため、時間をかけて説明。成約後はニーズに合わせて「それぞれの
家庭のための」ベアーズレディとのマッチングを行っている。
創業当初から現在に至るまでマナー研修やフィロソフィー研修を定期的に行い、単に家事を行うだけでなく、家事
代行を通じて顧客の笑顔をつくるという「ベアーズ$.!」の浸透を図り続けている。
現在の契約件数は定期サービス（デラックスコース）だけで年万件、法人会員は約社、提携企業はファミリー
マートを筆頭に約社となった。顧客のサービス利用時間も年には平均〜時間から〜時間と増えてい
る。

非施設型病児保育のビジネスモデル

家事代行サービスでは、部屋の掃除から料理まで請け負う

ベビー＆キッズシッターサービスも好評
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社ベアーズ



第9回受賞企業・団体

人材育成

品質の高い介護サービスと働きがいのある企業風土づくりの両輪で事業を拡大

第8回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

「サラリーマンの生協」
の構築により企業の福利厚生費の削減に大きく貢献

株式会社ベネッセスタイルケア

株式会社ベネフィット・ワン

事業概要：高齢者介護サービス事業、保育事業、医療介護職紹介派遣サービス

事業概要：福利厚生事業、 ,
（顧客ロイヤリティサービス）
事業、インセンティブ事業、ヘルスケア事業

所在地：渋谷区（東京）

所在地：渋谷区（東京）

業種：介護

■提供サービス

業種：福利厚生業務運営代行サービス

■提供サービス

都市部を中心に、「アリア」、「グラニー＆グランダ」、「くらら」、「まどか」のシリーズ、の有料老人ホームを展
開している。

「サービス業における 流通 の創造」を大きな目標に掲げ、インターネット黎明期より%コマース事業の構築に取
り組み、多くの企業の経営課題となっていた福利厚生分野におけるアウトソーシング事業を展開している。

■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、顧客の1/,（生活の質）の向上を目的とした生活プランの構築や、価格帯やサービスを選択できる
シリーズの老人ホームの展開などによって、顧客満足度の高いサービスの提供に努めている点にある。同時に、高品
質な介護サービスの提供には従業員のモチベーションが重要だと考え、人事制度の改定や業務改革によって、働きが
いのある企業風土づくりに取り組んでいる。

多くの企業の経営課題となっていた福利厚生分野におけるアウトソーシング事業を展開している。また、福利厚生代
行事業のサービスコンテンツを横展開し、#2-やインセンティブなどへ事業領域を拡大させた。

s 年、パソナグループの社内ベンチャー第号として設立。インターネットを使った%コマース事業の構築に取

s 同社では、「本人や家族がこころから納得のいく介護サービスを選べるようにしたい」「歳をとっても最後まで自分
らしく尊厳を持って生きていけるようにしたい」という考えのもと、顧客視点でのサービス提供を目指した。

s

s 同社では、介護事業を純然たるサービス業と捉え、顧客である入居者や家族に我慢や辛抱を強いることのない介護
サービスの提供を目標とした。

s 顧客が、自分の健康状態、立地、価格、サービスに合わせてサービス内容を選択できるようにするために、シリー
s

ズの有料老人ホームを展開した。

s ホームの多くを大都市圏の住宅地内に設置することにより、顧客の生活環境の保持を可能とした。
s ホームにおける顧客の1/,を向上するために、必要な介護プランのみならずニーズに合った生活プランを構築し
ている。

s エリア責任者やトップは、各ホームからのクレームや苦情に毎日目を通し、「各施設が現場として対応すべきもの」
と「本社が仕組みとして対応すべきもの」に分けて対処している。また、年に度、ホームの運営懇談会を開催し、
アンケート調査を実施している。

s 高齢者介護の分野は、労働環境や就業条件が未整備で、離職者も多かった。同社は、サービスレベルの向上には介
護スタッフが働きやすい環境づくりや従業員満足度の向上が不可欠だと考え、年月より、介護スタッフの

s
s
s
s

s
s

働きがいや定着率の向上のため、大幅な人事制度の改定を行った。同時に、全社レベルの業務改革や標準化、各ホー
ムにおけるスタッフの丁寧な受け入れなど、細やかなマネジメントなどに取り組んだ。
業務改革では「業務再設計」を行い、介護スタッフが今まで以上に顧客に向き合う時間をつくることができるよう
にした。
組織の活性化とボトムアップ型の組織づくりに向け、活性化推進部を設置。従業員全体の連携を深めるとともに、
好事例や失敗事例の共有、クレームの未然防止策の横展開にも活用している。
年に「ベネッセスタイルケア宣言」を制定し、その内容をカードにして従業員に配付することによって、行
動基準の浸透を図っている。
年には愛媛女子短期大学と提携し、年間の介護コース（ベネッセスタイルケアコース）を開設。現場直結の
カリキュラムが提供されるため、学生は将来自分の進む業界を十分に理解することができ、同社にとっても質の高
い人材の確保につながる。
有料老人ホーム最大手企業に成長し、現在の展開ホーム数は（年月現在）。
人事制度改革や業務改革により、離職率は導入前の％から％（年）に改善された。

s
s
s
s
s
s
s
s

り組み、ユーザー課金型のビジネスモデルにより、「サラリーマンの生協」をイメージした福利厚生アウトソーシ
ングサービスを開発した。
福利厚生アウトソーシング事業の主力サービスとして「ベネフィット・ステーション」を提案。約 の宿泊施設、
スポーツクラブ、育児・介護、レジャーレクリエーションなど 以上の豊富なメニューを、入会金・月会費を
払うことで安価に利用できる仕組みを構築した。また、会員からの月会費や商品サプライヤーからの手数料の徴収
などにより、確実に利益が出るビジネスモデルをつくり上げた。
年には、従業員が自分の使いたい福利厚生メニューを選択できるサービス「カフェテリアプラン」の提供を
開始。同社が提唱するトータルコンペンセーション（総額報酬管理）の考え方に基づき、福利厚生は会社から社員
への余剰サービスではなく、報酬の一部だと考えるべきとして、税金がかからない福利厚生の活用を提案すること
により、従業員の節税や企業の社会保険料低減などの顧客メリットに貢献している。
また、同社のサービスを導入した企業の福利厚生費は平均して分の以下のコストダウンを実現している。
大企業レベルの資金力がない中小企業でも豊富な福利厚生メニューを受けられるようになった。
年からは福利厚生アウトソーシング事業でのインフラやノウハウなどの経営資源を活用し、対象顧客を「企
業の従業員」から「企業の顧客」とした#2-事業をスタートした。
福利厚生アウトソーシング事業は顧客企業が業界.Oの約 社、会員数が万人へと成長し、#2-事業は事
業開始年で会員数万人に成長している（年月末時点）。
永年勤続などで社員に支給される報奨金を現金ではなくオリジナルポイントとして蓄積・管理するインセンティブ
プログラム事業を展開。
特定健康診断・特定保健指導の予約・精算代行から健診結果のデータ化、保健指導の実施まで提供可能なヘルスケ
ア事業を展開。
企業文化と組織力を重視し、トップから理念を繰り返し伝えることで、企業文化と組織のレベルの維持・醸成に努
めている。新人研修、階層・階級別スキルアップ研修、自己啓発研修など様々な研修メニューを用意している。
社員からの優れたアイディアを法人化・事業化する「社内ベンチャー制度」を採用しているほか、毎年入社〜
年目の社員を選抜し、年の任期で社長直轄の経営課題に取り組む「ジュニアボード制度」を設置している。

「ベネフィット・ステーション」トップページ

同社ホームページ



人材育成̶ 株式会社ベネッセスタイルケア

介護技術研修の様子

宿泊・レジャー、リラクゼーションなど様々な福利厚生メニュー
を提供
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社ベネフィット・ワン



サービスプロセスの改善

第5回受賞企業・団体

効率性や利便性の向上で、高品質・低価格のネット調査を実現

健全で豊富なサービスを備えたサイト運営で、若年層のマナー向上と新しい文化の創出に貢献

株式会社マクロミル

株式会社魔法の i らんど

事業概要：インターネットを活用した市場調査
（ネットリサーチ）
ほか

事業概要：無料ホームページ作成サービス
「魔法のらんど」
の企画・開発・運営、公式コンテンツの企画・開発・運営、
広告配信事業、
「アイポリス」
事業

所在地：港区（東京）

所在地：千代田区（東京）

業種：ネット調査サービス

■提供サービス

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、従来型の調査手法、集計作業にまつわる煩雑なリサーチ工程を大幅に短縮する仕組みを構築しながら、
独自のモニタ管理方法によって回答精度を高めたり、ネットならではの調査手法を開発するなどの取り組みによって、
ネット調査を多くの企業に普及させた点にある。

s 従来の電話調査や郵送調査と違い、ネットリサーチの黎明期にはネット調査モニターの代表性や信頼性に疑問を持
つ顧客が多く、サンプルの市場代表性への理解の浸透に努力を要した。

s 独自のリサーチシステム「!)2S（エアーズ）」の開発や、実査開始から時間以内に集計結果を納品する「1UICK-ILL」

s
s

s
s

s

を始めとする豊富なサービスラインナップを提供。システム化を徹底することで大幅なコストダウンを図り、従来
の市場調査会社が数百万円程度で提供していた市場調査サービスを圧倒的な低コストで実施可能にした。
オリジナルクロス集計ソフト「1UICK #2/33」を開発。従来の調査会社では有償で受託していたクロス集計を、
簡易集計ソフトの無償提供により、発注者自身が手元で自由に集計できるようにした。
様々な7EBサイトとアフィリエイト提携しながら、万人を超えるリサーチ専用モニターを構築。調査の目的に
合った属性を抽出し、メールで一気に回答依頼を配信・回収することで、スピーディかつ利便性の高いリサーチを
実現した。
アジア・北米・ヨーロッパの世界約カ国の消費者を対象にリサーチを行うという、海外調査に対応できる体制
の構築にも注力している。
46#- の好感度、認知度などの調査向けサービスとして、ストリーミング技術を活用した動画調査「#--ILL」を提供。
また、ブランドや企業イメージの調査手法として自由連想法を用いた「-IND-ILL」を開発。7EBテキストマイニン
グなどの技術も組み入れ、自由回答の自動集計も可能にした。
現在までの取引き実績は 法人、年間のリサーチ件数は万 件に上り、グローバルリサーチ（海外市場調査）
の売上げも約億に成長。最近ではその利便性により、中堅企業・中小企業などにもネット調査利用が拡大している。

携帯電話やパソコンから誰もが気軽に利用できる無料ホームページ作成サイトの運営を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、Iモード黎明期より携帯電話で利用できる無料ホームページ作成サイトを開設し、利用しやすく豊富
なサービスメニューを備えた健全なサイトづくりへの取り組みによって、若年層からの高い支持の獲得に成功した点
にある。これによってサイトの広告価値が向上するとともに、ここから生まれたケータイ小説などの豊富なコンテン
ツは書籍化あるいは映画化されたものも多く、同社の収益向上に大きく貢献している。

s 同社はコンピューターシステムの開発・設計から事業をスタートし、主に.44グループの機器の性能評価を行う
技術会社であった。しかし、年月にIモードサービスが開始されると、これを活用して利用者が「自己表現」
できる点に着目。専用ツールの開発を模索し、同年月には、携帯電話やパソコンを使って簡単にホームページ
を作成できるコミュニティサイト「魔法のIらんど」を立ち上げた。
s 携帯電話やパソコンなどからアクセスが可能で、ホームページ作成の知識がない初心者や、携帯だけのユーザーで
も簡単に操作できる「魔法のIらんど」独自のタグなどを用意し、平易なホームページ作成サービスを提供した。
s ホームページ作成は自己表現の一種であるため、同社は、小説や音楽、写真など、種類程度の機能を用意した。
利用者はこの中から自分に必要な機能を選択し、好みに合ったサイトを作成できる。

s 利用者のニーズはサイト内にある掲示板の書き込みなどから取り込み、早ければ即日反映することで利用者の満足
度向上につなげている。

s 代の青少年ユーザーが多い同社サイトにとって、有害サイトや有害な内容の書き込みは非常に深刻な問題であ

s

s
s
s
s
s
s

リサーチ工程を徹底的にシステム化したマクロミルのリサーチ
システム「,Ã」
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社マクロミル

業種：インターネットサービス

■提供サービス

ネットリサーチのパイオニアとして、自動インターネットリサーチシステム「!)2S」を独自開発し、短納期・低コ
ストのネットリサーチを実現する「1UICK-ILL」を始めとする様々なネットリサーチサービスや、クロス集計ソフト
「1UICK #2/33」などを提供している。



サービスの高付加価値化

第9回受賞企業・団体

無償提供の「+ÕV ,"--」を利用して発注者自身がクロス
集計を行うことができる

ると捉え、全利用者に安全で安心な場を提供するための取り組みをサービススタート直後から開始。ルールを設け、
若年層の利用者に対し、「どういった書き込みが悪いのか」などをきちんと伝えることで、ネットにおけるスキル
やマナーの向上を図っている。
規約違反の有害サイトや公序良俗に反する内容、誹謗中傷、違法行為などの書き込みに対しては、独自のセキュリ
ティシステム「アイポリス」でサイト内を巡回・監視したり、約名の専門スタッフが時間日、目視によ
る監視活動を行ったりすることで、警告・削除している。
小説のタイトル数は現在万を超えており、これら保有コンテンツは、書籍・コミック・映画・$6$・ゲームな
ど様々なメディアに展開され、高効率に活用されている。
コンテンツは無料で提供されるためコストがかからず、個々のコンテンツの人気はサイトから把握できるため、コ
ンテンツのマルチ展開には失敗のリスクが非常に低いというメリットがある。
サイトのアクセス数の増加に伴って、広告媒体としての価値が上がり、有名企業からの出稿も増加した。
企業や商品のブランディングや販売促進、イベントの集客に有効なモバイルマーケティング事業も広がりをみせて
いる。
現在の利用者数は約万人で、月間億06を超えるモバイル最大級のコミュニティサイトに成長した。
これまでに書籍化されたケータイ小説は作品以上で、合計発行部数は 万部を超えている。これらの中から、
映画化された「恋空」をはじめとする人気作品が誕生している。

サイトから生まれたコンテンツは、書籍や映画など様々なメディ
アに展開されている
「魔法のÊÊÊらんど」トップページ
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社魔法の i らんど



第9回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

サービスプロセスの改善

第7回受賞企業・団体

段階的な経営変革と人が育つ仕組みづくりで、業績の向上を実現

独自の個別指導方式とフランチャイズシステムの確立で成長を続ける学習塾

株式会社武蔵野

株式会社明光ネットワークジャパン

事業概要：地域密着事業、広域事業、ビジネスモデル公開事業

事業概要：個別指導塾
（明光義塾）
の経営と経営指導、学習教材および出版物の製作と販売、小中学生を中心としたサッ
カースクール事業

所在地：小金井市（東京）

所在地：豊島区（東京）

業種：各種ビジネスサービス／中小企業経営支援

業種：教育・学習支援

■提供サービス

■提供サービス

ダスキンのフランチャイズ事業を基盤に、ボイスメール／インターネット事業、自社の経営変革ノウハウを活かした
経営サポート事業も展開している。

日本初の個別指導塾「明光義塾」を運営し、全都道府県に約 の教室を展開。付加価値の高い教育サービスの提
供や独自のフランチャイズシステムの確立によって事業の拡大に成功した。

■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、トップダウンによる従業員の意識改革と、ボトムアップ型の組織づくりへの取り組みという段階の
経営変革を行うことで、顧客ニーズと競合他社の動向を的確に捉えられる人材を育成し、業績の向上を実現した点に
ある。近年は、自社の経営変革ノウハウを活用し、他社へのサポート事業も展開している。

同社の強みは、早期から事業の全国展開を見据え、
「個別方式」による成績中位者層というボリュームゾーンをターゲッ
トとした独自の指導方針を採用するとともに、収益性の高いフランチャイズシステムを確立した点にある。また)4の
活用や教育理念の徹底など、付加価値の高い教育サービスの提供に向けた様々な取り組みを行っている。

s 現社長の小山昇氏が社長に就任した年当時は、同社の業績が赤字で、従業員もまったくやる気がないという

s 創業時は地域ごとに進学塾が存在し、そのほとんどが生徒の進学成績で競争しており、いかに優秀な生徒を集める
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惨状であった。そこで小山氏は、業績向上に向け、人材育成のための様々な仕組みづくりに着手し、経営改革に乗
り出した。
当初は社長自らリーダーシップをとり、強いトップダウン方式で意識改革を推進した。
同社では、効率的に仕事ができる環境をつくるために、従業員全員で社内清掃・改善活動を行う「環境整備」を浸
透させた。
人材育成を目的としたポイント付与制度「回帳」を導入。定められたの義務を果たすたびにスタンプが押さ
れ、個貯まると万円の旅行券が支給される。
従業員のコミュニケーションを促進するために、社長を含む従業員同士で感謝の言葉を贈りあう「サンクスカード」
を取り入れた。
年頃から「日本経営品質賞」の受賞を目指し、ボトムアップ型組織への変革を図った。
全社共通の課題について改善策を検討する部門横断型のチーム活動を実施している。
長期休暇の取得を推奨するとともに、人事異動によって、業務知識の共有、多能工化、標準化を図っている。
会社情報の「見える化」を徹底し、経営計画や売上高から、社長のスケジュールや接待交際費、個々の社員の賞与
額までをすべて7EBで共有している。
社内の風通しを良くするため、「飲みニケーション」を活用し、そのための手当ても支給している。
従業員が会社を日かけて見学するバスツアー「社内ベンチマーキング」を毎年開催している。
部下の評価が上司の評価となり、賞与に直結する仕組みを採用している。
従業員に課題を与えてチャレンジさせ、自発性の醸成につなげている。
人材教育のカリキュラムや研修プランは社員が作成している。担当が年で交代することで、文化の継承が自動的・
連動的に進むようにしている。
経営改革により、従業員の意識変革と業績向上を実現。現在では、ボトムアップ型組織に生まれ変わり、全従業員
が自主的に改善活動、提案活動に参画している。
年には「日本経営品質賞（中小企業部門）」を受賞した。
自社の経営改革ノウハウを活かし、年からは経営サポート事業を展開している。

同社ホームページ



サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社武蔵野

「環境整備」の様子
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かを経営戦略としているところが多かったが、同社では勉強の仕方がわからない生徒の指導に焦点を当てることと、
フランチャイズ展開を視野に多くの塾生を集めることを目標とした。
創業以来、一貫して個別指導一筋での指導を行っている。勉強を教え込むのではなく、ヒントを与えて考えさせる
ことで、勉強の仕方を教え、社会に出た時に有効となる「自主学習」「自立学習」の会得を目指した。
塾生ターゲットを一握りの成績上位者からボリュームゾーンである成績中位者層に変更。地域によって温度差があ
る受験指導よりも、地域を限定せず大きなニーズが見込める補習指導に切り替え、全国展開を目指した。
教室のスペースを小規模化し、多くの教室を展開することで、塾に通う生徒の利便性を高めるとともに、人件費や
家賃など固定費を削減し、月謝や入会金を引き下げた。これによりフランチャイズに加盟する教室オーナーの初期
投資額が抑えられ、教室数拡大に拍車がかかった。
新任教室オーナーまたは新任教室長には、東京の本部で週間の新任オーナー・教室長研修を行っている。研修終
了後年間は「新人」という扱いで、フォローアップのために回の研修を行う。また年回、全国会場でブロッ
ク別に研修を行い、その後も年に回、東京と大阪でオーナー向けの研修会を実施するなど、様々な研修を用意
している。
初期投資額を抑えたタイプのフランチャイズプランも導入し、教室展開に幅を広げている。また同社のフランチャ
イズシステムは収益率が高く、加盟店の撤退率はわずか％。
年、「教育理念の具現化」を目指し、「明光式！自立学習」を強化。誰が指導しても同じ手順で指導ができ、
効果が上がるように教材や指導方法を改定し、研修の見直しも行った。
従来は、「教室の生徒指導・運営管理」「本部財務会計」「月謝・ロイヤリティ・生徒管理」とつあったシステム
を一本化し、全国の教室をネットワークで結ぶことでリアルタイムで情報管理が行える新システムを開発・導入。
情報の一元化や管理・分析・改善などのスピードアップの実現は、本部や複数教室を経営するオーナーにとってだ
けではなく、生徒の座席管理や学習進捗管理などにも有効である。また、生徒入退室管理は保護者とのコミュニケー
ションや安全や安心にもつながる。すでに本部直営の教室に導入を完了し、年には全フランチャイズ教室に
導入完了予定。
年月末時点の教室数は直営がカ所、フランチャイズが カ所、オーナーは人で、生徒数は万
 人となり、個別指導シェア全国.Oを誇っている。

明光義塾サイトトップページ

授業風景
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社明光ネットワークジャパン



サービスプロセスの改善

第1回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

第1回受賞企業・団体

コストの
「見える化」
に腕まくり

病院経営にも
「かかりつけ医」

明豊ファシリティワークス株式会社

株式会社メディヴァ

事業概要：オフィスやビルなどファシリティに関する総合的ソリューションの提供

事業概要：医療コンサルティング、運営支援、運営代行

所在地：千代田区（東京）

所在地：世田谷区（東京）

業種：建築設計

■提供サービス

業種：コンサルティング

■提供サービス

業界の非常識ともいえる「原価オープン方式」を導入し、内装工事業界のコスト構造を透明化した。

「医療はサービス業であり、患者中心であるべき」という考えで起業し、ホームドクター、カルテ完全開示、サービ
ス業というコンセプトで、主に地域の小規模病院、診療所を対象とした経営コンサルティングを手がけている。

■ハイ・サービスのポイント
同社は、業界を変えるという理念を掲げ、従来はコスト構造が不透明であった内装工事業界に「原価オープン方式」
を採用。その核としてマンアワー単位での業務管理システムを導入し、自社の経営の「見える化」を徹底した。

s 原価オープン方式とは、顧客が専門業者に払うコストを明確にし、別途マンアワーを算定基準とする料金だけを収
入源とするビジネスモデル。その実現のために、マンアワーを業務管理・経営管理・社員管理という企業経営すべ
ての基本としていった。

■ハイ・サービスのポイント
小規模病院に事務長クラスの派遣、医者、看護師の採用支援などによる経営支援、病院再生などを実施。地域医療、ホー
ムドクターを指向しており、ファミリードクターを目指す診療所のネットワークである「プラタナス・ネットワーク」
を運営し、病院間や患者に対しての電子カルテの共有化・完全開示に取り組み、新しい地域医療のモデルとして実績
を上げている。

s 医者の業務量は年前の倍になっていると言われている一方、診療報酬の抑制などにより、効率化は不可欠となっ
s 具体的には、「業務支援システム」「プロジェクト支援システム」「経理・給与システム」から構成されるシステム
を開発し、社長以下全員が「何に時間を費やしたか」を分単位で入力することを徹底した。
s 各個人がコストや時間を意識した行動を徹底するようになり、事業の効率性向上につながった。
s マンアワーシミュレーション表で将来の業務負荷状況を予測し、オーバーフローするようなら平準化を図る。予実
績比較データは全社・部門・個人ごとの採算・目標設定・生産性管理に利用する。実績データは勤怠管理・給与計
算・原価計算基礎情報などに利用される。こうしたプロセスを徹底することで経営の「見える化」を実践している。

オープンな役員執務エリア



サービスプロセスの改善 ̶ 明豊ファシリティワークス株式会社

ソフトバンクテレコム株式会社。フリーアドレス、ペーパーレス、
ワイヤレスを実現した先進的なオフィス

ている。しかし、個人経営病院の経営規模はコンビニエンスストア並みで、効率化のノウハウがない。また、医局
の力も弱まっており、医者や看護師の確保もままならない。そこで、事務長派遣等のマネジメント支援、医者や看
護師の採用支援、共通インフラの提供などで効率化を進めるとともに、地域密着型、患者中心を指向して患者満足
度を高めて、病院の経営改善を支援している。
s 「カルテ完全開示」（年当時は稀であった）や「クイックライン」（風邪などの軽い症状の患者の待ち時間を
減らす試み〈風邪であればわずか分間ですべて終了〉）を始めとして、患者に満足して帰ってもらうための取り
組みなど、患者満足度の高いサービスを提供している。
s 「プラタナス・ネットワーク」（ファミリードクターを目指す診療所のネットワーク）という病院間連携の仕組み
を構築して、医療情報の共有化や電子カルテの共通化を行っている。
s プラタナス・ネットワークに加盟しているクリニック間では同じマークを掲げており、経営再生中のクリニックは
加盟を認めないなど、ある種の品質保証の役目も果たしている。

メディヴァの手がけた診療所の例。内装は英国アンティーク調で、落ち着いたリラックス空間を提供して、従来の診療所のイメー
ジを一新。「プラタナス・ネットワーク」にも参加している
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社メディヴァ



第9回受賞企業・団体

国際展開

第5回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

ブランド力とノウハウの柔軟な活用に加え海外事業小会社の設立により、国際展開を加速

使いやすくわかりやすいセミナー情報提供サイトを構築

株式会社吉野家ホールディングス

ラーニングエッジ株式会社

事業概要：牛丼チェーン

事業概要：セミナーポータルサイト運営ほか

所在地：新宿区（東京）

業種：飲食

所在地：渋谷区（東京）

■提供サービス

業種：情報サービス

■提供サービス

「牛丼の味を変えない」というアイデンティティを確立していると同時に、海外では、出店する現地の事情に合わせ
て現地の人に受け入れられやすいプレゼンテーションを採用し、国際的な多店舗展開を可能にしている。また、長期
的なビジョンや、蓄積してきたノウハウの活用など、効率化を追求した戦略の立案・実行によって事業を拡大している。

セミナーや講演会、研修などの情報を提供するポータルサイト「セミナーズ」を運営。月にのセミナー情報を無
料で検索することができる。

■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、現地の事情や文化を踏まえた施策を行うことでノウハウを蓄積し、日本を代表するグローバルサービ
ス企業へと成長している点にある。世界各地への積極的な店舗展開により、吉野家ブランドを確立している点も魅力
である。

s 同社の海外展開のスタートは、年、アメリカのデンバーに号店をオープンした時点まで遡る。それ以降、同
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社は、ロサンゼルスやニューヨーク、アリゾナなどに出店しており、今後はフランチャイズスタイルで拡大を図る
予定である。
アメリカでは従来のカウンター方式が受け入れられず、セルフサービス方式に変更してから受け入れられるように
なった。メニューも、当初は牛丼だけだったが、その後テリヤキチキン丼も提供するようになり、これがヒットし
たことで店舗数が大きく伸びた。このように、 〜 年までの間に多彩なノウハウを蓄積することができた。
アジア展開は台湾でスタートし、商品開発、商品提供方式（カウンター方式からセルフサービス方式への変更）な
どで試行錯誤を繰り返した。
人材を派遣して直接的な利益獲得を図ること、人材を派遣するほどではない場合はフランチャイズで進めること、
というつの大きな戦略方向性を決めた。
中国市場では、現段階で「受け入れられること」と「信用されること」が重要だと考えており、生産性の効率は求
めていない。
中国語には「ホスピタリティ」に当たる言葉がなく、現地の従業員の育成には非常に苦労している。逆に、その部
分をしっかり教育すれば差別化を図れるため、優良店のノウハウをもとに教育カリキュラムを作成中である。
丼ではなく皿で提供する、看板の色を変えるなど、出店する現地の事情に合わせて柔軟なプレゼンテーションを行っ
た。
優秀な人材を確保するために、グローバルシステムという施策を作り、ナレッジマネジメントを実践することでノ
ウハウを共有していく。
積極的な店舗展開により、現在の海外店舗数（年月末）はアメリカ店、中国（香港も含む）店、台湾店、
シンガポール店、フィリピン店である。
年にはインドネシアにも出店予定で、同社は日本を代表するグローバルサービス企業となっている。

同社の強みは、セミナーポータルサイトとして「こんな仕組みがあったらいいな」という発想から、利用者・顧客の
ニーズやウォンツに的確に対応した仕組みを丁寧に構築し、競合他社にはない利用価値を作り上げた点にある。

s サイトの構築にあたっては、使いやすさ、わかりやすさを重視。セミナーポータルとして重要な「自分に合ったセ
ミナーを探す」機能では、既存のセミナーのカテゴリーを徹底的に研究してカテゴライズをわかりやすくしたほか、
セミナーの拡充に応じて随時手直しを行っている。

s ポータルサイトとして重要なセミナー情報確保のため、主催企業とセミナー内容の審査を行った上で、主催者側か
らの掲載を自動化することで掲載数拡大を促進している。
「セミナーアクセス数ランキング」コーナーを設置。編集視点を入れずに純粋にユーザー
s セミナー参加促進のため、
のアクセス数を提示することで、客観的なランキング情報を提供している。

s 受講者のセミナー参加に関する疑問や不安、決済の手間などを、同社が問い合わせを受け付ける仕組みやオンライ
ン決済での実現によって払拭。また、受講者が参加したセミナーに満足できなかった場合には返金を保証する仕組
みを導入するなど、利用者の満足度の向上に努めている。

s 少しでも質のいいセミナーを提供したいとの思いから、講師料が高いため日本ではなかなか開催できない海外有名
講師のセミナーなどをセミナーズ主催のセミナーとして開催している。

s 現在までのセミナー情報提供企業は 社となり、毎月社近くがコンスタントに増え続けており、月間ユニー
クユーザー数（サイト訪問者数）は約万人。

同社のビジネスモデル

同社ホームページ



「ヨシノヤアメリカ」ホームページ

国際展開 ̶ 株式会社吉野家ホールディングス

上海・南京東路Ê先施店

セミナーポータルサイト「セミナーズ」
サービスの高付加価値化 ̶ラーニングエッジ株式会社



科学的・工学的アプローチ

第9回受賞企業・団体

第1回受賞企業・団体

国際展開

ITを活用した与信管理分野に進出し、
「0.5歩先」を行く専門性の高いサービスを提供

世界中の知恵をブランドに

リスクモンスター株式会社

株式会社良品計画

事業概要：与信管理サービス

事業概要：
「無印良品」
を中心とした専門店事業の運営、商品企画、開発、製造、卸および販売

所在地：千代田区（東京）

業種：情報サービス

所在地：豊島区（東京）

業種：専門店

■提供サービス

■提供サービス

同社は大手総合商社の審査部出身者が起業。「あなたの会社のE 審査部」を標語に、与信管理のアウトソーシング需
要を創出する。
企業の与信管理に関する情報を、)4を活用した!30サービスにより提供することで、従来の仕組みに比べコストの削
減や業務の効率化を果たしている。「E 与信ナビ」や「E 管理ファイル」、「ポートフォリオサービス」などのサービ
スにより、一般企業の与信管理体制構築を支援している。

年に西友のプライベートブランドとして品目の製品でデビュー（現在は 品目を超える規模）し、

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、「顧客を大切にして共に繁栄しよう」、「プロフェッショナリズムを繁栄の源泉にしよう」を企業理念
に掲げ、与信管理という専門性の高い分野において従来の問題点や顧客ニーズを正確に把握し、!30サービスとし
ていち早く展開した点にある。また、ユーザーの声に対応することで、顧客利便性を高め、ロイヤルカスタマーなど
からの信頼を集めている。

s 一般企業では、与信管理の専門部署はほとんどなく、財務や総務の担当者が兼任している。しかし、独自分析する

s
s
s
s

s

s
s

ために多くの時間がかかることと、分析結果は担当者によるところが大きく、きちんと行うことは難しい状況であっ
たため、その部分を大きな顧客ニーズとして捉えた。
国内最大級の約万社の企業データベースは、東京商工リサーチ（432）から入手し、同社で独自格付し提供し
ている。
情報リソース入手先としては、企業信用情報提供会社など約社と関係がある。
同社は企業理念に基づき、与信管理のプロフェッショナルとしてサービスを提供している。そのため、セミナーで
講演を行ったり、書籍を執筆させたりすることにより、内部で徹底した人材育成を行っている。
サービスサイト内にユーザーからの要望を受ける目安箱を用意している。ユーザーの声を継続的なサービス改善に
つなげることで、ユーザビリティや使い勝手の向上を図っている。#3（顧客満足）の向上にもつなげている。また、
)3/)%#（)4サービスマネジメント国際標準規格）ならびに)3/)%#（情報セキュリティマネジメン
ト国際規格）を、国内企業の中で他に先駆けて取得している。
情報提供は!30サービスにより高い生産性を維持している。また、営業方法は、説明商品であるという特性上、
地道な訪問営業を中心に行い、同社のサービスの利用メリットを訴求している。直近では、与信管理の重要性とそ
の構築方法の提案などをテーマとする勉強会を、自社主催で積極的に実施して、利用企業の#3向上および拡大に
努めている。
与信管理のプロフェッショナルとして積極的に「歩先」を行く提案を行うことで、顧客のコスト削減と業務の
効率化に貢献している。
グループ会社には、マーケティング業務の効率化およびデジタルデータ化ソリューションによる"0/事業を行う
リスモン・マッスル・データ株式会社、および中堅・中小企業向けビジネスポータルサイト「* -/44/」事業を
運営するリスモン・ビジネス・ポータル株式会社がある。

同社ホームページ



書籍『リスクはじきに目を覚ます 取引判断ツール「i 与信ナビ」サービス画面
〜
「内部統制」時代の与信管理』

科学的・工学的アプローチ̶リスクモンスター株式会社

年に西友から独立。生活者の視点から衣料品、家庭用品、食品の分野で、「わけあって安い」「 これがいい
く これでいい 」「賢い低価格」などのコピーで代表される低価格で品質の良い製品を販売している。

ではな

■ハイ・サービスのポイント
商品のネタや開発を世界各国から収集。世界のデザイナーによる無印の商品開発である「7ORLD -5*)」や異文化の
日用品や素材から商品開発を行う「&OUND -5*)」など、開発部門（バックエンド部門）も国際的に展開し、流行を
追わない普遍的な商品としてグローバルに販売している。

s 「普遍的なもの」が商品開発の一つのコンセプトであることから、商品のネタや開発した商品の需要は世界各国に
散らばっていると考え、販売（フロント）だけでなく、商品開発等のバックエンド部門も国際展開している。商品
のネタや開発のヒントを海外に広く求めるという発想で、「7ORLD -5*)」「&OUND -5*)」などの商品開発手法を
生み出した。
◦「7ORLD -5*)」：無印のコンセプトに共感する世界のデザイナーに新しい無印良品を提案してもらう試み
◦「&OUND -5*)」
：世界中の日用品や素材を探し出し、「無印」風に商品開発を実施（「作られたもの」でなく「見
つけられたもの」というコンセプト）

s これらの取り組みを通じ、開発された商品をグローバルに販売している。
s 年にはイギリス・ロンドンに海外号店を開店、現在は海外カ国店舗を展開している。

商品タグにわかりやすく情報を表示した例
国際展開 ̶ 株式会社良品計画



サービスの高付加価値化

第8回受賞企業・団体

第5回受賞企業・団体

人材育成

徹底した顧客密着型のサービス開発で、福利厚生アウトソーシングを定着

フレームワークを脱し、問題解決能力を身につけて育つ優秀な人材

株式会社リロ・ホールディング

株式会社ワークスアプリケーションズ

事業概要：リロケーション事業・福利厚生アウトソーシング事業・リゾート事業

事業概要：大手企業向け ,*パッケージシステム
「 "* 9」
の開発・販売・サポート

所在地：新宿区（東京）

所在地：港区（東京）

業種：福利厚生総合アウトソーシング

業種：ソフトウェア開発

■提供サービス

■提供サービス

転勤に伴う留守宅の悩みを解決するリロケーションサービスと、サービスのスケールメリットを活かした福利厚生を
提供する福利厚生アウトソーシングサービスを日本で初めて事業化。企業規模を問わず、充実した全方位的な福利厚
生制度の構築を可能にした。

大企業を対象とした、基幹業務に必要な情報を一元管理する%20パッケージシステム「#/-0!.9」を始めとする
ソフトウェアの開発・販売を行っている。

■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、日本で唯一、住宅およびライフ・レジャーサポート関連の福利厚生総合アウトソーシングサービスを
ワンストップで提供できる点にある。また、「リロケーション事業」「福利厚生アウトソーシング事業」等の新しいビ
ジネスモデルを創り出し、企業規模を問わずあらゆる企業のニーズに適した福利厚生制度の構築を可能にした顧客密
着型のサービス開発力も強みである。福利厚生アウトソーシング事業は、スケールメリットを活かし、サービス提供
企業と会員企業の双方がメリットを享受できるビジネスモデルとなっている。

s 欧米の大企業などが行っていたリロケーションサービスを参考にし、日本企業のニーズに合わせ、まずは、持ち家
管理など住生活に特化したサービスを開発し、事業化した。

s サービス開始当初、借地借家権の改正前で不動産の一時使用という概念がなかった時代に、貸家のオーナーである
転勤者を守るために民法を採用した新しい留守宅賃貸管理のシステムを構築した。

s 年には、福利厚生代行事業に着手し、会員制クラブ「福利厚生倶楽部」の運営を開始した。当時、従業員が 
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名に満たない中堅・中小企業では、手間とコストがかかる福利厚生の充実を図るのは難しい状況にあった。一方、
大企業の福利厚生は、保養所の所有やリゾート会員権との契約が主であり、従業員にとってはマンネリ化した施策
に過ぎず、利用が低迷していた。同社は、集客に苦戦する多数のサービス提供会社と提携しつのパッケージとす
ることで双方の問題を解決し、福利厚生を代行する新しい会員制ビジネスを立ち上げた。
「福利厚生倶楽部」立ち上げ当初は、大企業や外資系企業における、事業所・グループ会社間の福利厚生制度の格
差是正を提案の中心とした顧客開拓によって会員数を増加させていった。
会費は従業員人当たりで換算され、利用の有無に関わらず月単位で支払うため、導入企業側は従業員の利用率で
費用対効果を判断する。そのため同社では、多くのサービス提供会社のメニューをパッケージ化するとともに、そ
の利用料金は全体の会費から補填し、市場価格との差別化を図り会員の利用を促進している。
会員企業との契約はカ月の自動更新となっており、企業側の制度導入のハードルを下げている。その反面、利用
率が低下すれば解約されやすいシステムとなっているが、同社による導入後の利用促進コンサルティング等により、
解約率は低い。
他社に比べて契約企業数（万社以上）が群を抜いて多く、また、そのニーズの多様性に応えるため、提供するサー
ビスも圧倒的な量（万以上）を誇る。
同サービスの導入企業からは、従業員満足度の向上やコスト削減といった点で評価を得ている。
同サービス導入によるコスト削減について、企業規模等により異なるが、一例として、億円から億円（従業員 
名）、億円から 万円（同 名）の福利厚生費削減を実現した。

同社の人材育成は、同社が置かれた厳しい競争環境から必然的に生まれた「加圧トレーニング」ではあるが、同社の
確かな実績と成長性を見れば、独創性に乏しいゆえに世界的なソフトウェアを開発できなかった日本のソフトウェア
産業の弱点を打ち破る貴重な実践として学ぶべき点も多い。

s ベンチャー企業が大手企業向けに%20（統合業務パッケージ）を開発・販売するには、開発の困難さや大手企業
への参入経路などといった高いハードルがあり、優秀な人材が必要であった。例えば、同社では当初から直販だけ
を考えていたことから、営業担当者は、飛び込み営業やトップセールスが有効でない大手企業のシステム部門や人
事部に対して販売にあたる必要があり、高いスキルや試行錯誤が必要とされた。
s 同社では、自ら問題を見つけその解決手法までを自らの手で導き出す力を「問題解決能力」と考え、そこにはロジ
カルシンキングに加えてクリエイティブシンキングという「発想転換能力」も必要だとし、これを身につけた人こ
そが同社が求める「クリティカルワーカー」であると定義。
s この「問題解決能力」発掘型の採用施策として、新卒者向けの「問題解決能力発掘インターンシップ」や、若手社
会人を対象にした「問題解決能力発掘プログラム」
「社会人インターンシップ」などを実施。人材開発に注力している。
「7ORKS 7AY」という項目からなる行動指針を定めている。例えば、
s 日常的に「問題解決能力」を駆使させるため、
「他責.'」、つまり人や状況のせいにしないということで、どんなに条件が悪くても、それを踏まえて解決するの
が仕事だという自覚を身につけさせるようにしている。
s 「問題解決能力発掘インターンシップ」は年間万人以上の学生が応募。また、未経験な人材を問題解決型の研修
を通して採用する「問題解決能力発掘プログラム」
「社会人インターンシップ」などにも多くの応募者を集めている。

行動指針「7ÀÃÊ7>ÞR

リログループが展開する福利厚生総合アウトソーシングサービス
のイメージ



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社リロ・ホールディング

Óxä万人の会員が日々活用する「福利厚生倶楽部」会員専用
サイト

同社の業績の推移
人材育成̶ 株式会社ワークスアプリケーションズ



人材育成

第5回受賞企業・団体

「ホスピタリティ」
と
「現場力」
で顧客がリピートするレストランサービスを創出

株式会社ワンダーテーブル
事業概要：飲食店・ホテル・ビリヤード場などの経営ほか

所在地：新宿区（東京）

業種：飲食

■提供サービス
料理のジャンルにこだわることなく満足度の高い業態を独自開発し、安全で優れた食材を使用しておいしい商品を提
供することを基本戦略に、ロウリーズ・ザ・プライムリブ（プライムリブ専門店）、バルバッコア（シュラスコ）、東
京ベリーニカフェ（イタリアン）、モーモーパラダイス・鍋ぞう（しゃぶしゃぶ・すき焼き）など、約店舗のレス
トランを展開している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の人材育成が優れているのは、長年飲食業に携わっている従業員やアルバイトを含めた若い従業員の特性を踏ま
えた上で、仕事のやり方を考える筋道やステップをわかりやすく明文化し、それを恒常的なコミュニケーションによっ
て浸透させて、自発的な取り組み意欲を引き出した点にある。
s 同社では、人材育成をする上で一番大切なことは一人ひとりが「本気でやる」と思うきっかけをつくることである
と考え、自己管理の大切さを起点に、会社としての理念や行動指針を周知徹底し、考えや行動の筋道を与えて自発
的行動を促す施策を実施している。
s 社長自らが、同社の「ミッション」を徹底すべく、全店を回ずつ回り説明会を開催。また当時人いた支配人（店
長）・調理長などの幹部社員については、年に回時間ずつ、年間にわたって対の面談を行った。
（「自
s 店舗の営業前ミーティングの中に「バリュートーク」という時間を設け、同社の行動指針である「バリューズ」
分を大事にする」「仲間を大事にする」「お客様を大事にする」「社会を大事にする」の項目）から週間に項目
ずつ取り上げて話し合うことで、行動指針の共有と浸透を図っている。
s 決められたことをきちんとやる「対多」の一方通行の関係が「サービス」であり、心に残る印象を与える「対」
の双方向の関係が「ホスピタリティ」であるとして、両者の違いを理解させるとともに、顧客にリピートしてもら
うためには両者が必要であるという意識を浸透させている。
s 組織力、運営力、攻撃力などの現場力を上げるステップを明確に示した「(3*（ホップ・ステップ・ジャンプ）プ
ログラム」を作成し、個々の店舗の到達レベルに適した施策を行う仕組みを構築した。
s 一連の取り組みの結果、社員のモチベーションアップで離職率が下がり、来店客からの礼状などに社員の名前が書
かれていることが多くなるなど、単なるサービスではなく、ホスピタリティを提供できる社員が増えている。

同社の行動指針である「バリューズ」

約Çä店舗の様々なレストランを展開



人材育成̶ 株式会社ワンダーテーブル

-プログラム

