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サービスの高付加価値化

第1回受賞企業・団体

人材育成

第3回受賞企業・団体

写真の中の記録を感動に変える技術力

語学プラスアルファのスキルを重視する人材育成

株式会社アスカネット

株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ

事業概要：デジタル写真・加工サービス

事業概要：翻訳・通訳を中心とした言語サービス、知的財産サポート、人材派遣ほか

所在地：広島県（中国）

業種：写真業

所在地：広島県（中国）

業種：翻訳

■提供サービス

■提供サービス

もともと遺影写真を制作していたが、現在は冊から発注できる家庭用・写真愛好家向け写真集製作サービスを提供
している。

企業が言葉の心配をすることなくコア業務に集中できるよう、翻訳・通訳など高い言語能力と「人間力」を持った人
材を育成し、派遣を行っている。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

「面倒くさいことをいかに効率的にやるか」をビジネスの本質として「ニーズがあるのに世の中にないサービスをつ
くる＝イノベーションを起こす」という強い想いの実現に向けて、産学連携で培った技術を活用し、徹底した品質管
理のもと、個人向け写真集の作成サービスを展開している。

s 写真集作成の過程では、美しい色調やメリハリを出すためのカラーマネジメント技術の向上や製本時の紙のうねり
の解消など、様々な課題を解決しなければならない。同社では、より性能の高いデジタル印刷機を導入したり、カ
ラーマネジメント技術を確立するなど、これらの課題を一つひとつ丁寧に解決し、顧客の高い評価を得ている。

同社は、現場体験や資格取得の推奨などを通して、語学プラスアルファのスキルを身につけた人材を育成している。
こうした人材育成策によって実現した、社員一人ひとりの言語能力およびモチベーション、想像力、行動力、自己管
理能力の高さが、同社の強みである。

s 出向先での業務を通して磨かれた社員の各種技術力と専門知識、および蓄積したノウハウを提供し続けることで顧
客満足度を高め、ブランド力の向上とリピート率の高さにつなげている。

s 同社は、全国に広がる出向先において、経験がプラスアルファの能力やキャリアとなる業務を繰り返し委託するこ
s 写真集では、例えば人の顔や花嫁の白い衣装の上に一点でも汚れが付いたら信用を失うことになる。そのため、一
品一品目視による確認を行うなど品質管理を徹底している。

s カラーマネジメント技術のさらなる向上のため、広島大学の4,/（技術移転機関）を通じた産学連携の取り組み
を行っている。

とを通して、事業範囲の拡大と同時に人材育成を行うという企業戦略をとっている。この戦略に基づき、社員は多
様な業務を経験するとともに、その現場体験を通してコミュニケーションスキルやビジネススキルなどを習得して
いる。社員が出向終了時に確かな業務スキルを身につけることができるため、新人を安定的に育成できるだけでな
く、社員一人ひとりにマルチワーカーとしての活躍が期待できるため、少数精鋭体制が可能となり、顧客の信頼性
も向上した。

s 同社の採用基準は厳しく、新卒の場合は語学力4/%)#点前後、0#スキルや自分の目標を明確に持っているか、
中途の場合は語学力にプラス)4や自動車など専門分野を持っているかなどの点を重視。また、登録翻訳者には合格
率％という厳しい翻訳トライアルを実施している。
s 人材育成の一環として各種資格取得を推奨しており、合格すれば受検料の全額補助などの制度がある。また、年間
チャレンジシートで自分の「仕事の目標」「資格の目標」などを自己申告・自己管理し、半期ごとに進捗を本人と
上司がチェック。新卒採用者には文系、理系を問わず初級システムアドミニストレーターの取得を内定条件とする
などスキルアップを促す仕組みを用意している。
「専
s 日本の技術者不足など将来を見据え、中国での人材発掘・育成にも取り組んでいる。新卒、キャリア人材の育成に、
門分野」＋「仕事で使える日本語」＋「ビジネスマナー」といったプラスアルファを重視するなど、日本人社員育
成と同じ考えで行っている。

同社の経営ビジョン

結婚式やファミリー写真集など、アスカネットの取扱商品



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社アスカネット
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プラスアルファの言語サービスメニュー
人材育成̶ 株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ



第1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9回受賞企業・団体

トヨタ生産方式の導入で顧客満足度を向上

人財と苦情を2大財産と考え、第三者評価を積極的に受け入れて、新しい介護・福祉サービスを提供

医療法人社団 いでした内科・神経内科クリニック

社会福祉法人こうほうえん

事業概要：医療・福祉・介護サービス

事業概要：老人ホームなどの運営管理

所在地：広島県（中国）

業種：医療

所在地：鳥取県（中国）

業種：介護・福祉

■提供サービス

■提供サービス

デイサービスで、パソコン教室・麻雀・囲碁・将棋・卓球・カラオケ・ダイエット・書道・認知症デイケアを行うな
ど多彩な工夫をしている。開院以来、職員全員による毎月 にも上る改善提案活動のほか、
「整理（3）」
「整頓（3）」
など、いでした流の1#活動や委員会活動を実施している。

鳥取県内で特別養護老人ホーム、デイサービス、介護老人保健施設、ケアハウスなどを多数展開している。また、東
京都で廃校を利用した介護・保育の複合施設「ヘルスケアタウンにしおおい」を運営するなど、首都圏にも進出。外
部評価機関による第三者評価を毎年受け、結果を公表し、サービス改善に取り入れるといった、新しい介護・福祉サー
ビスの提供を実践している。

■ハイ・サービスのポイント
同院は、職員全員が高い人間力を身につけ、利用者に最善の医療・福祉・介護サービスを提供することを理念に、「来
院・受付から会計・帰院まで分」という目標を掲げてトヨタ生産方式を導入し、徹底したムダ取りにはじまる業
務プロセスの改善や効率化を実施した。これにより分以内で診察が終了した患者の割合が年間で％から％
に改善するなど、顧客満足度の向上に着実な成果を上げている。

■ハイ・サービスのポイント
同法人の強みは、苦情、ご意見、第三者評価結果を真摯に受け止め、積極的にサービス改善や職員教育に活かす取り
組みをしている点にある。また、新しい介護・福祉サービスとして、保育などとの複合施設の運営にも取り組んでいる。

s 年頃から教育研修を始め、年頃からは専任部長職を配置し、対応している。売上げの％は教育研修費
s 患者の待ち時間を短縮するため、トヨタ生産方式を導入。室内のレイアウトを見直して分散していたカルテを一カ
所にまとめたり、予約患者と予約なし患者の診察を医師によって分けたりするなど、徹底して「ムダ」を排除した。
また、外来待合室にマッサージチェアを設置し、コーヒー・紅茶のサービス、託児サービスを行うなど、心理的な
待ち時間の短縮にも工夫を施したほか、カ月に度、利用者へのアンケート調査を行うなど、待ち時間短縮への
努力が続けられている。

s 改善活動は日々の業務の一部になっており、考える力、気づく力を自然に育む土壌をつくっている。提案は院長自

に充てると決めており、現在は億単位の資金を職員教育に投資している。

s 職員自身によるセルフチェックも定期的に行っている。#3（顧客満足）とともに%3（従業員満足）も満たされな

s
s

ら全部に目を通し、即断している。

s クレームやヒヤリハット事例の発表には、人・物・設備・手順書の面から詳細な要因分析、改善策までを記入する
専用のフォーマットがあり、一つひとつの事例を敏感にとらえ、「なぜ？」をきちんと考える仕組みになっている。
接遇テスト、利用者の顔写真テストなども行っている。

s
s

s
s
s
s

いといけない。チェックの結果や受けた評価結果は、当該部署の問題点と対応にとどまらず、他の部署にも水平展
開することで、共有している。
職員一人ひとりが自分で考え、決め、行動するように教育している。職員が自発的に取り組むことで、その能力や
モチベーションの向上につながり、提案力や引き出しの多さを身につけることができる。
身体拘束の禁止は、当該施設長のリーダーシップの下に行っている挑戦であり、身体拘束ゼロを実現させた。同法
人では、最終的な責任は理事長が負うと明確にしたうえで、各担当者にイニシアチブをとらせ、このような積極的
な取り組みを促している。
毎月経営会議、エリア代表者会議（カ月に一度はその拡大版会議）を行い、情報共有を図っている。会議の翌日
には施設トップから主任クラスへ連絡が入り、日後には現場の全職員に情報が伝わるようにしている。
経営理念や大切にしたい価値観を冊子『互恵互助』にまとめ、全職員に配付している。また、)4投資により各施設
にネットワークを構築することで、社内コミュニケーションを図るとともに、オンラインテレビでの46会議や遠
隔地を結んでの職員研修も可能にしている。
透明性の高い経営スタイルと客観的評価で安心と信頼を得ている。
廃校を利用して、東京都品川区に開設した「ヘルスケアタウンにしおおい」は、介護と保育の複合施設が初めてと
いうこともあり、視察を制限するほど注目を集めている。
東京都北区では、*2の公募施設を利用した保育施設に併せて、重度障害者児童の施設も今後運営していく。これ
らは、地域貢献のために設置を強く提案することで実現に至った。
北区の保育園では、朝昼晩の食事をはじめとしてすべての生活を施設が担い、品川区の保育園では、歳児から英
語教育を目指している。

近隣のデイサービス施設とデイサービス風景

ビデオ撮影やカルテの動き調査などで室内レイアウトを見直し、作業効率が大幅に向上したナースステーション



サービスプロセスの改善 ̶ 医療法人社団 いでした内科・神経内科クリニック

介護・保育の複合施設「ヘルスケアタウンにしおおい」

同法人ホームページ
サービスプロセスの改善 ̶ 社会福祉法人こうほうえん



サービスの高付加価値化

第5回受賞企業・団体

挨拶や
「ボランティア活動」により、心豊かなドライバーづくりを支援する自動車教習所

第6回受賞企業・団体

「妖怪」を切り口に、企業経営の考え方を取り入れ地域の活性化を豊かなソフト力で持続

株式会社コガワ計画 Mランド益田校

境港市観光協会

事業概要：自動車運転免許教習業務ほか

事業概要：観光協会

所在地：島根県（中国）

業種：自動車教習所

■提供サービス

サービスの高付加価値化

所在地：鳥取県（中国）

業種：観光

■提供サービス

同社は、自動車教習サービスを提供するのみならず、挨拶や清掃などのボランティア活動によって人としての成長を
促す仕組みを持った滞在型の自動車教習所を経営している。

「鬼太郎」や「妖怪」をテーマとした妖怪オブジェを商店街の歩道に設置するという「水木しげるロード」の構想に
始まり、「妖怪神社」の建立や「水木しげる記念館」の開館によって観光客を増やし、地域の活性化にも大きく寄与
している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の教習所は「全国から人が集まる不思議な自動車教習所」として有名だが、その強さの秘密は、親しみやすい娯
楽設備や擬似通貨「-マネー」により、若者が挨拶や清掃ボランティアに取り組みやすい「場の雰囲気、場の力」を
創造し、免許を取るだけのサービスから自分の変化や成長を実感できるサービスに高めた点にある。

■ハイ・サービスのポイント
同協会の強みは、「妖怪」というユニークな切り口でハードの企画、ソフトの企画、企業のタイアップ、協会の自主
事業などをタイムリーかつ積極的・波状的に推進することで、一過性のブームに終わらない継続する活性化を実現し
た点にある。

s 同社小河会長が、かねてから日本人のマナー向上の必要を感じていたことから、まず人間として基本的なマナーで

s
s
s

s
s
s

ある挨拶を習慣づけようと考え、経営する教習所でも取り組みを開始。現在では「挨拶が唯一のルール」という方
針を掲げ、ドライバーに重要な「譲り合いの心」「思いやりの心」を育成する。
気分を一新するためには身辺をきれいにすることが大事だという考えから、
「清掃」の普及に取り組み、自由参加で、
トイレ掃除、教習車の洗車、校内清掃などから好きな「ボランティア活動」を選ぶことができるようにしている。
生徒が他の生徒や職員に感謝の気持ちを伝える「サンキューレター」という取り組みを開始。多い時は月間 通、
年間では万通のレターが発行される。
「ボランティア活動」や「サンキューレター」によって、「-マネー」という教習所内で流通する擬似通貨を取得
できる仕組みをつくった。-マネーは、売店、カフェなど-ランド内の施設で使用できるほか、慈善団体に寄付す
ることも可能。過去年間の発行額は 万-マネー。
「バーベキュー大会」
「大縄跳び」や「チャレンジ（特技）披露」のほか、地域の人も参加して行われる「-ランド
まつり」など、季節によって多彩なイベントを開催し、生徒同士のコミュニケーションを図っている。
コンビニ、カフェをはじめ岩盤浴、ネイルサロン、ゴルフ練習場、カラオケなど様々な施設を作り、快適な合宿生
活や生徒同士の交流を促進している。
年間の卒業生は普通の教習所の〜倍に当る 人にも上り、滞在型では日本一の教習所の座を保持し続けてい
る。

s 境港市は一時は水揚げ日本一を誇る漁業の町だったが、漁獲量の減少が続き、町の活力が低下。地元の活性化事業

s

s
s

s

の話し合いの中から、「鬼太郎」「妖怪」をテーマとした妖怪オブジェを商店街の歩道に設置する「水木しげるロー
ド」の構想がまとまり、年に「水木しげるロード」がオープン。当初は市民のための親しみのある快適な道
として整備することを意図して着手したコミュニティロードであったが、テレビや新聞・雑誌が大きく取り上げた
ため、全国から「妖怪ファン」が押し寄せ、年の「水木しげる記念館」が開館した年には、万人の観光客
を呼び込み商店街は一気に活性化した。
順調だった入込客数が記念館オープン効果の薄れた年に万人と一度減少したことから、「活性化し続ける」
ことを目的とした第フェーズの取り組みを開始。「妖怪ブロンズ像」のスポンサー募集による資金捻出や多様な
イベントの創出、こまめなプレスリリースや記事にしやすいデータの提供などによる新聞、テレビ、雑誌などメディ
アの活用、また民間企業・団体とのタイアップによる鬼太郎列車の運行や鬼太郎フェリー、鬼太郎交番企画などで、
年は万人、年は万人、年は万人と飛躍的に入込客数を伸ばした。
メディアの活用効果を重視しており、テレビや新聞の露出効果を広告宣伝費換算している（年で億円、
年は億円の見込み）。
市の予算だけに頼らず、観光協会主体でブロンズ像の追加に必要な資金調達（スポンサー募集）に着手。また協会
独自の事業として#$製作・販売、出版などのオリジナル商品を展開し、協会予算 万円の半分程度をこの事
業収入で確保している。
年に万人という観光入込客数を達成。試算では億円の経済効果となっており、地元企業や市民ボラン
ティアなど、市全体の活性化にも寄与している。また商店街の活性化のみならず、周辺地域の活性化までもを実現
し、皆生温泉など近隣地域の集客にも波及的な効果を与えている。

新しい企画を次々創出

同校では挨拶を重要視

「マネー」は慈善団体への募金にも



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社コガワ計画 Mランド益田校

「ボランティア活動」ではトイレ掃除が人気

卒業時には卒業生全員で校歌を唱和

「水木しげるロード」マップ（一部）

£Î{体にまで増えた妖怪ブロンズ像
サービスの高付加価値化 ̶ 境港市観光協会



第3回受賞企業・団体

人材育成

サービスプロセスの改善

第8回受賞企業・団体

人材育成によってサービス品質の向上を実現

トヨタ式カイゼンとCCPMの導入により作業の効率化と利益率の改善を実現

サマンサジャパン株式会社

サンイン技術コンサルタント株式会社

事業概要：ビルメンテナンス業務、住宅建築
（新築・リフォーム）
、設備管理、工事業務、警備業務、人材派遣業務

事業概要：建設コンサルタント、測量、設計

所在地：山口県（中国）

所在地：鳥取県（中国）

業種：ビルメンテナンス／警備／人材派遣

業種：建設コンサルティング

■提供サービス

■提供サービス

同社は、ビル清掃の受託ビジネスからスタートし、現在は清掃・受付・グリーター（来店客の出迎え、サポート）や、
病院内30$（物品搬送）など顧客のニーズに合わせて幅広い業務に対応する「サマンサクラブ」、専門店・オフィス
など小規模施設の専門の清掃部隊「サマンサリップル」、マネキン業務・イベントスタッフの「サムタイムクラブ」、
設備管理、警備、リフォームの分野でサービスを提供している。

建設のコンサルティング、測量、設計を行う。公共事業の継続的な減少を背景にトヨタ式カイゼンを導入し、作業
を標準化するなど効率化に取り組んでいる。その上で期間短縮を図るためのプロジェクト管理手法##0-（#RITICAL
#HAIN 0ROJECT -ANAGEMENT）を取り入れ、標準化された作業の進捗状況を管理している。

■ハイ・サービスのポイント
■ハイ・サービスのポイント
同社は業態革新の力の源泉として「人材育成」への取り組みに注力している。同社の人材育成は、サービスを提供す
る人の姿勢や意識にまで踏み込んだもので、どのような会社として評価されたいかなど、会社として価値観を共有し、
誇りを持つことまで含めたものになっている。

s 「縁あって一緒に働く仲間に、明るい豊かな人生を与えることが僕の経営する目的。売上げと利益を上げるのは手
段でしかない」など、同社で働くことの意義を社長自らが強くメッセージ。「お客様に満足、感激、感動を提供する」
という価値観を従業員同士で共有し、従業員がこの会社で働くことを誇りに思えるよう、同社で働く意義を説き続
けている。

同社の強みは、トヨタ式カイゼンをコンサルティング事業に導入し、個々の作業を標準化、見える化することで利益
率の改善を実現した点にある。さらに##0-を導入し、作業の進捗状況を把握、適正なマンパワーリソースの投入
配分を行って、作業効率を向上させている。

s 同社では、中小企業基盤整備機構に相談し、カイゼンの専門家派遣を要請した。
s 個々の作業ごとに実行フロー図を作成し、社内標準工数（作業に要する人数×時間）を設定することで、各作業工
程の標準化、見える化を行うとともに、業務における価値作業と非価値作業を分別した。

s 個々の事例や担当者の裁量により設定されていたバッファ日数（不測の事象や作業の遅延を見越した予備日）を標
準化した。

s 社内標準工数とバッファ日数の標準化により社内標準歩掛かり（一定の工事に要する作業手間および作業日数）の
s 「理念教育」「技術教育」「礼儀教育」を三本柱として徹底した教育を実施している。
s 行動マニュアルのような定式化された教育よりも、パートであっても初期教育にカ月の時間をかけるなど、サマ

算出が可能になり、目標社内標準歩掛かりを設定した。

s 社内標準歩掛かりを利用して予算書を作成することを徹底した。
s 各スタッフの作業負担を把握するため、「負荷と余力の見える化表」を作成した。縦枠に作業内容、横枠に作業ご

ンサジャパンのサービス品質を自分のものとして吸収できることを重視した教育を実施している。

s 社内で叱られることよりも、お客に褒められることの喜びを重視している。

s
s

s 育成された人材が提供するサービスそのものがブランドであるという位置づけで、人材教育に取り組んでいる。
s
s

「サマンサクラブ」のスタッフ

「サムタイムクラブ」のスタッフ



人材育成̶サマンサジャパン株式会社

との工数、最下段の合計欄には集計数を日々記入する仕組みで、集計数が一定の値（限界工数）を超えたときには、
作業の再分配が検討されることになっている。
専門家の指導終了後も、社内に設置したカイゼン委員会を中心に継続的に改善に取り組んだ。
##0-の運用により、作業の進捗状況を管理し、マンパワーリソースを適正に管理する仕組みをつくり、組織全
体の最適化に取り組んだ。また、ピラミッド型の組織を部門制からプロジェクト制へと段階的に改造した。
必要な作業について、スタッフの作業日数を検討し、完了から開始までの計画を遡行的に立案。バッファ日数を検
討して作業工程表を作成した後、バッファ日数を％削減するチャレンジ工程表を作成し、実行に移した。
主な効果は以下の通り。
①カイゼン導入後、粗利益率は設計部でポイント、測量部でポイントなど、それぞれ向上した。
②部門間の壁をなくし、全員参加でプロジェクトを遂行することにより、モチベーションが向上した。
③作業の標準化、組織のプロジェクト制への移行により、スタッフの単能工からの多能工化が実現した。

「サマンサリップル」のスタッフ

測量風景

設計勉強会
サービスプロセスの改善 ̶サンイン技術コンサルタント株式会社



第9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

サービスの高付加価値化

地域の企業とクリエーターがwin-winの関係を構築する、成功報酬型
「モノづくりプロジェクト」

資産と強みを活かした動画制作で新規ビジネスを創出

株式会社ソアラサービス

株式会社テイ・エス・エス・プロダクション

事業概要：企業・個人事業者向け事務所の企画・賃貸・運営管理業務、商品の企画・開発・販売・販売支援業務、人材
育成のための教育・指導・コンサルティング事業ほか

事業概要：放送番組、ビデオ、 等
（映像コンテンツ）
の企画制作および販売

所在地：広島県（中国）

所在地：広島県（中国）

業種：SOHO・起業家支援サービス

業種：Webテレビ

■提供サービス

■提供サービス

広島地域の製造企業とクリエーター集団をつなぎ、成功報酬型の「モノづくりプロジェクト」を推進している。

地域の観光情報・名産品・伝統芸能・行事などを美しく、興味深く、楽しく伝える観光7EBテレビ「*APAN IN
-OTION」を企画・運営。外国人の視点からの現地リポート形式で日本の観光地紹介の映像を作成し、外国人観光客
の増加に貢献している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、地域の製造企業とクリエーターをマッチングして新商品の開発につなげる、成功報酬型の「モノづく
りプロジェクト」を立案・展開している点にある。これにより企業は、先行投資を抑えた創造的なモノづくりが可能
になり、クリエーターは、商品が販売されることで収入が得られるようになった。同社は、新商品を開発する際に地
域商材を発掘・活用しており、地域の活性化にも寄与している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、時代の変化を見極め、長年にわたって蓄えてきた中国地方の映像資産と動画制作のノウハウを組み合
わせて活用できる道を発見し、外国人観光客のニーズやウォンツにマッチするコンテンツを開発して、付加価値性の
高いサービスを実現した点にある。

s 同社の牛来社長は、「広島3/(/クラブ」の発足や共同オフィス「広島3/(/オフィス」（現在の「3/

s
s
s
s
s
s
s

s
s
s
s

2ビジ
ネスポート」）の開設を通して、クリエーターと企業をつなぐコーディネーターの役割も徐々に担うようになった。
こうした中で、地域の中小製造業の経営者からは、①商品を製造する技術はあっても、商品開発力・マーケティン
グ力がない、②初期投資にかけられる資金は少ないが、クリエーターの能力を使って新商品を開発したい―など
の相談を受けていた。また、地域のクリエーター側からは、①東京から広島に5ターンで帰ってきても、なかなか
仕事がない、②クリエーター同士やクリエーターと企業をつなぐネットワークがない中で、代、代でもクリエー
ターとして安定した収入を得ていく方法はないか―などの相談が寄せられていた。
そこで同社は、企業側の初期投資を抑えると同時にクリエーターも収入が得られるようにする「モノづくりプロジェ
クト」を発案。年より取り組みを開始した。
「モノづくりプロジェクト」では、クリエーターと企業が、WIN WINの関係で継続的に取り組めるプロジェクトチー
ムを作ることを目指した。
契約内容はプロジェクトによって異なるが、インセンティブに関しては、例えば、売上げの％を同社が受け取り、
その中の％をクリエーターが受け取るという、成功報酬型の仕組みを採用している。
複数のプロジェクトを並行して進め、商品開発に取り組んでいる。商品企画を企業に持ち込むこともあれば、逆に、
企業から商品開発の相談を受けることもある。
商品の開発に向け、中国地域ニュービジネス協議会や広島県商工会連合会と連携し、プロジェクトテーマとなり得
る情報を収集している。また、広島地域の新商材の発掘も行っている。
商品の販売促進や販路開拓には、マスコミやインターネットを積極的に活用している。また、東京のメーカーや小
売店に出向いての販路開拓や、独自の販売ルート（展示／アンテナショップ／ネットショップ）の構築も行った。
即戦力になるクリエーターを欲する企業のニーズと、現場経験を積んで実力をつけたいクリエーター志望者のニー
ズに応えるために、第一線で活躍している現役クリエーターに弟子入りして、現場を体験しながら即戦力を身につ
けられる「弟子入り型即戦力養成プロジェクト」を立ち上げ、運営している。
「モノづくりプロジェクト」では、当初〜のプロジェクトチーム結成を目標としていたが、年度にチー
ムが結成され、商品開発までプロジェクトを遂行した。
地域の製造企業と地域のクリエーター、地域商材を結びつけることで、広島地域の活性化にも貢献している。
年度は人のクリエーター志望者を現役クリエーターに弟子入りさせ、人がプログラムを卒業した。
〜年度は内閣府の委託事業である「地方の元気再生事業」を受託。商品開発試作やテストマーケティング、
人材育成の新しい仕組みの試行などを実施した。

同社ホームページ



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社ソアラサービス

竹炭パウダーを練り込んだ「黒もみじ饅頭」
（左）と地場のトウガラシを使っ
た「赤もみじ饅頭」
（右）

s テレビ新広島の番組制作関連会社として設立されたが、親会社からの発注を待つだけでなく、強みである動画制作
能力を使って制作した商品を売るという新しいビジネス領域に進出した。

s デジタル時代、インターネット時代を見据え、ネット上に動画を配信することで生まれる新規ビジネスを模索した。
s 観光7EBテレビ「*APAN IN -OTION」では、ナレーターやレポーター、ライターまですべて外国人とし、外国人の
視点で日本を紹介している。

s 年月、月間ユニークユーザー数万人、月間万ページビューを誇る外国人向けポータルサイト「JAPAN
GUIDECOM」と提携。日本を訪れる外国人が必ず見るという人気サイトとの提携で、動画主体の観光情報サイトと
しての知名度がアップした。

観光7iLテレビ「>«>ÊÊÌ」
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社テイ・エス・エス・プロダクション



第9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5回受賞企業・団体

地域事業者の有機的連携で小規模共同配送の
「浜田モデル」
を確立し、物流効率化を実現

中小サイトへの手軽な広告出稿を可能にする広告マーケットプレイスを開設

有限会社ディ・シィ・ディ

株式会社デジタライズ

事業概要：共同配送事業

事業概要：インターネット関連事業、7iLサイト構築ほか

所在地：島根県（中国）

業種：物流

所在地：広島県（中国）

業種：情報サービス

■提供サービス

■提供サービス

同社は、株式会社吉寅商店を代表とした地元卸売業社による共同配送会社として設立され、商品の安定調達と物流
業務の効率化に取り組み、成果を上げている。取引先とのルールを明確にし、情報公開、情報共有を行うことで、複
数社共同による事業化を実現した。

中小規模の7EBサイトや個人ブログの広告枠スポンサーと、広告主とをつなぐマーケットプレイス「0ITTA」を開設し、
自サイトの広告枠を売りたいニーズと、7EB広告を出したいニーズをマッチングさせるサービスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、複数の地域事業者間で協力体制を構築することにより、物流事業の小規模共同配送モデルを確立した
点にある。加盟企業と取引先の双方に業務効率化などのメリットを与えており、同種事業での稀少な成功例として、
貴重なノウハウを蓄積している。

s 物流効率化法に基づく、経済産業省指導による勉強会を年から始め、年から事業計画・システム設計を
開始。先進地の視察やコンサルタントを招いてのヒアリングなどを行った。年に共同配送事業の実験を実施し、
s
s
s

s
s
s
s
s

事業継続のために同社を設立した。
加盟企業や配送ルートごとの配送料金・料率の決定に注力した。物流事業のコンサルタントにも協力を仰いだが、
参考になりそうな成功事例がないため、料率システムの基盤を固める時点で苦労した。
設立年目は、配送料率を高めに設定したこともあり黒字であった。同社は単独で利益拡大を図る目的の会社では
ないため、年目、年目は料率を下げたが、赤字に終わった。
同社設立時の出資会社社を正会員、設立後の加盟企業を準会員とし、配送料率にの差をつけている。正会員、
準会員がすべて参加する勉強会を毎月開催しており、ここで意見交換することで配送料率や配送ルートを決定して
いる。また、月次で算出している配送ルートごとの損益の数字、加盟各社の配送料率などの各種情報をすべて公開
している。
小売店側からの少量のオーダーだけでは事業が成立しないため、回につき 円以上の配送というルールを設
けている。
加盟企業の中には商材が重なる事業者も存在しているが、配送は共同で効率的に行い、小売店への営業活動などは
各卸売事業者が個別に行うということで意思統一を図っている。
都市部から離れた地域など、特に配送条件の悪い地域から配送ルートを開拓していった。このようなルート開拓な
ども、毎月の勉強会での意思統一の下に行っている。
加盟企業の卸売事業者、配送先の小売事業者の双方に業務効率化と多頻度配送というメリットを与えている。
設立年目以降は配送料率を変更していないが、取扱高が増えたため黒字となっている。また、毎月の勉強会では
各種関連情報をすべて公開しているため、加盟企業の信頼を集めており、まだ社も脱退していない。

吉寅商店ホームページ



サービスプロセスの改善 ̶ 有限会社ディ・シィ・ディ

吉寅商店外観

ネット広告においては、大手広告会社やその系列下にあるレップ（広告枠仲介事業者）などが、媒体価値の高いサイ
トはもとより人気の高い#'-（消費者生成メディア）に至るまで広告枠をネットワーク化し、その価格体系に組み
込んでいる。同社の強みは、大手広告会社・レップが扱いたがらない地方のサイトや #'-への、手軽で合理的な広
告出稿の道を切り開いた点にある。

s 年月、広告マーケットプレイス「0ITTA」を開設。広告主は、大手ポータルサイトから個人ブログまで、様々
なサイトの広告枠を広告枠検索機能によって調べたり、年齢やジャンル・地域などサイトの属性を細かく絞り込
むことも可能になった。一方、媒体側は、価格を決めて「0ITTA」に登録するだけで、広告枠を広くアピールでき、
手軽に広告主を募集できる。

s 規模や目的に応じた費用対効果の高い広告出稿を可能にするため、期間保証で、コアターゲットが集まるサイトを
ピンポイントで指定できる「セルフマッチ広告」、「0ITTA」に登録しているほとんどの媒体に短期間に表示回数保
証で大量の広告を配信することができる「インプレッション広告」の種類を提供している。
s 広告素材を「0ITTA」のアド・サーバー（広告配信を行う専用のソフトが組み込まれたサーバー）にアップロード
すれば、各サイトへの配信はアド・サーバーが自動的に行うため、媒体側では通常必要な広告表示をカウントする
仕組みが不要になり、またアド・サーバーが広告の表示回数やクリック数などを採取するため、広告主は、通常広
告掲載期間終了後に入手する広告掲載レポートを毎日確認することができる。

s 登録媒体数は、開設当初のから年月には を突破し、同社のネットワーク全体で、月間億 
万インプレッション（広告が表示された回数）を配信。広告主は全国に分布していることから、広告マーケットプ
レイスが全国的なニーズに応えていることがわかる。

広告マーケットプレイス「*ÌÌ>t」画面例
サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社デジタライズ



第6回受賞企業・団体

サービスの高付加価値化

科学的・工学的アプローチ

第1回受賞企業・団体

こだわりのサービスで、自らを地域の観光資源に育てた旅館

ネットの向こうに10万人のマーケッター

てしま旅館

株式会社ハー・ストーリィ

事業概要：温泉旅館

事業概要：主婦マーケット専門のコンサルティング＆マーケティング事業

所在地：山口県（中国）

業種：ホテル・旅館

所在地：広島県（中国）

業種：情報サービス／コンサルティング

■提供サービス

■提供サービス

年創業の老舗旅館。年に内装を全面リニューアルし、現在では古風な外観と洗練された設備を兼ね備え、
客室数室での行き届いたサービスを提供している。

日本では数少ない女性マーケティング会社。中でもさらに稀少な&層（〜歳）に特化した事業を年から創
業。今では、パイオニアかつオンリーワン企業としても注目されている。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

同館は、宿泊客に宿を楽しんでもらうために旅館のハード面とソフト面を革新した。デザイナーズ旅館という空間力
に加え、地域の食材、家族経営の温もりをコンセプトにしたサービス展開を図り、旅館業と食品事業の両立に成功し
ている。

女性の購買情報源は口コミの力が強いことに着目し、会員である主婦にアンケートを送付、その回答を分析して企業
に対してマーケティングを実施している。これに)4を活用して口コミサイトを運営し、アンケートの分析などの調査
コストを約分のに改善するとともに、より多くのデータを容易かつ迅速に集めることに成功し、収集したデータ
を企業に伝え、マーケティングを展開している。

s 山口県阿知須温泉郷には、かつては軒近い宿泊施設があり賑わったが、バブル崩壊後、客層が団体客から個人
客へと移り変わったことで客足が途絶え、近隣はさびれた。同館も施設の老朽化が進んだことで廃業を考えたが、
先代の孫である現社長が三代目社長兼番頭として旅館を引き継ぎ、リニューアルオープンに取り組んだ。リニュー
アルに際しては、客室数というハード面重視では景気変動の影響を受けやすく経営が不安定になることを経営課題
としてとらえ、宿泊客に宿を楽しんでもらうソフト面重視のサービス展開を事業方針とした。

s 女性の購買行動は、男性のそれとは根本的に異なるところに着目。創業当時から集まっていた主婦を中心とする女
性のコミュニティとのやりとりを、インターネットを活用した形態に進化させ、迅速かつ正確な情報収集を実施し
た。

s 企業の商品の善し悪しを主婦の視点から批評してもらい、その生の声を企業に伝える「クチコミュニティ・マーケ
s デザイナーの辻村久信氏と組んで、和にこだわり、「宿泊客にくつろぎ、楽しんでもらえる旅館」をコンセプトに
リニューアル。広い客室にロビーとバーを設け、ゆっくり過ごしてもらえる空間を充実させるとともに、照明や音
の演出など五感に響くこだわりの演出を施した。また料金体系を従来の一室 円台から倍に上げ、山口県で
有名なフグを主力商品として、客単価の向上を図った。

ティング」というビジネスモデルを創出し、デザイン、商品の構成など踏み込んだマーケティングを展開している。

s 生活者視点のマーケティング事業を通じて、企業が提供する商品やサービスの価値を高めている。
s クライアント企業の商品を試す場を提供することにも取り組み、クライアント企業の商品を料理し、試食できるカ

s オープンから半年間は雑誌に掲載されることもなく、集客方法が大きな課題となったため、パブリシティ活動に取
り組んだ結果、雑誌の取材やテレビ出演が決まり、年で全国数十社の出版社から取材を受けるようになった。

フェをプロデュースする予定。また、会員である主婦にクライアント企業のサンプル商品を品評してもらう「あい
のり」事業を全国各地で行っている。

s 自社ホームページでは、家族の話、写真などを入れ、人間味を出していくことにより、家族経営の温もりに共感し
てくれる利用者のみを受け付けることにより、子どもの成長を楽しみにしてくれる宿泊客や、スタッフのファンと
して宿泊してくれる顧客、リピーターが増えた。

s 宿泊客から、食事の際に出す醤油を「持って帰りたい」という要望が出始めたため、地場の醸造家とともに商品化
に取り組む。当初は旅館の土産として扱っていたが、リピーターから大阪圏の有名百貨店のバイヤーの紹介を受け、
販路を拡大。また味覚だけではなく、商品形状、ネーミング、パッケージデザインにもこだわり、新商品を次々と開発。
その結果、市場投入するほとんどすべての商品がヒット商品となり、東京や福岡の有名デパートを中心に、売上げ
が拡大。売上高構成比も「旅館業：食品事業」となり、事業の大きな柱に育った。これによって景気変動の
影響を受けやすい旅館業の売上高を食品事業がカバーするというバランスの良い収益構造が確立されている。

本社の業務風景

リニューアルにより洗練された空間に



サービスの高付加価値化 ̶てしま旅館

料理には定評がある

同社が出している出版物。同社の成り立ちや思想とともに、成
功事例が数多く紹介されている
科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社ハー・ストーリィ



第7回受賞企業・団体

国際展開

「付加価値の創造」
によってブランド力を確立し、グローバルな事業展開を実現

第4回受賞企業・団体

サービスプロセスの改善

障害を持つ高齢者に自立した豊かな生活を提供する介護付有料老人ホーム

株式会社バルコス

株式会社メッセージ

事業概要：ハンドバッグ、小物の企画製造販売および輸入販売

事業概要：有料老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅・グループホームの運営、居宅サービス事業

所在地：鳥取県（中国）

所在地：岡山県（中国）

業種：バッグ卸・小売

■提供サービス
海外での事業展開による最新のトレンドの把握やスピーディな生産体制の確立をベースに、ハンドバッグや小物の卸
売事業、百貨店事業、直営店事業、海外事業、/%-事業を展開している。

業種：介護

■提供サービス
「障害のある高齢者に良質な住まいを提供し、生活を支えること」を事業理念に、全室個室でのアットホームな住環
境の中で、食事やくつろぎの時間を入居者自身のサイクルで過ごせる介護付有料老人ホーム「アミーユ」シリーズを
運営している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、常に「付加価値の創造」について自らに問いかけ続け、百貨店事業や海外事業を通して生み出した独
自の付加価値を活かして、顧客の求めるサービスを創出していった点にある。特に海外における展示会出展やトレン
ドの把握、生産拠点などを有効に活用した戦略は、同社のビジネスの成長に大きく寄与した。

s ビジネスのスタート当初、自社にブランド力がなかったことから、バッグに「爬虫類皮」という付加価値を持た
せて販売。その後、流通業のトップである百貨店への参入を狙い、日本での販売代理店を探していた「0)#!2$」
の代理店になり、「ドイツバッグメーカーの販売代理店バルコス」という肩書を得て、百貨店事業参入に成功。
「0)#!2$」のバッグは当初はデザインやサイズが日本人に合わず売れなかったが、中国の工場で水牛皮の日本仕
様のバッグを作ったところ、これが人気となった。
s 「0)#!2$」に加え、百貨店で自社ブランドのバッグや雑貨販売を開始し、事業が拡大した一方、ディベロッパー
の商業ビルテナントでの直営事業にも進出したが、この事業は失敗してしまう。この経験から、顧客は「百貨店で
扱っているバッグ」を購入していたということに気づいた同社は、ビジネスモデルについて再考し、ライバルの少
ない海外事業での展開を考えた。
s 年月、他社と差別化した付加価値をつけるため、イタリア（フィレンツェ）に支店を開設。
s 年月には、日本企業として初めてミラノの国際皮革製品見本市「-)0%,」に出展を開始。回目となった
年秋には、世界社の中で、「デザインイメージ賞」上位社にノミネートされた。
s 著名なイタリア人デザイナーにブランドの監修を依頼し、いち早くトレンドを取り入れる工夫をした。
s 「生産は適材適所」という考えに基づき、中国の広州にサンプル工場を開設。
s 「-)0%,」への出展や、トレンドをすばやく製品生産に活かす仕組みにより、国内での/%-に加え、相手先のブ
ランド名で設計から製造までを手掛ける/$-が急増。セレクトショップにも取引が一気に広がり、海外にも販路
が拡大した。
s 現在ではターゲット、価格帯、素材別につのブランドを持ち、全国の小売店舗に展開している。
s 「百貨店ブランド」という強みを活かして、地方・郊外展開を行う直営店事業に注力。佐賀や唐津など、商業集積
地と競合せず、有名百貨店がないなどの条件に合ったエリアへの出店で売上げを伸ばしている。
「イタリアからのクオリティの高いトレンド情報」
s /%- ／ /$-などの顧客からの抽象的な言葉やイメージに対し、
「/$-提案ができる人材」「適材適所におけるスピーディな生産力」「日本基準の品質の高さ」という総合力をベー
スに、ニーズにマッチした製品の提供で高い評価を得ている。
s 百貨店事業は、伊勢丹、三越、髙島屋など全国有名百貨店店舗で展開している（年月現在）。
s セレクトショップやアパレルメーカー、通販会社との/%-取引が過去年で急増し、現在では社を超えている。
「-)0%,」を契機に、欧州、北米、東欧、中近東、アジアに販路が広がっ
s 中国国内の伊勢丹などでの販売展開に加え、
ている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、提供する側の体制やサービスプロセスを巧みに効率化しながら、企業理念どおりに、障害のある高齢
者が自立的で豊かな「普通の生活」を送ることができるような質の高いサービスを提供している点にある。

s 年、介護保険法施行とともに岡山に介護付有料老人ホーム「アミーユ」を開設。「アミーユ」は完全個室で、

s
s
s
s
s

入居者一人ひとりのニーズに基づいた「オーダーメードケア」を実現している点が最大の特徴である。具体的には、
食事やくつろぎ、買い物や散歩などの時間を入居者のサイクルで過ごすことができ、アルコールなどの嗜好品を楽
しむこともできる。
地域に出かけること、旅行に行くことなどを積極的に進め、旅行会社と提携して入居者と家族を対象にした旅行企
画を提供している。
食事にも力を入れ、同社の子会社でメニューを開発しながら提供しているほか、辻クッキングスクールと提携した
メニュー開発も行っている。また、入居者に評価を聞き、メニュー内容を改善するといった取り組みも行っている。
経済的負担を極力軽減する料金体系を実現し、入居一時金を廃止するとともに、入居・退去も自由にできる形態に
し、月額利用料を高齢者の年金の範囲内で利用できるよう月々 万円〜万円前後に設定した。
)4を使って職員の配置のマッチングを行い、利用者の満足度を高めながら効率化を図っている。
年には、バス・トイレ・キッチン付個室を実現した「アミーユレジデンス」を提供。年にはさらに自宅
に近い環境を目指して、高齢者専用賃貸住宅「#アミーユ」を開設した。

ÓääÇ年にオープンした高齢者専用賃貸住宅「 アミーユ」では高齢者の自立した生活をサポート

オリジナルブランド「 "Ê
（左）
」と「>>>vÕ（右）
」
。* （国際皮革見本市）でデザイン部門 x 位に入賞し、インター
ナショナルブランドとして認知されるようになった



国際展開 ̶ 株式会社バルコス

「アミーユ」の入居率
サービスプロセスの改善 ̶ 株式会社メッセージ



■四国ブロック
□愛媛県
259 株式会社内子フレッシュパークからり
265 株式会社マミーズファミリー
□香川県
260 株式会社サヌキットジャパン
262 全国子育てタクシー協会
263 株式会社旅ネット四国
□徳島県
257 株式会社あわわ
（建てようネット）
258 株式会社いろどり
□高知県
256 株式会社赤岡青果市場
261 四国管財株式会社
264 パシフィックソフトウエア開発株式会社

サービスの高付加価値化

第3回受賞企業・団体

地域貢献

第2回受賞企業・団体

庭先集荷や規格外品の受け入れで生産者のやる気と生産性が向上

あなたのウンチクをケンチクに

株式会社赤岡青果市場

株式会社あわわ（建てようネット）

事業概要：青果市場運営

事業概要：月刊タウン情報{誌
『あわわ』
『-『
』äxä『
』/かがわ』
の編集・発行、デジタル事業、ホームページの運営・
制作、マーケティング事業、住宅関連事業の営業促進

所在地：高知県（四国）

業種：卸売／農業

所在地：徳島県（四国）

業種：情報サービス／出版

■提供サービス

■提供サービス

労力不足により青果を出荷できない生産者の家を直接訪問して集荷する「庭先集荷」や、規格外品の受け入れ、また
農家ごとの競りの実施など、農家主体のサービスを提供している。

インターネットによる情報提供を通して建て主と建築家をマッチングさせることがサービスの中核であるが、利用者
にとって家は「人生最大の買い物」であることを踏まえて、オンラインだけでなく、オフラインでの情報提供やセミ
ナーなども充実させている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、地場産地の担い手である農家の高齢化や女性化による労力不足を補うための集荷や規格外品の受け入
れ、農家ごとの競りの実施など、「農家を豊かに」を基本理念に産地市場のあり方を根底から問い直し、青果市場と
しては前例のないサービスプロセスを創出したことにある。

s 東西KM圏内に設けた約の庭先集荷所において青果を集荷するという「庭先集荷」を実施している。現在では
この庭先集荷青果物が全入荷量の約割を占め、出荷登録している生産者は 軒以上に上る。

■ハイ・サービスのポイント
同社は、徳島のタウン情報誌『あわわ』をはじめとするつの月刊誌を発行してきた経験とネットワークをもとに、
建て主と地元建築家のマッチングサービスである「建てようネット」を始めた。サービス提供の基本的なポリシーは
「情報屋として客観的で正確な情報を提供することで地域の人々の役に立ちたい」という徹底した顧客志向にある。

s 地域情報誌を発行する同社のミッションは「徳島を元気にすること」。地元にこだわった情報提供、サービス提供
に徹することで、地域経済の活性化に貢献している。

s 農家からの青果はすべて委託販売で、競り取引によって販売している。
s 「地産地消の家づくり」を目指し、地元の気候・風土を理解した建築家、工務店にこだわったマッチングサービス
s 農家ごとに競りを行うことで、農家の努力が価格に反映され、生産意欲が向上した。
s 無選別、バラ荷、規格外品も受け入れ、場内のパッケージ加工場で包装・調整して流通。市場流通に適さない規格
外品も、地元の外・中食産業などへ販売している。

を提供している。

s 現在では同じ事業モデルを香川、島根・鳥取、広島、大分でも提供している。地域貢献サービスという性格を守る
ために、タウン誌を通じて地域情報サービスを行っている会社に限って仕組みを提供している。

s 年間数十回、産地内の各集落に出向き、消費者や市場状況などに関する情報を提供している。
s 自社で営農指導員を配置し、生産者への技術指導や営農相談を実施している。

「建てようネット」の仕組み

生産者ごとに行われる競りの様子



サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社赤岡青果市場

袋詰めの代行で労力不足をサポート

「建てようネット」ミニライブラリー

家づくりの流れ
地域貢献̶ 株式会社あわわ（建てようネット）



地域貢献

第2回受賞企業・団体

第5回受賞企業・団体

地域貢献

裏山が広がる料亭の一皿

女性や高齢者の積極的な参加により、町に元気と活気を与えた農産物直売所

株式会社いろどり

株式会社内子フレッシュパークからり

事業概要：農産物の販売に関する業務、建築土木資材用木材加工品の販売に関する業務、観光案内に関する業務、販売・
経営合理化に関するコンサルタント業務

事業概要：特産品・農産物販売、加工品製造販売、レストラン

所在地：徳島県（四国）

所在地：愛媛県（四国）

業種：消費材製造販売

業種：アグリビジネス

■提供サービス

■提供サービス

農家の裏山に自生する木の葉や草木という地元の資源を有効活用し、これらの素材を料理用「つまもの」として商品
化し、全国の高級料亭などに出荷。高齢者が利用できるパソコンを開発（入力装置、ポインティング装置、生産者端
末の簡易化）し、需給のマッチングを見極めながら生産する体制をつくり上げた。

新鮮な果物や野菜などをはじめ、少量の農産物や野草など既存の流通経路に乗らないものも商品として提供すること
で、多くの参加農家を集める農産物直売所や加工工場、レストランの運営を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
■ハイ・サービスのポイント
同社の取り組みは、単に新しい事業によって町を活性化したのみならず、「福祉事業」という理念のもとで、高齢者
に新しい農業や事業へのエネルギーを創出し、自分たちでもいいものをつくればお金を稼げるという生きがいを取り
戻させることによって、生活や地域を根本から活性化した点で優れている。

同社の強みは、長年にわたって既存の地域活性化策、農業振興策を研究する中で練り上げた中・長期的な戦略のもと、
女性や高齢者、さらには町の住人の意欲を引き出す巧みな施策によって、直売所を核にした「内子フレッシュパーク
からり」の事業を、町ぐるみの取り組みにしていった点にある。

s 「内子フレッシュパークからり」の展開する直販所では、野菜や果物といった通常販売されている商品以外も並べ
s 「つまもの」は、*!（農協）を通じて京阪神や首都圏へ出荷されるが、季節やメニューに応じて変化する料理屋

ることができることから、販売する品物の種類が増え、町の活性化に大きく寄与した。

などの需要にマッチングさせなければ価値がなくなるという特性を持つ。そこで、まず多品種少量の品揃えと需要
変動に応じた適切なタイミングで供給する体制をつくることが求められた。

s 誰にでも簡単に使いこなせる直売所内の0/3レジと生産者のファクスをネットワークで結ぶ「からりネット」の

s 町内にもともとあった市町村防災行政無線設備と家庭内にあったファクスを活用したネットワークを構築し、高齢

導入やモバイル化により、生産者はファクスや画面で自分の売上げや商品販売状況を把握することができ、商品の
補充などもスピーディに行えるようになった。

者でも利用可能な生産体制を整えた。

s 「エコうちこ認証制度」という独自の仕組みを構築し、化学肥料および化学合成農薬の削減や、食物残渣の回収・
s 年には、旧通産省から約億円の実証実験支援を受け、第セクターの「株式会社いろどり」を設立。0/3で
集出荷ケースを管理する「彩ネットワークシステム」を構築するとともに、高齢者でも利用できるパソコンも開発
した。

堆肥化と使用・販売、トレーサビリティの導入など、環境や安心・安全に対して意欲的に取り組んでいる。

s 直売所参加者は当初の人から人になり、売上げは町の農業生産額の％を占めるまでに成長。年間来訪者
は万人を超える。

s 上記のような慎重なステップを踏みながら、最終的には高齢者でも「お金を稼げる」仕組みをつくったことで、同
社は高齢者に生きがいと活力を取り戻させ、事業へのエネルギーを創出した。

農協を通じて全国 {äカ所の市場へ流通している

彩事業全体の仕組み
農産物直売所には常に新鮮な農産物が並ぶ

栽培している紅葉のもみじ。もみじだけでもx 種類以上ある



地域貢献̶ 株式会社いろどり

収集したデータをいろどりで分析し農家へ伝達。明日の出荷を
計画する

レストラン運営も行う

「からりネット」の仕組み

循環型農業やトレーサビリティにも積極的に取り組む
地域貢献̶ 株式会社内子フレッシュパークからり



第5回受賞企業・団体

科学的・工学的アプローチ

「3D自動積付シミュレーションシステム」
の開発で航空貨物搭載が大幅に効率化

人材育成

第3回受賞企業・団体

迅速なクレーム対応と
「報・連・相」で顧客満足度が向上

株式会社サヌキットジャパン

四国管財株式会社

事業概要：ソフトウェア開発、販売

事業概要：ビルメンテナンス業務、病院サポート業務

所在地：香川県（四国）

業種：ソフトウェア開発

■提供サービス
産官学連携により、航空業界向けに航空貨物を機内に最適に配置搭載するためのソフトウェア「$自動積付シミュ
レーションシステム」を開発、航空会社からトラック輸送まで、貨物搭載の効率化に貢献している。

■ハイ・サービスのポイント
「$自動積付シミュレーションシステム」は、研究・開発過程自体は科学的・工学的アプローチによるものであるが、
同社の強みは、現場の生の声に耳を傾けながら使い勝手などの検証を重ねて、そのシステムを「現場で使って最も価
値がある」ように熟成させていった点にある。

s 航空貨物の搭載は、前後左右のバランスを取る必要があるほか、空に浮いているために生じるたわみ、降ろす順番
などを人が事前に計算しなければならないため、熟練した技術を要し、〜時間かかっていた。また、コンテナ
やパレットの配置は次元で計算できるが、中に何をどう入れるかは次元で考えなければならず、航空機内とい
う限られた空間と状況であることから制約事項も多かった。

所在地：高知県（四国）

業種：ビルメンテナンス

■提供サービス
「報・連・相」の徹底や、寄せられたクレームへの迅速な対応とそこからの学習を通して、顧客満足を追求したビル
建物のメンテナンス業務を行う。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、従業員全員が「仕事は自分の夢の実現手段」というユニークな企業理念を共有し、何でも言いやすい
会社環境を整えて「報・連・相」を徹底することによって、クレームのない上質なサービスを実現した優れた人材育
成法にある。

s 「社員が自慢できる会社経営」を目標に経営理念を策定し、同社独自の行動指針「ベーシック」を設定して、
これを社員全員で共有した。

s 過去年間、客先でのクレーム発生から会社への連絡は分以内、その後の対応は分以内という迅速な対処を継続
している。

s 同社は香川県産業科学技術センターや筑波大学などと連携してシステムの開発に取り組み、年「$自動積付
シミュレーションシステム」を完成させ、貨物予約の受け付けでの使用がスタートした。従来は貨物の容量だけを
聞いて、コンテナ、パレットの容積と照らし合わせて判断しており、実際に積み込んでみなければ搭載の可否はわ
からなかったが、同社のシステムがあれば電話で容量や寸法を聞くことで判断が可能になった。

s 「クレームは宝の山」と受け止め、再発防止を心がけるとともに、定期的に勉強会を開催。ボイスメールや月回
のアンケートなど、様々な手段で従業員が発言しやすい企業風土を整備している。

s 新人の採用時には仕事の性質や厳しさを明らかにし、何を期待するかを明確に伝える。
s 今後はシステムをトラック輸送に応用すべく、「グリーン物流パートナーシップ推進事業」の「ソフト支援事業」
として、物流の大幅な効率化を目指した実証実験にも取り組んでおり、現状では％程度といわれるトラックの
積載量を％以上にするのを目標としている。

コンテナやパレットの積み付けの様子

「Î 自動積付シミュレーションシステム」の画面例



科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社サヌキットジャパン

s 従業員満足度も向上し、地元では有力企業と並ぶ人気企業に成長した。

クレームへのスピード対応

勉強会の様子

同社が目指す会社の姿
人材育成̶ 四国管財株式会社



人材育成

第6回受賞企業・団体

「子育てしやすい街づくり」
で全国に広がる子育て応援タクシーサービス

サービスの高付加価値化

第5回受賞企業・団体

顧客のニーズに合わせて
「お遍路」
の様々なスタイルをオーダーメイド

全国子育てタクシー協会

株式会社旅ネット四国

事業概要：子育てタクシーに関わる運営・研修指導など

事業概要：巡拝旅行販売、巡拝用品販売、海外・国内旅行販売

所在地：香川県（四国）

所在地：香川県（四国）

業種：タクシー

業種：旅行代理店

■提供サービス

■提供サービス

移動手段が限られる妊婦や子育て中の母親を支援するために、同協会が中心になってドライバー研修を実施し、保育
所への送迎の代行、夜中の子どもの突然の発熱などといった急なトラブルに対応している。サービスメニューとして
は、①チャイルドシートなどをあらかじめ用意して乳幼児と保護者が同乗するコース、②保育所や学習塾からの送迎
など保護者の指示に基づいて目的地まで子どもが一人で乗るコース、③急なトラブルや夜中の移動などがある。

顧客の要望に合わせた旅程を提案するオーダーメイド型の対応を主として、高齢者向けや一人旅向けなど、様々な形
のお遍路のプランを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
同協会の強みは、これまでの既成概念を打破し、「タクシーは利用しにくい」と感じていた妊婦や子育て中の母親な
どのニーズと、業務に対して積極的なモチベーションを持たない乗務員の意識改革を結びつけ、業界全体のサービス
水準の向上や、顧客層の拡大に取り組んだ点にある。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、「お遍路」にまつわるニーズやウォンツの変化を感じ取り、それを満たすために旅程の迷いや不安を
なくすきめ細かな対応と、充実した旅を実現する、お遍路案内人「先達」の資格を持ったタクシー運転手と行くタク
シー遍路などのプラン設定によって、「日本で唯一の四国遍路の専門旅行社」の名に恥じないようサービス価値を高
めていった点にある。
「お遍路」の旅に対するニーズやウォンツの変化に合わせ、
s 団体・パック旅行から個人旅行へと移行したトレンドや、

s 子育て中の母親や妊婦のタクシー利用ニーズが潜在的に高い点に気づいた子育て支援系.0/法人「わははネット」
からの提案を高松市の花園タクシーが受け入れ、業界全体として右肩下がりの環境下において少しでも顧客層の拡
大やサービス向上に努めようとサービスの提供を開始。しかし、導入時は事業者や乗務員の理解を得ることは難し
かった。また、乳幼児を持つ親にアンケートをとった結果、
「利用してみたい」人は割に達したが、その一方で、
「知
らないタクシー運転手に子供を預けられない」など厳しい意見も多かった。
s ドライバーの育成にあたっては、協会が地域の.0/と連携しつつ日間のドライバー養成講座や保育実習を実施。
①社内研修では長期間のモチベーションやサービスレベルを維持できる保証がないこと、②あくまでも子育て家庭
の目線での研修であること、③事業者と協会、.0/の者連携があって初めて利用者の信頼が得られる仕組みを構
築できること、といった理由から、協会主催で研修を行っている。講座修了者には認定証、ステッカー、バッジ等
を付与し、全国どこでも水準以上のサービスと安心を提供できる仕組みづくりにより、サービスのブランド化を図っ
ている。
s 協会発足から年で、全国都道府県、社の加盟を達成し、協会の認定ドライバーは名（年月現在）
となっている。

夫婦、家族などの小グループが手軽に参加できるプランや、タクシーで回るプランを開発した。

s まず資料を送り、顧客が抱くイメージを電話で確認した上で、改めて旅程を提案。お遍路の玄関口となる徳島空港
にどの方面からどの時間帯に着くかなどにより宿泊先や旅程が異なるため、オーダーメイドに対応することに注力
した。

s 高齢者でも楽に回れる「貸切タクシープラン」を主軸に、名まで乗車できる「ジャンボタクシープラン」や、一
人でも安価にお遍路ができるよう地元のバス会社と開発した「ことでん遍路バスツアー」など様々なメニューを用
意している。

s 多くの人に訪れてもらうためのリーズナブルな宿泊費の設定や、クレームの多い旅館との契約打ち切りなど、顧客
満足の向上に努めた結果、取扱客数が増加し、回、回と訪れる顧客も増えている。

同社のホームページ

地元のバス会社と開発したバスツアー

お遍路の様子

お遍路案内人「先達」の資格を持つドライバーが同行するプラ
ンも

座学
（左）
や緊急対応訓練
（右）
など様々なドライバー研修メニュー

サービスメニュー例

「子育てしやすい街づくり」をテーマにサービスをスタート



人材育成̶ 全国子育てタクシー協会

サービスの高付加価値化 ̶ 株式会社旅ネット四国



第1回受賞企業・団体

地域貢献

科学的・工学的アプローチ

第4回受賞企業・団体

人を釣りまくる情報の網で今日も大漁

ITの活用で実現する、理想のワンストップ保育サービス

パシフィックソフトウエア開発株式会社

株式会社マミーズファミリー

事業概要：E ソフトウェア・各種制御システムの開発、超音波測深装置
「-i>Ê6Ã」
の製造、販売、メカトロニク
ス制御機器および電子制御機器の開発、製造、各種 --、
*"-システムの開発受託など

事業概要：託児施設の運営、託児施設の受託運営ほか

所在地：高知県（四国）

所在地：愛媛県（四国）

業種：情報サービス／コンサルティング

業種：保育サービス

■提供サービス

■提供サービス

" TO "の各種制御システムソフトウェアの開発を中心に、地域に根ざした情報提供を行う" TO #サービスも行ってい

)4を活用した「子どもカルテシステム」や「人材適正配置システム」の開発で、多彩なサービスを提供する多機能保

る。

育施設を展開している。

■ハイ・サービスのポイント

■ハイ・サービスのポイント

同社は、地域における" TO "サービス企業であるが、その認知度の低さをカバーすべく、地域密着型の" TO #サービ
スである釣り情報の提供サービスを創出し、知名度向上、人材確保・人材育成、研究開発、従業員のモチベーション
向上などにつなげている。

同社の強みは、働く母親たちの多種多様な保育ニーズに対応して多機能保育施設を運営してきた経験の中で、子ども
の安全性やスタッフの効率的配置などといった難しい課題を発見し、それらに対して科学的アプローチで取り組み、
「子どもカルテシステム」や「人材適正配置システム」などを開発した点にある。

s 知名度や社員のモチベーションを高めるため、" TO #サービスとしての「情報提供サービス」を企画。高知県が唯

s 安心して育児と仕事の両立を図りたい母親を支援するためには、「子どもの個性・状態に適応した預かりサービス」

一観光目的別ランキングに入るのは「釣り」であったため、少しでも地域貢献になればという気持ちで従業員から
の提案を採用し、「釣り情報提供サービス」を展開することにした。

や「変動する利用客数や多様な時間的ニーズ」にワンストップで対応できる「次世代型多機能保育サービス」の提
供が必要だとして、システム開発会社や小児科医・保健師など業種を超えたネットワークで、子どもの安全性やス
タッフの効率的配置などのシステム開発に取り組む。

s 四国西南部の磯釣りポイントや釣りの情報を毎日提供する「フィッシュオン四国」のサイトを立ち上げ、運営を開
始。地域資源を活かし、積極的な情報提供を通じた観光客の取り込みを行っている。

s 7EBの立ち上げ、携帯電話からのアクセスなどの手法を学ぶ研究開発投資と位置づけている。

s 子どもの罹患歴やアレルギーなどのデータとその対応方法を提供する「子どもカルテシステム」を開発。投薬や戸
外活動・食事制限など日々変動する健康情報を一覧で確認し、個々の状態に合わせた保育を提供。あらかじめ登録
してある個人の持病などに加え、急な病気や怪我の際にも、保育スタッフが管理0#を通して対処方法を確認でき
る体制を構築した。

s 渡船業者から詳細な磯釣り情報を受け入れる体制を整備しており、大阪など県外からも釣り客を獲得した。
s 子どもの要保育度、保育士のスキルを数値で表してマッチングさせる「人材適正配置システム」を開発した。これ
s 地域貢献は大損にならなければ行うというスタンス。企業の認知度向上による人材獲得、様々な実験を行う研究開

により、従来は人の手と経験で行ってきた人材配置を一定のルールで行うことが可能になった。

発という位置づけであると同時に、社員のモチベーション向上の手段となっている。

「次世代型多機能保育サービス」のイメージ
ソフトウェア開発が進められるオフィス

「人材適正配置システム」の画面例
手作りの機器が並ぶ研究開発実験室



地域貢献̶ パシフィックソフトウエア開発株式会社

「子どもカルテシステム」の画面例

「フィッシュオン四国」ホームページ

子どもの一口量に合ったスプーンやしっかり持てる陶器製の食
器を使用
科学的・工学的アプローチ̶ 株式会社マミーズファミリー



