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

□佐賀県
283　株式会社トワード物流

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

□熊本県
278　黒川温泉観光旅館協同組合

□宮崎県
268　WASHハウス株式会社
288　株式会社ハンズマン

□鹿児島県
275　雅叙苑観光有限会社（天空の森）
290　株式会社山形屋

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

■九州・沖縄ブロック



サービスの高付加価値化̶株式会社アイディーズサービスプロセスの改善̶WASHハウス株式会社

サービスの高付加価値化第3回受賞企業・団体

顧客データの分析で、付加価値の高いOne to One型ロイヤルティプログラムを提供

株式会社アイディーズ

業種：コンサルティング所在地：沖縄県（九州・沖縄）

事業概要：ロイヤルティプログラム（マーケティング＆プロモーションコンサルタントほか）

■提供サービス
流通の現場で活用されていなかった データや データを分析し、購買履歴や購買頻度などの顧客の実態や優
良顧客の購買動向などから開発した 型のロイヤルティプログラムを、販促手法も含めて提案・提供して
いる。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、それまで活用されていなかった データや データの分析的手法を確立し、さらにはそのデー
タベースに基づく効果的な販促手法を含めた実践的なプログラムを開発して自らのサービスを高付加価値化した独創
性にある。

多くのスーパーで月に 万円以上のコストをかけているチラシの販促効果を検証した結果、一番大事な優良顧客
がチラシやセールには反応していないことが判明。

来店頻度が低く客単価が高い週末型の顧客は流動しやすいのに対し、来店頻度が高い顧客の流動率は低い。こうし
た分析結果を踏まえて、顧客をグルーピングし、ターゲットを絞ったプロモーションをすることが必要であると判
断した。

顧客名を印字し、一人ひとり内容の異なるクーポンを印刷した販促ハガキを送付することで優良顧客を差別化する
「コアカスタマープログラム」など、売上げ増に直結する付加価値の高いロイヤルティプログラムを開発・提供し
ている。

サービスプロセスの改善第2回受賞企業・団体

コインランドリーの新しいデファクトスタンダードを創造

ハウス株式会社

業種：コインランドリー所在地：宮崎県（九州・沖縄）

事業概要：コインランドリー事業、不動産業、デザイン・設計・施工、 事業、保険代理店業務、コンサルティング業務、
その他事業

■提供サービス
同社は、洗濯機・乾燥機を本社のパソコンから遠隔操作し、顧客へのサービス対応がその場ですぐにできるコインラ
ンドリーの仕組みを開発。また、洗剤の成分や乾燥機の温度、機械の洗浄頻度などの基準を明示し、衛生管理にも力
を入れている。

■ハイ・サービスのポイント
同社は、従来の「暗い」「怖い」「汚い」イメージのコインランドリーから脱皮して、利用者に歓迎される「コインラ
ンドリーの新しいデファクトスタンダードを創造」することを目指す。多店舗化を推進しながら、その目的・サービ
ス価値を担保するための手段として遠隔操作などの システムを導入した。

「暗い・怖い」といった既存店舗のイメージを払拭するために、個別機器の稼働状況の監視、コールセンターによ
る対応と対処など、 やテレフォニーを活用して無人店舗でありながら安心して利用できる環境を構築している。

コールセンターは 時間有人対応（ ： ～ ： は外部委託）で、トラブルによる停止を利用客が自分で解
除できるようなタッチパネルを開発（特許出願中）した。

「汚い」という既存店舗のイメージを払拭し、衛生管理にも力を入れ、衛生面でも安心して利用できる環境づくり
にも取り組んでいる。例えば、アレルギー対策として、「アレルゲン除去」効果の高い機材を導入している。

従来、コインランドリー機器はメーカー側の提案中心で動いていたが、コインランドリー機器についても
ハウス仕様を企画し、別ラインで製作してもらっている。

上記の仕組みを活用して業態をパッケージ化し、オーナーを募集することで多店舗化を推進している（少額開業＋
開業後は同社が完全管理・運営受託）。

ロイヤルティプログラムのイメージ 購買金額に応じて発行されるクーポン店舗モニタリングシステム

ハウスの店舗



サービスプロセスの改善̶株式会社麻生 飯塚病院 サービスプロセスの改善̶株式会社一蘭

サービスプロセスの改善第4回受賞企業・団体

TQMを導入し、医療サービスにおいて数多くの改善を実現

株式会社麻生 飯塚病院

業種：医療所在地：福岡県（九州・沖縄）

事業概要：医療

■提供サービス
同院は、「改善実績・改善データを出し続けることで医療福祉政策にも影響を与える」「高い医療の質と健全経営を両
立させる病院になる」「地域の医療福祉レベルを向上させ、筑豊のイメージアップに貢献する」という つのミッショ
ンを担って医療活動を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
医療というサービスの特性や専門職が多いという職場の特殊性を考えると、 （総合的品質経営）活動推進には
難しい課題も多い。同院の強みは、 活動を推進するにあたり、テーマ設定や参加チーム編成に緩やかな方針で
臨むことによって参加者の自発性や活動の継続性を高め、数多くの改善成果を上げた点にある。

年、同院は、研修指定病院になったのを機にハーバード大学関連病院と提携した。その病院の品質管理部長
が来日して同院で講演したが、その際、「日本は 発祥の地なのに、なぜ日本の病院はそれをやらないのだ」と
指摘されたことがきっかけとなり、 活動を始めた。

年からコンサルティング会社を入れて、 名ほどのコアメンバーで研修などを行ったが、 年後には自分た
ちなりの組織でやることが「飯塚病院方式」だとの機運が高まり、独力で取り組むことになった。

同院の 活動は、 ストーリーなどの問題解決手法を利用した、組織的な改善活動として行われる。

各職場の問題点解決に向けて、 月～ 月までの カ月間、委員会と つの分科会（教育指導・標準化・広報）の指
導のもと、問題解決手法に沿って活動を行っている。

同院では、モチベーション向上のために、報奨金を出している。

株式会社一蘭

サービスプロセスの改善第9回受賞企業・団体

サービスの向上と業務の効率化を同時に実現する独自の「味集中システム」を構築

所在地：福岡県（九州・沖縄） 業種：飲食

事業概要：ラーメン店「一蘭」の経営

■提供サービス
年創業の老舗博多ラーメン店のチェーン展開を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、顧客に自社のラーメンを最大限おいしく食べてもらうために開発した独自の「店舗システム」が、業
務効率の改善や向上に大きく貢献しているとともに、オリジナルの魅力となっている点にある。また、経営理念をベー
スに顧客や地域、社会に貢献する様々な活動を行い、企業価値の向上にも努めている。
「一蘭」は、 年に福岡市で創業され、唐辛子をベースにした秘伝のたれなどが人気を博し、全国にファンを
もつ人気ラーメン店であった。その後、もともと一蘭の客だった現代表取締役社長の吉冨氏が屋号を守る形で、

年に経営をスタート。
号店開店時より「替玉システム」と「オーダーシステム」をはじめ、後の「味集中カウンター」の基礎となる目
隠し暖簾をカウンター各席に配置。目隠し暖簾に加え、隣席に仕切り板を設け現在のスタイルとなったのは 年後。
取り外し可能な仕切りを開発するなど、年々進化を遂げている。基本的に店員とも顔を合わさずに済む仕組みで、
女性客でも店に入りやすいようにしている。また、半個室であるため、会話などに時間を割かれることがなく、結
果的に顧客の回転率が向上。 年からは、家族連れやグループで来店する顧客向けに「味集中個室」の導入も
進めている。
博多ラーメンでは「替玉」と呼ばれる麺のおかわりは当たり前だが、おかわりをする姿を他人に見られたくない女
性客などに配慮し、声を出さずに替玉ができる元祖「替玉システム」を開発。これは、テーブルの前のボタン上に
替玉プレートを載せるとチャルメラ音が鳴り、従業員が替玉プレートを回収に来るという仕組みで、プレートは麺
のかたさや量によって色分けされ、厨房での作業ミスを防止している。
個人の微妙な味覚の違いに応えるため「オーダーシステム」を採用。顧客は専用のオーダー用紙の選択肢に丸をつ
けていくだけで味を自分好みにアレンジでき、一方、店側では、聞き間違えや厨房での作り間違えがなくなるなど
の効率化が図られている。オーダー用紙のレイアウトは、厨房のスタッフが作りやすいように改良を重ねている。
また、外国人客も多く訪れることから、英語、韓国語、中国語のオーダー用紙も用意されている。
「味集中カウンター」「替玉システム」「オーダーシステム」や店舗レイアウト、その他システムなどを含めた「味
集中システム」で、 年に特許を取得した。顧客とスタッフの動線がぶつからず、半個室であっても客の動き
やオーダー状況を的確に把握できるなど、人員やスペースを最大限に有効活用している。
コンセプトと顧客への提供価値を守るため、直営だけで展開している。
顧客とスタッフとの接点が少ないため、店舗にあるアンケートシートやホームページを通じて寄せられた顧客の要
望などを重視している。また、アンケートの回答や専門の顧客対応要員の対応状況は、社員全員で共有している。
アルバイトのスタッフにも、入社時にマナー研修とコミュニケーション研修を実施し、相手を思いやる接客サービ
スに力を入れている。
福岡県と協力してラーメン専用の小麦「ラー麦」を開発し、福岡の中洲店限定で提供。博多ラーメン全体のブラ
ンド力の向上、地産地消、国内食料自給率向上への貢献を図っている。また、以前からスープをとった後の豚骨ガ
ラを肥料化するリサイクルに取り組んでいたことから、福岡県リサイクル総合研究センターなどとの共同開発メン
バーになり、毎日 トンの豚骨ガラを提供している。この豚骨ガラは「福岡とん骨粉」という肥料に加工され、ホー
ムセンターなどで販売されている。
当初の売上げ目標 億円を設立から約 年で達成し、現在の売上高は約 億円（ 年 月期）。
現在の店舗数は 店舗（ 年 月現在）。

アンケートや満足度調査なども活用し、サービス向上に向けて改善を重ねる

ユニークな発表会風景

天然とんこつラーメン専門店「一蘭」店舗 「替玉システム」では麺のかたさや量を色分けしたプレートで区別



サービスの高付加価値化̶株式会社エルダーサービス サービスプロセスの改善̶株式会社オーリッド

サービスの高付加価値化第4回受賞企業・団体

利用者が心から楽しく過ごせる介護サービスを提供

株式会社エルダーサービス

業種：介護／家事代行所在地：福岡県（九州・沖縄）

事業概要：介護・家事代行

■提供サービス
デイサービスなどの介護サービス事業のほか、家事代行、介護旅行、介護サービスコンサルティング、介護ビジネス
支援事業、人材教育事業、出版事業、年長者と介護に関する情報提供サービスを行っている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、「机といすとテレビだけ」という従来型のデイサービスを見直し、高齢者が楽しい時間を過ごせる娯
楽設備、充実した食事と風呂、飲食店的な従業員の服装など、今までになかったサービスを提供する「カフェ型デイ
サービス」という斬新な発想にある。

「利用者が心から満足できる日本一の介護サービスを提供する」という理念のもと、カフェコーナーやカラオケルー
ムを設置するなど「カフェ型デイサービス」を創造し、さらに利用者が自分の希望で好きなサービスを受けられる
スタイルを次々に打ち出した。また、現場の職員の教育にも取り組み、健康を守る施設であることから、職員全員
を禁煙としている。

年、千葉県八千代市に関東初進出となる「村上デイサービスセンター」を開設、 年後の団塊の世代をターゲッ
トとして、楽しさやデザイン性を重視したデイサービス単独事業にも挑戦している。

年 回、マン・ツー・マンで利用者への直接アンケートによる顧客満足度調査を行っている。

介護現場で働く職員は全員ヘルパー 級修了者に限っている。また、「福祉のプロにプラスして、お年寄りを楽し
くさせる雑学王を目指せ」という方針のもと、メディアのニュースやビジネス書を読むことを職員に勧めているほ
か、外部コンサルタントを入れたマナー研修、外部講師による心理・ケア・コミュニケーションスキルの研修など
を行っている。

株式会社オーリッド

サービスプロセスの改善第9回受賞企業・団体

「人力」が「技術」に勝る部分を積極的に活用し、ビジネス全体の効率化を進める

所在地：大分県（九州・沖縄） 業種：データ入力／アウトソーシング

事業概要：データ入力サービス

■提供サービス
デジタルデータを作成する入力代行業務から情報漏洩のリスクを排除したデータ入力ソリューション「オーリッドソ
リューション」を提供。これは、技術一辺倒で効率化を追求するのではなく、現状で「人力」が「技術」に勝ってい
る部分を効率的に活用し、システム化することで、ビジネス全体の効率化を進めるソリューションサービスである。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、専用アプリケーションの活用による在宅オペレーターネットワークの構築と、携帯電話用データ入力
ソフトウェアの開発により、入力ソリューションを最適化し、環境を問わない就労プラットフォームを実現したこと
にある。このサービス環境のメリットを、効率とコストの両面から最大限に引き出すため、中国で 名の 次入
力体制を構築し、入力されたデータを日本でチェックするというグローバルなモデルを実現している。

化がますます進む企業において、データ入力は不可欠なニーズである反面、従来の入力請負企業の事業は単価と
納期の双方で圧迫されていると確信した同社は、入力請負業務には、高効率化とコストをともに追求すればビジネ
スチャンスがあると考えた。
同社は、情報漏洩リスクを伴う入力業務アウトソーシングの弱点を克服する「オーリッドソリューション」を開発
した。
同社は、専用アプリケーションの活用による在宅オペレーターネットワークの構築と、携帯電話用データ入力ソフ
トウェアの開発により、「オーリッドソリューション」の入力・確認部分を最適化し、環境を問わない就労プラッ
トフォームを実現した（実際には、入力・確認作業のために、オフショアセンターオペレーター、センターオペレー
ター、在宅オペレーター、携帯ユビキタスオペレーターの 体制を構築）。
こうしたサービス環境のメリットを、効率とコストの両面から最大限に引き出すには、人的資源の有効活用が不可
欠である。そこで同社は、中国の瀋陽に 次入力体制を構築し、ここで入力されたデータを日本でチェックすると
いうグローバルなモデルを実現した。
現在 人規模となった中国の入力オペレーターには、入力スキルに応じて給与が変動する仕組みを採用し、動
機づけを強化している。これにより同社は、入力オペレーターの定着率を高めることに成功した。
同社は、さらに英語圏からの需要に対応するために、シンガポールでも拠点を立ち上げている。
採用に際して同社は、人材を能力によって採用する方針はとっておらず（特に海外での採用など）、むしろ「約束
を守る」「誠実に働く」ことを基準に人選している（海外においても通用する現実的な採用基準と考えている）。
入社後は、図書館やセミナールームの整備など、テクニカルな資質を高めるための教育に熱心に取り組んでいる（日
本語の教育、 スキルの教育など）。

出発点となった「小倉デイサービスセンター」

生け花教室、早朝商店街清掃などで「気づきと思いやり」のある社会人育成を目指す新入社員研修

携帯電話による
データ入力画面

同社ホームページ

「オーリッドソリューション」の導入フローサンプル



サービスの高付加価値化̶雅叙苑観光有限会社（天空の森）人材育成̶株式会社沖縄教育出版

株式会社沖縄教育出版

サービスの高付加価値化第6回受賞企業・団体

「スーパープライベート空間」が提供する本物のリラクゼーション

雅叙苑観光有限会社（天空の森）

業種：リゾート所在地：鹿児島県（九州・沖縄）

事業概要：人間性回復リゾートの開発・運営

■提供サービス
「山一つを 組の宿泊客のためだけに貸し切りにする」という他には真似のできない究極のリゾート「天空の森」を
構想。 万坪の山の中に、滞在するゲストのためだけの 棟の宿泊専用ヴィラと、棟のデイステイ用ヴィラを建設し、
目線に何も入らない景観を維持することで、心から安らげるサービスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
観光ではない「究極のリゾート」の本質を「人間性回復」に置き、たった 組のオピニオンリーダー層をターゲット
とした宿泊施設のために一つの里山を徹底的に造り込んだ。「都市生活で見失った自己を取り戻すためだけの時間と
空間」をテーマに、既存リゾートビジネスの常識を超えたこだわりをソフトとハードのすべてにおいて実現している。

現社長は、霧島エリアに訪れる新婚旅行客を当て込み家業の旅館を継承したが、海外旅行ブームの到来で、新婚旅
行客が来なくなってしまった。どうすれば利用者に来てもらえる旅館になれるか、観光事業とは何かなどについて
徹底的に考え抜き、「ふるさと」をテーマにした旅館「雅叙苑」を創業。雅叙苑は、当時なかった地域性を活かしたサー
ビスや露天風呂付客室などのサービスで利用者に支持され、テレビ局の日本温泉旅館大賞も受賞した。しかし、こ
うしたサービスは、すぐに他の旅館でも提供されるようになったことから、誰にも真似できない絶対価値のある旅
館づくりに取り組み、「天空の森」を構想した。

「天空の森」のため、里山一つを丸ごと整備。雅叙苑は南九州の文化と生活を凝縮しており、地域文化そのものを
提供するが、天空の森では地域文化に寄り添うのではなく、天空の森自体を一つの価値、文化、独自の都市国家と
位置づけ、人間性回復をテーマにした空間づくりと時間提供に創造的に取り組んだ。

人工物や人工的な音、人との接触は極力なくし、自分と向き合うことを邪魔しないようにした。逆に利用客が欲す
れば語り合い、一流のエンタテインメントの提供も行っている。時間の感覚演出にもこだわり、部屋には余計な照
明を置いていない。そのため、日が沈めば寝て、日の出とともに起きるという過ごし方もでき、「見失っていた大
切なものが発見できる」場となっている。

一人一泊 万円以上という価格設定には当初不安を感じたが、雅叙苑を立ち上げた際にも、当時の標準が 万円だっ
たところに 万円をつけた。天空の森の滞在費用は宿泊費ではなく、「人間性回復費」と表現しており、一泊の宿
を提供しているのではないというポリシーを持っている。また、宿泊客として設定しているオピニオンリーダーは、
ある種の感動を味わい尽くして、本質的な感動にたどり着くことに気づき始めている人たちであると定義している。

利用者の間ではクチコミで徐々に評判が広がっている。また、著名人が利用して、雑誌に感想を述べるなどの効果
により、営業面でも軌道に乗り始めている。

人材育成第9回受賞企業・団体

従業員共通の成長の場となる朝礼をはじめ、一人ひとりの主体性を高める人材育成策を実践

所在地：沖縄県（九州・沖縄） 業種：通販

事業概要：健康食品等の通信販売

■提供サービス
従来の通信販売の常識を超え、アフターフォローを徹底するカウンセラー販売を掲げて、顧客密着度を高めた事業を
展開している。また、朝礼のファシリテーター（進行役）を持ち回りにしたり、内容を自主性に任せたりすることに
よって、従業員共通の成長の場としており、従業員の多様性を認めることで満足して働ける環境をつくり出している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、従業員の自主性を育むことで、一人ひとりを考える人材へと成長させる教育システムに取り組んでい
る点にある。さらに、通信販売においても、顧客密着度を高めたカウンセラー販売が成果を上げており、徹底したア
フターフォローも顧客から高い評価を得ている。

従業員の多様性を認めることで満足して働ける環境をつくり、それが顧客満足につながっていく。
オペレーターが自分なりに考えて行動し、顧客に接している。また、手間暇をかけて相手に感動を与えていくこと
に取り組んでいる。
朝礼では様々な「場」を作ることを大切にしている。
新商品などは従業員が輪番で説明だけを行い、顧客にどう勧めるかは個々の多様性に委ねている。
「ぴぴっと 行魔法の鍵」は 行 文字のメールで、 日に一情報、提案や改善を簡潔に報告し、考える習慣が身
につく取り組みである。
オペレーターを束ねるチームリーダーは世話人、世話人を束ねる従業員は大世話人と呼ばれ、それぞれ他従業員の
手助けをベースとして管理全般を任されている。
採用においては、「私はここで働きたい」と主体的に意思表示する人材で、かつ理念に合った人を採用している。
一切売り込みはせず、売上げ目標も立てていない。徹底的に顧客の目線で判断している。
顧客は、「始めたばかりで健康食品の食べ方、飲み方を丁寧に説明すべきレベル」、「孫の話や冠婚葬祭の世間話を
するようなレベル」などと数段階に分けることで、顧客ごとに常に最適な応対を行い、顧客満足ではなく、顧客感
動レベルのアフターを目指している。
単なる通信販売ではなく、カウンセラー販売であることを掲げている。広告を見て購入した顧客には、「効能はい
かがでしたか？」とプッシュ型で電話をかけ、顧客密着度を高めている。
マニュアルがあると、それに頼り、個々人が考え、努力することを怠ってしまうため、クレーム応対マニュアルは
使用していない。
のショッピング番組などとは違い、カウンセラー販売ならではのサービスを展開している。

現在では、徹底したアフターフォローなどが奏功して顧客から高い評価を得ており、売上げも好調である。また、
朝礼などによる従業員の成長も著しく、心を育てる育成法が根づいている。

忘れの里 雅叙園

素晴らしい景観を誇る「天空の森」
同社ホームページ 通信販売サイト「ちゃーげんきの沖縄自然

館」
会社案内本『全員主役の感動企
業沖縄教育出版』



サービスプロセスの改善̶株式会社亀の井ホテル 地域貢献̶株式会社グラノ24K

サービスプロセスの改善第6回受賞企業・団体

徹底した低コスト化と労働生産性の向上で全国に展開する「ローコストリゾートホテル」

株式会社亀の井ホテル

業種：ホテル・旅館所在地：大分県（九州・沖縄）

事業概要：地域ホテルチェーン

■提供サービス
「儲からない」とされるホテル内の飲食施設で収益を上げつつ、低コスト化や労働生産性の向上により、ホテルの宿
泊費で売上げを確保し、全国に事業展開。リーズナブルに楽しめる宿泊サービスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
ファミリーレストランの経営哲学をホテル経営に応用。ホテル立地としては常識外だったロードサイド立地を促進す
るなど、徹底したローコスト化によって労働生産性を高めつつ、所有と経営を分離することにより資本生産性も向上
させるなど、効率化が難しいと言われるホテル経営の合理化に成功し、拡大成長を果たしている。

創業は 年の亀の井旅館（現別府亀の井ホテル）。 年の営業譲渡後、現社長が別府亀の井ホテルの経営変
革に取り組む。ホテルは経営効率の悪い業種の代表のようにいわれ、実際に地価の高い一等地で、多くの人と設備
を必要とするため、非常に無駄が多いように思える。ただし、宿泊だけを取り出して考えてみると、空間と時間を
売っているため労働生産性が高い。こうしたホテルの事業特性を活かしつつ、資本生産性と労働生産性をより高め
ていく方策を模索。客室を多く取り、料飲はセルフサービスのバイキング形式とし、人件費を抑える仕組みを追求
するなど、すべての項目に関して低コスト化を図り、低料金を設定した。

顧客ニーズを見極め、過不足ないサービスを提供することを考えた結果、すべてのホテルが駅前や繁華街にある必
然はないとして、地価が安く他社が進出していない郊外ロードサイドへのホテル展開を選択。不動産コストを大幅
に圧縮したのに加え、クルマ客をターゲットに絞るという客層の割り切り、料飲におけるセルフサービス形式とファ
ミリーレストランノウハウの導入による低コスト化で成功を収めた。

新たな立地分野を開拓することで「ローコストリゾートホテル」という低価格ホテルとして、リーズナブルに楽
しめる時間と空間を創造するサービスが定着し、出店数、売上げを伸ばし続けている。運営受託を含め、 ～

年で 件の新規出店を予定している。

地域貢献第5回受賞企業・団体

規格外野菜などを含む地産地消のビジネス展開で地域に貢献

株式会社グラノ

業種：アグリビジネス所在地：福岡県（九州・沖縄）

事業概要：ウェディング・旅館・レストラン、ギフト・パン製造販売・果樹栽培、ハム・ソーセージ製造販売

■提供サービス
地産地消を進めるために、メニューを固定しないビュッフェスタイルのレストラン展開や農産物の加工・販売などに
より、地域の農業の活性化に貢献している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、ブランド品不在に悩む地元農業の苦境を見据える中で、規格外野菜などを活用した「ビュッフェレス
トラン」というサービス提供コンセプトにたどり着き、 万人の観光客と 億円の売上げを実現し、高い経済効果
によって地域貢献を果たした点にある。

同社のある岡垣町は農業地域ではあったが、ブランド形成して全国に売るという「産地化」が進んでいなかった。
多品種少量生産する農家が多く、また、売り物にならないものは廃棄されていたことから、地産地消を進める事業
を模索。メニューを固定せず、旬のものでまかなう「ビュッフェレストラン」スタイルのレストランを開店し、市
場に出せない規格外の野菜を買い取り、使用している。

レストランで使用するだけではなく、大量に残った傷もののトマトを漬物に加工して販売するなど、地域の農家
の実情に即した事業運営を行う。同社は、農業・漁業の 次産業、地元の農作物や魚介類で料理や加工品をつくる
次産業、それらを提供するレストランや旅館という 次産業を掛け合わせることを農業の「 次産業化」ととらえ
ており、地元農業の 次産業化を推進することで、地域の活性化に大きく貢献している。

現在では、福岡県内で直営 店、福岡県外では東京・丸の内、横浜、町田などフランチャイズ 店を展開するまで
に成長し、レストラン「ぶどうの樹」を中核に、売上高は 年度には約 億円に拡大した。

食事と宿泊をセットにしたお得なプランも提供

各ホテルにはレストランを併設

別府亀の井ホテル 農家の実情に即した経営で地域を活性化

同社の経営するレストラン「ぶどうの樹」

メニューを固定しないビュッフェスタイルで旬の素材を使って地
産地消を促進



サービスの高付加価値化̶黒川温泉観光旅館協同組合 サービスの高付加価値化̶株式会社シノケングループ

サービスの高付加価値化第6回受賞企業・団体

連携によるスケールメリットで温泉街全体のサービス向上を実現

黒川温泉観光旅館協同組合

業種：観光所在地：熊本県（九州・沖縄）

事業概要：観光協会

■提供サービス
個々の旅館が競い合うのではなく、全旅館が一つになって共栄を図る「黒川温泉一旅館」という考え方のもと、地域
全体の活性化に取り組んでいる。

■ハイ・サービスのポイント
比較的小規模な旅館が集まる温泉の吸引力の低さを打破するために、旅館組合を推進の核として「黒川温泉一旅館」
をコンセプトに、共通の仕組みづくり、 推進、温泉街の空間的魅力強化を一体的に推進し、集客力の拡大と顧客
満足度の向上を達成した。

黒川温泉は ～ 室の小さな旅館の集まりであり、黒川温泉の全旅館の客室数を合わせても、別府の大規模旅館
軒の客室数にも満たず、個々に宿泊客の獲得に注力しても集客力では他にかなわない。こうしたことから、黒川
温泉の全旅館で宿泊客を集めるべきであると考え、旅館組合を中心に「黒川温泉一旅館」として全旅館が一体となっ
た活動・施策に取り組み、温泉地域としての魅力づくり、満足度づくりを目指した。

年代の秘湯ブームの中、黒川温泉も注目されるようになり、「露天風呂の黒川温泉」として、全旅館に露天風
呂を設置する施策を検討。立地的に露天風呂ができない旅館が 軒あったことから、露天風呂のない旅館も含めた
全旅館で、宿泊客がすべての温泉に入れるようにしようという機運が高まり、「入湯手形」という仕組みを立ち上
げた。

秘湯ブーム以降、黒川温泉の旅館に各メディアからの取材依頼が来るようになった。黒川温泉の認知度が上がるこ
とで黒川温泉全旅館にその効果が期待できるとして、旅館組合の宣伝部が黒川温泉への取材依頼を一手に受け付け、
取材先の旅館を割り振ることにした。また、取材を受ける旅館は自館だけでなく「黒川温泉一旅館」を宣伝するこ
とを心がけた。

旅館組合では、黒川温泉全体が宿泊客を迎え入れている雰囲気をつくっていかなければいけないという認識のもと、
各旅館において直接耳に入った宿泊客の声から、好評であった点を組合の会合で話し合うようになり、宿泊客のニー
ズを素早く共有して、温泉街の見せ方を工夫していく試みが始まった。「看板の統一化」や「ベンチを置く」「東屋
を造る」など、旅館全体の統一感の創出は強制ではないが、利用客の声に対応して改修していかなければ黒川温泉
に合わないと各旅館が認識し、対応している。

自然を味わえる黒川温泉として、植樹で全体の雰囲気を和らげていくため地域住民にも協力を依頼し、各旅館の敷
地内だけでなく、公共の敷地内や商店、農家にも植樹するなど、「黒川温泉全体の雰囲気づくり」に取り組んだ結果、
宿泊客の口コミで、温泉街の景観と雰囲気の評判が広がった。

数々の取り組みにより、黒川温泉全体の宿泊客が増加し、東京、大阪から訪れる宿泊客層が拡大している。

サービスの高付加価値化第3回受賞企業・団体

普通のサラリーマンでもできるアパート経営をサポート

株式会社シノケングループ

業種：不動産所在地：福岡県（九州・沖縄）

事業概要：不動産販売（投資）事業、不動産賃貸管理事業など、事業会社の経営管理事業

■提供サービス
アパート経営、資産づくりのシノケングループとして、サラリーマン層に土地を販売して賃貸住宅を建て、その管理
を請け負うなど、アパート経営に関するサポート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、「アパート経営による資産運用をサポートする」というサービスの提供プロセスの中で、アパート経
営層の拡大を阻む大きな要因であったローンの改革に取り組み、「ノンリコースローン」という仕組みを開発するこ
とによって自己資金の少ない層も顧客に取り込んだことにある。

「自己資金のないサラリーマンでも始められるアパート経営」を訴求
同社では、ごく普通のサラリーマン層、年収では 万～ 万円の人をターゲットに設定し、土地と建物を買って、
家賃でローンを返済し、最終的に土地を自分のものにするというアパート経営の普及に取り組んでいる。

個人向け「ノンリコースローン」で顧客層を拡大
年、東京スター銀行と提携し、不動産から上がる収入を担保にして融資を行い、万一返済ができなくなった

場合でも担保物件以外に債務は遡及しない「ノンリコースローン」を開発。年収や勤続年数、年齢、負債状況といっ
た借り手側の属性に関係なく融資を受けることが可能になった。

ネットを活用して投資を促進
もともとは つだったサイトを、役割を明確にするために「シノケン企業情報サイト・本サイト」「アパート経営・
サービス専用サイト」「海外不動産投資サイト」「賃貸物件情報サイト」の つに分け、アパート経営のノウハウか
ら海外不動産情報まで、幅広く情報を提供している。

美しい自然 入湯手形によってどの旅館の露天風呂にも自由に入湯できる マネージメントシステム



地域貢献̶有限会社スーパーまるまつ サービスプロセスの改善̶星日産業株式会社

地域貢献第2回受賞企業・団体

地元の食卓アナリスト

有限会社スーパーまるまつ

業種：スーパーマーケット所在地：福岡県（九州・沖縄）

事業概要：地場食品スーパーマーケット（生鮮食料品・酒・たばこ販売）

■提供サービス
地域（福岡）に 店舗だけだが、月間利用者数 万 人、 日 人の来客数を誇る。いち早く システムを
導入し、データを徹底的に分析・活用するなど、顧客管理、商品管理、仕入先管理に取り組んで成果を上げている。

■ハイ・サービスのポイント
同社では、経営方針に始まり、サービス方針、それを実現する道具としての 、その を使いこなす経験則（ナレッ
ジ）の蓄積、 日単位、週単位という短いサイクルで売り場と商品を改善していく機動性の高さまでが一つのビジネ
スプロセスとして確立している点が大きな特長となってる。。

システムを活用して売上げに関するデータを収集し、そのデータを徹底的に分析して顧客や商品、仕入先な
どの管理に活用している。

ポイントカード制を導入し、ポイントインセンティブに応じて月末にダイレクトコールするなど、顧客管理に活用
している。

通常の買い物でたまるポイントに加えて月間の利用金額に応じてボーナスポイントを加算。他社で買っていた商品
も自社で買うようになり、優良顧客の囲い込みに寄与している。

たまったポイント数で旅行など顧客向けイベントの抽選権を付与している。また、この旅行は顧客に対する販促ツー
ルとしての効果が期待できるだけでなく、顧客と直接対話する機会として重視している。

基本的に顧客のクレームは ％受け入れるという方針をとっている。

サービスプロセスの改善第3回受賞企業・団体

輸入体制の整備や受発注システムの活用で、新鮮で低価格な輸入生花の市場外取引を実現

星日産業株式会社

業種：生花輸入所在地：福岡県（九州・沖縄）

事業概要：生花全般の輸入・卸販売および加工

■提供サービス
シンガポールやタイに支店を持ち、世界各国から新鮮な生花を輸入。一般的な生花市場を通さず、「低価格で安定的
に仕入れることができる」市場外取引でのサービス提供を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、鮮度が命の生花流通において、市場外取引に果敢に挑戦し、迅速に商品を届けるために、品揃えの選
択と集中、調達先や通関・輸送体制の整備、需要予測と的確な受発注の仕組みを実現したプロセス改善への取り組み
にある。

日持ちがせず継続的な需要が期待できないバラ（薔薇）などを切り捨て、日常的な需要の大きい菊、カーネーショ
ン、蘭を主力商品にした。

シンガポールを足がかりに、時間をかけてタイ、コロンビア、マレーシア、ニュージーランド、韓国と取引先を拡
大していった。

通関手続きでのタイムロスや現地エクスポーターのコストを削減するため、扱い品種を 種類に限定した。

物流体制のプロセス改善にも取り組み、シンガポールやタイなどの農園で朝採取した生花を農園で梱包し、夜中に
現地から空輸。朝 時前後に福岡空港到着後、午前中に通関作業を終え、同社で仕分け後冷蔵で保管するという迅
速な輸送体制を整備した。プロセス改善への努力の結果、現地採取から 日で顧客のもとへ到着する仕組みが整っ
た。

汎用ソフトウェアを活用し、過去 年分の受注データと客先からの情報で需要を予測。ギリギリまで注文を受け、
創業以来一度も注文を断らず月間百数十万本をロスなく完売し、ホテルなどの小口注文にもきめ細かく対応してい
る。

日々の数値管理

スーパーまるまつ店舗内 店内のモニタリング

シンガポールおよびタイ産の蘭 マレーシア産の菊



サービスの高付加価値化̶楽しい株式会社 科学的・工学的アプローチ̶株式会社トワード物流

サービスの高付加価値化第3回受賞企業・団体

環境と経済と福祉の調和を目指した、食品残渣の地域内循環サービスを提供

楽しい株式会社

業種：環境所在地：福岡県（九州・沖縄）

事業概要：業務用生ゴミ処理機などのレンタル、販売ほか

■提供サービス
外食産業や地域コミュニティが同社からレンタルした食品残渣発酵分解機で肥料化した食品残渣を買い取り契約農家
に販売、そこで収穫した野菜を外食産業に納入するという、持続可能な地域密着型の食品廃棄物循環システムを構築
し、サービスの提供を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、環境という事業領域だからこそ求められる持続可能な事業モデルを構築するために、経済産業省が進
める環境ソリューションビジネスであるグリーン・サービサイジングと連携強化によって、サービスの利用価値が高
く、環境面での実効性が高いリサイクルループを創造した点にある。

同社は、設立当初は食品残渣発酵分解機の製造・販売を手がけていたが、モノを売るのではなくサービスを提供す
るという「サービサイジング」の発想で事業転換を模索。食品残渣発酵分解機をレンタルし、メンテナンスやリサ
イクルまでを行うという事業形態に転換した。

福祉施設や農家を回ることからリサイクルループづくりを模索し、最終的には産官学民での連携の輪が広がり、食
品残渣地域内循環システム「メリーズシステム」が完成した。

「メリーズシステム」は、レストランや食品スーパーで発生した食品残渣をレンタルの発酵分解機で一次発酵し、
それをリサイクルセンターに運んで堆肥化するというもので、この堆肥を契約農家に販売し、そこで収穫された農
作物を食品残渣を排出したレストランなどに販売するというプロセスまでを含んでいる。

本サービスは 年度末までに の事業所に導入され、年間 トンを超える食品残渣の処理を行っている。

科学的・工学的アプローチ第1回受賞企業・団体

テクノロジーの目を持つもう一人のドライバー

株式会社トワード物流

業種：物流所在地：佐賀県（九州・沖縄）

事業概要：一般貨物自動車運送業、貨物運送取扱事業、情報システム開発販売、物流センター事業

■提供サービス
車載機器メーカーは数多くあるが、現場を知らない （システムエンジニア）がつくる車載システムは使いづらい
ことから、現場の強みを活かして独自のシステム開発を行った。

■ハイ・サービスのポイント
現場の声を反映した優れた安全運転指導／運転評価システム「 」を自社開発し、燃費向上などの効率化と
事故件数減少など、自社の生産性を高め、高品質の物流サービスを提供している。また、より高度な顧客ニーズに応
えるために、物流専門業者の視点から統合物流システムを開発することで、物流の サービスを可能にした。

従来の車載システムは、必ずしも現場に精通したエンジニアによってつくられたものではなく、運転手にとって使
いづらかったことから、現場の声を反映したシステム「 」を自社開発した。

従来のシステムはトラックの運行管理を目的としており、安全運転や燃費に対する運転手の自主的な取り組みを促
す仕組みになっていなかったが、「 」は運転者のサポートを目的しており、ドライバーを「管理」する
のではなく、ドライバー自身のモチベーションを向上させるシステムとなっている。

「 」のシステム導入により、運転手が自身の運転方法の課題を自覚的に捉えることが可能となり、その
結果、燃費効率 ％向上、燃料費削減、事故件数減少、修理費用低減、自動車保険料低減など多くの経営上のメリッ
トがもたらされた。

さらに、出庫管理・入庫管理システムである「 」「 」とも連携させたネットワークシステムを構
築し、統合物流システムとして外部に販売したり業務代行したりしている。

同社がレンタルする食品残渣発酵分解機「 」

「メリーズシステム」の概略 「メリーズシステム」における産官学民連携図

トラックの運行状況をリアルタイムで管理

トラック（左）と搭載された車載システム「 」（右）



人材育成̶有限会社バグジー サービスプロセスの改善̶NPO法人ハットウ・オンパク

人材育成第5回受賞企業・団体

ESを踏まえ、CSへの意欲を高める人材育成で大幅な業績アップ

有限会社バグジー

業種：美容所在地：福岡県（九州・沖縄）

事業概要：美容業、美容師・インストラクター養成

■提供サービス
スタッフの温かいサービスが人気を呼び、九州地方に 店舗の美容室を展開している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の （従業員満足度）や人材育成への取り組みには特別な理論や体系があるわけではなく、従業員が楽しく、
自信を持って長く働き、やがて家を建てて豊かな暮らしができるようにしたいという温かな 理念がベースとなっ
ており、この理念が同社の人材育成を他の凡百の取り組みから際立たせる強みになっている。

年に九州に美容室を開き、成果優先の経営で売上げを伸ばすが、 年頃から人間関係のトラブルが続出し、
会社存続の危機に陥ったことから、経営方針を転換し、社員が辞めない会社づくりを目指す。

従業員が楽しく、自信を持って働けるよう 重視に経営方針を切り替えた。例えば、社長自らが従業員の誕生日
に手紙を書く、従業員に指摘されたことを一つずつ改善するなど、事務員やパートを含めた従業員全員を大切にし、
その力を伸ばすことを心がけた。

が向上したのに伴って従業員の中に顧客に対するより高いサービスを提供することへの意欲が湧き上がった。
こうしたモチベーションを維持・向上できるよう専門の研修センターを用意し、従業員が営業時間中に教育を受け
られる体制を整備した。

顧客満足に対する理念を共有するために掲げた、「（顧客が自分の）友達だったらどうする？」というわかりやすい
スローガンや、ボランティア活動の奨励などを通して「利他」の精神を学ぶことにより、従業員の意識が変革し、
顧客を真に喜ばせる新しいサービスが次々に生まれた。

サービスプロセスの改善第6回受賞企業・団体

地域資源を活かし、多彩な体験交流型プログラムを提供

法人ハットウ・オンパク

業種：観光所在地：大分県（九州・沖縄）

事業概要：観光業、地域資源を活かした体験交流プログラムの提供

■提供サービス
別府や地域の活性化を目指し、地域資源の活用と人材育成を推進することにより「健康と温泉」などをテーマにした
体験交流型プログラム「オンパク」の提供を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
同法人の強みは、「温泉資源を活かした産業の創出」を目的とし、様々な体験交流型プログラムの展開によって、地
域資源の発掘・商品化を図ると同時に、住民と旅行者双方にとって魅力的なまちづくりに取り組んできた点にある。

法人ハットウ・オンパクをプラットフォームとして、やりたいことに自由に参加できる定員 ～ 名程度の
小規模な体験交流型プログラム「オンパクプログラム」を提供することでアクティブに活動を展開し、その集積と
して滞在型温泉地づくりを目指した。
「温泉資源を活かした新しい産業の創出」に結びつくように、①温泉と健康（癒しと美）のプログラム、②天然温
泉力の体験プログラム、③地元ならではの「食」の掘り起こし、④自然の体験プログラムと広域プログラム、⑤散
策による地域文化の体験プログラム──の つの「オンパクプログラム」のテーマを設定。
温泉マニアに依頼し、マニアしか知らなかった温泉の使い方や効果をまとめた「温泉本」の作成や、 湯に入る
と温泉名人に認定されるという「別府八湯温泉道」企画などを実施。特に「別府八湯温泉道」は大ヒットし、毎年
湯に入って名人になる人が約 人に上り、 年間で 人を超えた。

オンパクの開催を通じて、「地域資源の発掘・商品化」「プロモーション」「コンサルティング」を行うプラットフォー
ム機能が果たせるようになったことで収益性の強化を実現し、まちづくりの推進母体となる自立・持続可能な事業
モデル「オンパクモデル」が完成した。
この「オンパクモデル」は地域再生の一つの手法として徐々に認知されるようになり、 年度には経済産業省
の「地域新事業活性化中間支援機能強化補助事業」により、日本の各地においてオンパク的手法で地域活性を担う
人材育成事業「オンパク人づくり事業」が開始された。

スタッフは専用の研修センターで営業時間中に勉強できる

リニューアルオープンした「 中間店」

同社社長である久保氏の著作。久保氏は年間 回の講演を
行う

アートや食を始めとした多彩なメニューを提供

年度のオンパクプログラム例

温泉マニアによる温泉本も作成



サービスプロセスの改善̶株式会社パム 人材育成̶株式会社ハローデイ

サービスプロセスの改善第7回受賞企業・団体

地域に特化した情報提供による集客モデルで、観光客の利便性と地域の活性化に貢献

株式会社パム

業種：観光情報サービス所在地：沖縄県（九州・沖縄）

事業概要：旅行・ツアー専門サイトの運営、沖縄観光情報フリーペーパーの発行、女性向けクーポンマガジンの発行、
沖縄観光情報サイトやグルメ情報サイトの運営など

■提供サービス
地域に特化した観光情報を様々なメディアによって提供し、観光客がそれぞれのニーズに応じて利用できるサービス
を創出。沖縄・北海道・九州などの旅行・ツアー専門サイトの運営、沖縄観光情報フリーペーパーや女性向けクーポ
ンマガジンの発行のほか、テレビ・ ・フリーペーパーを連動させた沖縄特化型グルメ情報サイトや沖縄県民限
定の安価なホテル宿泊プランの提供サイトなどを運営している。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、沖縄を始めとする地域に特化した観光情報を、利用者のニーズに合わせて様々な媒体を活用して提供
することで、従来の発地型プランとは一線を画したサービスを創出している点にある。また、こうした集客モデルの
構築によって、観光事業者のビジネスモデルの変革や地域の外需と内需の拡大などにも貢献している。

年、現在地情報と現地発の観光情報のデータベースを搭載した沖縄観光情報端末「タビスケ」のレンタルサー
ビスを開始。レンタカーと連動するなど順調にビジネスを展開していたが、 年の同時多発テロにより、沖縄
観光が厳しい状況になり、大きな打撃を受けたことから、事業の方向を転換。 年、旬の沖縄情報を掲載し、
料金の割引や読者限定クーポンによる特典も備えた無料観光情報誌『タビンチュ』を創刊。

年、パッケージツアーを検索できる沖縄専門ツアー＆ホテルサイト「沖縄ツアーランド」を立ち上げた。従
来の観光情報は発地型の情報発信が多く、特に東京からに集中していたが、多メディア時代を迎え、地元が自分で
集客することが可能であることに着目。既存の出版業界を通さないフリーペーパーの発行やインターネットの活用
によって、クオリティの高い情報をスピーディかつ安価に提供する地域主体の集客モデルが成り立つと考えた。「沖
縄ツアーランド」の成功を受けてツアーランドサイトを横展開し、 年に「北海道ツアーランド」、 年に「石
垣島ツアーランド」を、 年に「九州ツアーランド」を開設した。

各ツアーランドサイトには、旅行代理店のカウンターをイメージした「コンシェルジュサービス」を設け、各地域
でツアーやグルメなどそれぞれの分野に強い人材が 内で質問に丁寧に答えるサービスを行い、「地域特化型」
ならではの付加価値を出している。

年、琉球テレビやフリーペーパーと連動した、沖縄特化型のグルメ情報サイト「ちゅらグルメ」を開設。地
元のテレビ局と連携することで、地元情報を特定期間に集中的に流して認知度と集客力を上げる仕組みを構築した。

年にはこのモデルの横展開として、北海道放送と連携した北海道でのグルメ情報サービス「たべれば北海道」
をスタート。

年には女性向けクーポンマガジン『ちゅらプラス』を創刊。那覇市中心部で働く ～ 代女性をターゲットに、
グルメ・ビューティ・カルチャーに限定した店舗・サービス情報を掲載している。

年には、沖縄県民限定で県内ホテルの安価な宿泊プランをインターネットで提供する「ちゅらとく」をスター
ト。通常価格より最大 ％、平均 ％程度安い料金で宿泊できる。

人材育成第6回受賞企業・団体

人材育成で「働く楽しさ」と「買う楽しさ」を創出し、顧客の支持を獲得

株式会社ハローデイ

業種：スーパーマーケット所在地：福岡県（九州・沖縄）

事業概要：スーパーマーケット（アミューズメントフードホール）ハローデイの経営

■提供サービス
「アミューズメントフードホール」というコンセプトのもと、「魅せる」ディスプレーや商品の多様な売り方、食品の
新しい食べ方の提案など、顧客を楽しませる多くのサービスを提供している。

■ハイ・サービスのポイント
「働きたいスーパー日本一になる！」という目標を掲げ、社長が全従業員に企業理念を浸透させることに注力。各部門・
各店舗で従業員が楽しく仕事をしながら、顧客を喜ばせることに集中できる店舗づくりに取り組むことで、「アミュー
ズメントフードホール」という新しい高付加価値スーパー業態を実現している。

同社は 年に設立。多角化経営を図り、本業の食品スーパーのほか、レストラン、コンビニなど様々な業態に
参入したが、バブル崩壊後、業績が悪化し経営危機に陥り、従業員や取引先が次々に去っていくという大きな経営
課題を抱えた。

他業態を売却して生鮮スーパーに特化することにより経営危機からは脱出し、業績も伸び始めたが、「目の前にい
るお客様やお取引先様に感謝することが原点」と考え、社長自らが、企業理念「より多くのお客様に感謝する会社。
より多くのより良き人材を育成する会社」を浸透する活動に注力。様々な研修などにも参加し、経営理念の浸透の
方法を試行錯誤した結果、 年前から 泊 日 人ずつで行う浸透研修を毎月実施するに至った。研修では、社員と
膝を突き合わせて語り続ける、ゲームをする、感動的なビデオを観て一緒に泣く、社員の家族の話を聞いて涙する
など感動を分かち合い、また、研修後フォローを実施することにより、経営理念浸透の柱となる活動となった。

以前は月に 度、社長が各店舗の視察に回っていたが、厳しい指摘を繰り返すため、各店舗は社長の視察に対して
身構えていた。しかし、 年より各店舗の各部門から良い売り場づくりをしている上位 部門を表彰するように
なってから、全体の売り場づくりが活性化。パートを含めた各部門の従業員が一緒になって、視察に合わせてアイ
デアを集め、社長への提案として話し合い、顧客を喜ばせるために趣向を凝らすようになった。視察は「社長フレ
ンドリー」という提案の場に変わり、売り場づくりのレベルが向上した。

各店舗の「お声用紙」を通じて集まった顧客の要望をサービスセンターで集計・分析し、社内の連絡システムであ
る「ボイスメール」を活用することで、他の店舗でも活かせる情報や経営に活かすべき情報を全役員と管理職に迅
速に伝える仕組みを整えた。この結果、社長室でも毎月 件の顧客の声を読むことができるようになり、「お
客様の声」に関して社長がさらに踏み込んだ内容のコメントを月に 、 回メールで送信することで、従業員の考
え方が経営理念に近づくようになった。

各店舗の つの部門で働く社員やパートが楽しみながら、高付加価値の店舗「アミューズメントフードホール」づ
くりに取り組み、顧客の支持を得てハローデイ全体として、 期連続増収増益を実現した。

沖縄専門ツアー ホテルサイト「沖縄ツアーランド」 無料観光情報誌『タビンチュ』と女性向けクーポンマガジン『ちゅらプラス』
ハローデイ門司港店 ハローデイの つのポリシー 各店舗に張り出される

「お客さまのお声」



地域貢献̶有限会社ビューティフルライフサービスの高付加価値化̶株式会社ハンズマン

地域貢献第2回受賞企業・団体

キレイと恋心いつまでも

有限会社ビューティフルライフ

業種：理容・美容所在地：大分県（九州・沖縄）

事業概要：理容・美容業（福祉事業部・福祉理美容サロン事業部）、関連事業として株式会社 （理美容事業部・エス
テ事業部）、職業訓練法人大分県理容美容テクニカルスクール

■提供サービス
従来、高齢者や体の不自由な人たちにとって理美容サービスは利用が困難であったため、同社では、①高齢者等対応
型移動理美容車両、②理美容師派遣訪問、③在宅訪問ステーション機能を持つ小規模店舗という 形態で、オリジナ
ル機器の開発とマニュアルの組み合わせによる全国初の地域密着型の理美容総合サービスを展開している。

■ハイ・サービスのポイント
同社は、既存の理美容業では対応できなかった「高齢者や体の不自由な方々すべてが利用できる理美容サービス」を
志向しており、理美容サービスの新しい付加価値を創造した点に最大の特徴がある。

「ビューティフルライフ号」という移動用の理美容サービス車両を企画・開発し、病院や介護施設への訪問サービ
スを提供している。

移動理美容車までの移動が困難な人たちに対応するため、理美容師を派遣するサービスを提供している。

在宅訪問ステーション機能を持った美容室「ママさん福祉美容室」を開店し、地域密着型の理美容サービスを提供
している。

理美容サービス提供にあたっては、徹底したマニュアル化の推進など、利用者本位のサービス提供に徹し、マニュ
アル内容も高い頻度で見直しをかけている。

株式会社ハンズマン

サービスの高付加価値化第9回受賞企業・団体

豊富な品揃えと顧客ニーズに応える店舗づくりで、他社との差別化を実現

所在地：宮崎県（九州・沖縄） 業種：ホームセンター

事業概要：ホームセンター

■提供サービス
宮崎県をはじめとする九州地方で、 （ ）ホームセンター「ハンズマン」を計 店舗運営している。
顧客のリクエストに対応することで膨大なアイテム数を揃えており、接客スタッフの育成にも注力している。また、
独自の商品分類や売り場レイアウトの採用など、どこに何があるのかがわかりやすい店づくりの工夫も凝らしている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、圧倒的な商品数を揃え、顧客のニーズを反映させたサービス体制を構築することによって、同業他社
との差別化に成功している点にある。また、店舗網の拡大よりも個々の店舗でのサービス内容を充実させるという戦
略でも成果を上げている。

同社は、売上げや企業規模の拡大に関する目標がなく、顧客の役に立つ着実な経営を目指している。無理な店舗拡
大や貸借対照表のバランスを崩すような投資も行っておらず、新規出店のペースは 年に 店舗程度である。
週 回程度開催しているスタッフの研修会では、実際の店頭接客を想定した訓練を中心に行っている。
商品に対する顧客からの要望は、「要望商品メモ」によって吸い上げており、製品化されていないようなものにつ
いては、メーカーに依頼して作ってもらうことも可能である。
当初、店頭での取り扱いアイテム数は 万点程度であったが、顧客から寄せられる要望に一つひとつ応えていった
結果、現在は 万点まで増えている。
顧客アンケートを踏まえて営業時間を変化させたり、わかりやすい売り場にするために陳列方法を変更するなど、
様々な工夫を積み重ねている。また、大型商品を持ち帰る顧客にトラックを無料で貸し出したり、早朝に来店した
顧客 人にパンとコーヒーを無料で提供するなどのサービスも提供している。

年 月に新装開店した吉尾店では、より楽しく買い物ができるような店づくりを意図して、店舗図面の作成か
ら自社で担当した。商材の決定や棚割の設計、店舗の設計もすべて自社で行うことで、ノウハウがスタッフに蓄積
され、スタッフの技術力向上にもつながっている。
同社は顧客の要望次第でネジ 本でも販売している。こうした商品すべてにバーコードを貼るのは不可能であるだ
けでなく、顧客が本当に必要としている商品の情報は （販売時点情報管理）システムのデータから得られな
いと考えているため、同社ではあえて データを活用していない。
同社のスタッフには、「顧客に喜ばれることが自分の喜びや成長である」というマインドが浸透している。サービ
ス価値を顧客が評価することによってスタッフのモチベーションがさらに向上し、人材育成研修への参加意欲が高
まるという好循環も生み出している。

理美容師派遣サービス

ビューティフルライフ「ママさん福祉美容室」 ビューティフルライフ号

理美容専用の車イス無料貸し出しトラック 「 アドバイザー」による講習会の様子



人材育成̶株式会社山形屋 国際展開̶学校法人立命館 立命館アジア太平洋大学

人材育成第6回受賞企業・団体

「安心して長く働ける職場づくり」が実現する従業員と顧客の満足度向上

株式会社山形屋

業種：百貨店所在地：鹿児島県（九州・沖縄）

事業概要：百貨店

■提供サービス
創業宝暦元年（ 年）の老舗百貨店。鹿児島に本店を持ち、「信用第一」「顧客本位」「あくまでも堅実に」を社是
に、南九州一円において地域に密着した事業展開を行っている。

■ハイ・サービスのポイント
同社の強みは、社是にある「顧客本位」、基本理念としての「地域のために」を徹底するために、従業員が安心して
働き続けることができる環境づくりが不可欠であるとの認識のもと、女性社員の雇用継続（育児／介護休業等）や高
齢社員の生涯雇用に取り組んだ点にある。

顧客本位に立ったより良いサービスや地域への貢献を実現するためには、従業員が明日の生活を心配せず、安心し
て仕事に専念できる環境が必要であり、また従業員の離職や退職は人材流出であるとして、早くから 歳定年制
度や女性の結婚・出産などに関する雇用制度の改革に取り組む。
従業員全体の半数を占める女性従業員のため、育児関連では、出産のための期間（ 週間）とは別に、 年間の育
児休業制度を設けており、利用率は 。休業制度の利用中には社内報を送るなど、定期的に職場情報を提供し、
職場復帰の支援をしている。また、育児短縮勤務制度により、子どもが小学校に上がるまでは夕方に帰宅できるほ
か、企業内託児所も設置している。
定年は 歳で、その後 歳までは 年更新の再雇用制度があり、再雇用率はほぼ 。 歳でいったん退職した
後も、希望者はその後フリースタッフとして働き続けることができ、これまでの最高齢は 歳。フリースタッフ
の中には部長級だった人材も多く、そのノウハウと顧客関係は貴重であり、また皆から頼られることがやりがいに
もつながっている。
各種の休業制度や短縮勤務は、現場の他の人たちの協力が必要不可欠であるが、お互いに支え合うことが当然だと
いう共通理解、社内風土ができている。
現在 歳以上のフリースタッフは 名、うち女性は 名、 歳以上は 名。様々な雇用制度により、従業員の勤
務年数は長期化し、女性の部長職も誕生している。

国際展開第8回受賞企業・団体

「多国籍キャンパス」での人材育成に加え、学生と企業とのマッチングシステムを構築

学校法人立命館 立命館アジア太平洋大学

所在地：大分県（九州・沖縄） 業種：教育（大学）

事業概要：国際的な教育展開

■提供サービス
入学時には日本語能力を問わずに海外から広く優秀な学生を集めており、日英の カ国語による教育カリキュラムを
展開するなど、国際的な感覚を身につけられるような環境を提供している。また、日本企業に就職を希望する国際学
生と企業のマッチングを積極的に行い、国内で就職できる仕組みを構築した。

■ハイ・サービスのポイント
同校の強みは、世界中から優秀な学生を集めてくる仕組みづくりと、国際学生と日本企業のマッチングに注力して実
績を上げ、評価を得ている点にある。また、最大の特徴である英語と日本語による 言語教育システムの展開など、
国際的な人材の育成面でも特徴的な施策を行っている。

韓国や中国の主要な高校とコネクションをつけるなどして、有名進学校からの指定校推薦制度を採用している。
日英の カ国語を教育言語としている。 ・ 回生時には各学生の入学基準言語（英語または日本語）で基礎教育科
目を受講しながら、同時に集中的に言語の学習に取り組む。講義の約 割の科目は、日英両言語で開講されている
ため、 ・ 回生は、日本語と英語どちらの言語でも専門科目の授業を受けることができる。
新入生ワークショップというクラスでは、国内学生と国際学生が一緒に学び、交流の場として機能している。
国際学生は、原則 年間 ハウスという寮で生活する。この寮では、各国籍・男女が同じ場所で学び、助け合い、
教え合うことで多様性のある生活を体験できる 。また、フロアに一人ずつ （レジデントアシスタント）という
新寮生のサポートをする学生を配置し、相談相手になることで双方の学びにもつなげている。
奨学金には同学独自の学費減免奨学金のほか、各支援企業からのものと、政府奨学金がある。
日本国内、世界各国・地域から多様なバックグラウンドを持った意欲あふれる学生の受け入れを進めるため、春秋
の年 回に卒業・入学式を行っている。半年のズレが生じる学生に対応したカリキュラムを用意している。さらに、
教員は休暇中に学生を社会勉強やフィールドスタディに連れて行くなどの活動も自主的に行っている。
国際学生の約半数が日本国内での就職を希望し、国外就職でも、日系企業の現地法人で対日窓口の即戦力として活
躍するケースなども多く見られる。
海外での就職活動と日本企業への就職活動方法は異なる。そのため、正課の講座としてキャリアディベロップメン
ト科目「業界分析」「職業意識とキャリア開発」を開講しているほか、企業トップの講演会の開催やインターンシッ
プの実施など、日本企業のマネジメントに触れる機会も提供している。また、企業を招いての説明会や日本企業に
就職した ・ による体験講演会等を多数開き、日本企業に触れる機会を増やすことによってマッチングをし
ている。大分県という立地を考慮し、学内で会社説明会や筆記試験面接など採用の一連の流れを行う独自のシステ
ム「オンキャンパス・リクルーティング」を実施しており、 年度は約 社が来学した。
その多様性が認められ、ダイバーシティ要素をもつ「小さな国連」として企業や社会から高い評価を受けている。
就職率は ％と高く、国際学生の約半数が日本で就職している。残りの半数は、国内外で進学したり母国に戻っ
て就職したりしているほか、 経済圏で就職する学生もいる。

江戸時代から続く地元の老舗企業

山形屋本店 キャンパス外観 キャリア・オフィスの様子



欧文
株式会社ABC Cooking Studio 教育・学習支援 ■ 千代田区 092

B級ご当地グルメ・ネットワークス株式会社 地域活性コンサルティング ■ 青森県 034

株式会社NAC（ニセコアドベンチャーセンター） 観光 ■ ニセコ 002

UTホールディングス株式会社 アウトソーシング（半導体・FPD製造） ■ 品川区 093

WASHハウス株式会社 コインランドリー ■ 宮崎県 268

あ行
アートグリーン株式会社 生花卸・小売 ■ 港区 094

株式会社アーバンフューネスコーポレーション 葬祭 ■ 港区 095

株式会社アイスタイル 情報サービス／コンサルティング ■ 港区 096

株式会社アイディーズ コンサルティング ■ 沖縄県 269

株式会社アイティ・コミュニケーションズ コールセンター ■ 札幌市 003

株式会社アインファーマシーズ 薬局 ■ 札幌市 004

株式会社赤岡青果市場 卸売／農業 ■ 高知県 256

株式会社阿寒グランドホテル（あかん遊久の里 鶴雅） ホテル・旅館 ■ 釧路市 005

旭川市旭山動物園 動物園 ■ 旭川市 006

株式会社アスカネット 写真業 ■ 広島県 238

NPO法人アスクネット 教育・学習支援 ■ 愛知県 174

株式会社麻生 飯塚病院 医療 ■ 福岡県 270

アニコム損害保険株式会社 損害保険 ■ 新宿区 097

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 翻訳 ■ 広島県 239

油藤商事株式会社 ガソリンスタンド ■ 滋賀県 204

株式会社アレフ 飲食 ■ 札幌市 007

株式会社あわわ（建てようネット） 情報サービス／出版 ■ 徳島県 257

イーグルバス株式会社 旅客自動車運送 ■ 埼玉県 048

イオン株式会社 スーパーマーケット ■ 千葉県 049

農事組合法人伊賀の里モクモク手づくりファーム アグリランド ■ 三重県 175

株式会社伊勢丹 百貨店 ■ 新宿区 098

板室温泉 大黒屋 ホテル・旅館 ■ 栃木県 050

合資会社一條旅館（湯主一條） ホテル・旅館 ■ 宮城県 035

株式会社一の湯 ホテル・旅館 ■ 神奈川県 051

株式会社一蘭 飲食 ■ 福岡県 271

株式会社イデアシステム ソフトウェア開発／情報サービス ■ 江別市 008

医療法人社団 いでした内科・神経内科クリニック 医療 ■ 広島県 240

伊藤忠食品株式会社／株式会社オークネット 食品卸／情報サービス ■ 千代田区 099

有限会社イトーファーマシー 介護 ■ 三重県 176

株式会社いろどり 消費材製造販売 ■ 徳島県 258

株式会社インフォマート 情報サービス ■ 港区 100

株式会社ヴァイタス 情報サービス／医療情報コンサルティング ■ 文京区 101

株式会社ウイングル 障害者雇用マッチング／アウトソーシング ■ 宮城県 036

ウェルネット株式会社 システム開発 ■ 札幌市 009

株式会社内子フレッシュパークからり アグリビジネス ■ 愛媛県 259

エコアライアンス株式会社 物流 ■ 岐阜県 177

エコビズ株式会社  環境 ■ 大阪府 205

株式会社エスイーシー ソフトウェア開発 ■ 函館市 010

株式会社エディオン 家電小売 ■ 大阪府 206

株式会社エルダーサービス 介護／家事代行 ■ 福岡県 272

オイシックス株式会社 食品販売 ■ 品川区 102

株式会社相可フードネット（まごの店／せんぱいの店） 飲食 ■ 三重県 178

株式会社オウケイウェイヴ 情報サービス／ソフトウェア開発 ■ 渋谷区 103

株式会社王将フードサービス 飲食 ■ 京都府 207

株式会社大垣共立銀行 銀行 ■ 岐阜県 179

株式会社オオクシ 理容・美容 ■ 千葉県 052

大阪第一ホテル ホテル・旅館 ■ 大阪府 208

株式会社大谷 印章製造・小売／印刷 ■ 新潟県 053

株式会社大戸屋 飲食 ■ 新宿区 104

株式会社オーリッド データ入力／アウトソーシング ■ 大分県 273

株式会社沖縄教育出版 通販 ■ 沖縄県 274

株式会社オギノ スーパーマーケット ■ 山梨県 054

株式会社小布施堂／文化事業部 菓子小売／文化事業 ■ 長野県 055

オムロン パーソネル株式会社 総合人材サービス ■ 京都府 209

か行
医療法人社団 海仁 医療 ■ 静岡県 056

学校法人開智学園 総合部 学校教育 ■ 埼玉県 057

会宝産業株式会社 中古車部品販売 ■ 石川県 180

株式会社開倫塾 教育・学習支援 ■ 栃木県 058

株式会社カカクコム 広告／情報サービス ■ 渋谷区 105

株式会社加賀屋 ホテル・旅館 ■ 石川県 181

角上魚類株式会社 魚介小売 ■ 新潟県 059

株式会社カジタク 家事代行・宅配クリーニングサービス ■ 江東区 106

雅叙苑観光有限会社（天空の森） リゾート ■ 鹿児島県 275

有限会社風曜日（ピュア・フィールド風曜日） ホテル・旅館 ■ 弟子屈町 011
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学校法人金沢工業大学 教育（大学） ■ 石川県 182

神奈中ハイヤー株式会社 タクシー・ハイヤー ■ 神奈川県 060

株式会社亀の井ホテル ホテル・旅館 ■ 大分県 276

有限会社かよう亭 ホテル・旅館 ■ 石川県 183

株式会社ガリバーインターナショナル 中古車販売 ■ 千代田区 107

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 エンターテインメント ■ 渋谷区 108

株式会社カワムラモータース 自動車整備 ■ 福井県 210

がんこフードサービス株式会社 飲食 ■ 大阪府 211

株式会社喜久屋 クリーニング ■ 足立区 109

北の起業広場協同組合「北の屋台」 飲食店共同市場 ■ 帯広市 012

株式会社キッズシティージャパン エンターテインメント ■ 千代田区 110

株式会社キッズベースキャンプ 保育サービス ■ 世田谷区 111

京西テクノス株式会社 電子機器（計測器、医療機器、通信機器）修理サービス ■ 多摩市 112

京都試作センター株式会社 試作プラットフォーム ■ 京都府 212

株式会社清川屋 食品 ■ 山形県 037

クウジット株式会社 位置情報提供サービス ■ 港区 113

クックパッド株式会社 情報サービス ■ 港区 114

株式会社公文教育研究会 教育・学習支援 ■ 大阪府 213

株式会社くらコーポレーション 飲食 ■ 大阪府 214

株式会社グラノ24K アグリビジネス ■ 福岡県 277

株式会社クリーク・アンド・リバー社 エージェント ■ 千代田区 115

グリーンホスピタルサプライ株式会社 コンサルティング／トータルヘルスケア ■ 大阪府 215

株式会社クリエイト・レストランツ 飲食 ■ 渋谷区 116

株式会社クリップ（美容室ストリート） 美容 ■ 埼玉県 061

株式会社ぐるなび 情報サービス ■ 千代田区 117

株式会社グローバル・コミュニケーションズ IT技術者養成サービス ■ 函館市 013

黒川温泉観光旅館協同組合 観光 ■ 熊本県 278

株式会社ケアネット 医療情報提供サービス ■ 文京区 118

株式会社ケイ・ウノ 専門店（貴金属） ■ 愛知県 184

医療法人社団慶成会 青梅慶友病院 医療 ■ 青梅市 119

医療法人財団献心会 川越胃腸病院 医療 ■ 埼玉県 062

株式会社構造計画研究所 ソフトウェア開発／ ITソリューションサービス ■ 中野区 120

株式会社購買戦略研究所 コンサルティング ■ 千代田区 121

社会福祉法人こうほうえん 介護・福祉 ■ 鳥取県 241

株式会社コガワ計画 Mランド益田校 自動車教習所 ■ 島根県 242

株式会社御所坊 ホテル・旅館 ■ 兵庫県 216

株式会社五味八珍 飲食 ■ 静岡県 063

株式会社コメリ ホームセンター ■ 新潟県 064

さ行
株式会社サイゼリヤ 飲食 ■ 埼玉県 065

株式会社斎藤ホテル ホテル・旅館 ■ 長野県 066

サイボウズ株式会社 ソフトウェア開発／情報サービス ■ 文京区 122

株式会社サイモンズ ポイントサービス ■ 中央区 123

境港市観光協会 観光 ■ 鳥取県 243

株式会社サヌキットジャパン ソフトウェア開発 ■ 香川県 260

サマンサジャパン株式会社 ビルメンテナンス／警備／人材派遣 ■ 山口県 244

サミット株式会社 スーパーマーケット ■ 杉並区 124

澤の屋旅館 ホテル・旅館 ■ 台東区 125

サンイン技術コンサルタント株式会社 建設コンサルティング ■ 鳥取県 245

三和交通株式会社  タクシー・ハイヤー ■ 神奈川県 067

株式会社シーエムエー ITコンサルティング ■ 静岡県 068

四国管財株式会社  ビルメンテナンス ■ 高知県 261

システム・ロケーション株式会社  ファイナンス ■ 千代田区 126

株式会社シニアコミュニケーション コンサルティング ■ 港区 127

株式会社シネマとうほく コンテンツ ■ 宮城県 038

株式会社シノケングループ 不動産 ■ 福岡県 279

シミック株式会社 治験 ■ 品川区 128

株式会社ジャステック ソフトウェア開発 ■ 港区 129

株式会社ジャパン・フラワー・コーポレーション 生花小売・関連業 ■ 富山県 185

ジャパンベストレスキューシステム株式会社 生活関連サービス ■ 愛知県 186

株式会社ジャル エクスプレス 運輸 ■ 大阪府 217

株式会社旬材 魚介卸 ■ 大阪府 218

常磐興産株式会社（スパリゾートハワイアンズ） 観光 ■ 福島県 039

新江ノ島水族館 水族館 ■ 神奈川県 069

株式会社シンク コンテンツ ■ 港区 130

医療法人真成会 たきもとクリニック 医療 ■ 茨城県 070

新日本ウエックス株式会社 ユニフォーム賃貸／リネンサプライ ■ 愛知県 187

株式会社スーパーホテル ホテル・旅館 ■ 大阪府 219

有限会社スーパーまるまつ スーパーマーケット ■ 福岡県 280

株式会社スカイアークシステム ソフトウェア開発／システム開発 ■ 帯広市 014

株式会社ズコーシャ コンサルティング ■ 帯広市 015

スターウェイ株式会社 物流 ■ 港区 131

株式会社ゼイヴェル（現社名：株式会社ブランディング） 情報サービス ■ 港区 132

索　　引

地域貢献サービス
プロセスの改善

国際展開人材育成サービスの
高付加価値化

科学的・工学的
アプローチ

地域貢献サービス
プロセスの改善

国際展開人材育成サービスの
高付加価値化

科学的・工学的
アプローチ

業　種 ページ地　域選定ポイント企業・団体名（あいうえお順） 業　種 ページ地　域選定ポイント企業・団体名（あいうえお順）



星日産業株式会社  生花輸入 ■ 福岡県 281

聖路加国際病院 医療 ■ 中央区 133

セコム医療システム株式会社 医療・介護サービス ■ 渋谷区 134

株式会社ゼットン 飲食 ■ 愛知県 188

株式会社仙仁温泉岩の湯 ホテル・旅館 ■ 長野県 071

株式会社セブン銀行 銀行 ■ 千代田区 135

全国子育てタクシー協会 タクシー ■ 香川県 262

株式会社ソアラサービス SOHO・起業家支援サービス ■ 広島県 246

株式会社ソーキ 産業用機械器具賃貸 ■ 大阪府 220

た行
株式会社大丸 百貨店 ■ 大阪府 221

株式会社ダイヤモンドダイニング 飲食 ■ 港区 136

学校法人大和学園 学校教育 ■ 京都府 222

株式会社高山グリーンホテル ホテル・旅館 ■ 岐阜県 189

TAC株式会社 教育・学習支援 ■ 千代田区 137

楽しい株式会社  環境 ■ 福岡県 282

株式会社旅ネット四国 旅行代理店 ■ 香川県 263

株式会社玉子屋 弁当 ■ 大田区 138

千代田区立千代田図書館 公共サービス ■ 千代田区 139

株式会社つくばウエルネスリサーチ 健康サービス ■ 茨城県 072

つばめ自動車株式会社／つばめグループ タクシー・ハイヤー ■ 愛知県 190

燕商工会議所「磨き屋シンジケート」 金属製品製造マッチング ■ 新潟県 073

株式会社ティア 葬祭 ■ 愛知県 191

株式会社テイ・エス・エス・プロダクション Webテレビ ■ 広島県 247

有限会社ディ・シィ・ディ 物流 ■ 島根県 248

ディップ株式会社 広告／専門コンサルタント／職業紹介 ■ 港区 140

株式会社デジタライズ 情報サービス ■ 広島県 249

てしま旅館 ホテル・旅館 ■ 山口県 250

医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター 医療 ■ 千葉県 074

株式会社鉄人化計画 カラオケ ■ 目黒区 141

天満天神繁昌亭 寄席 ■ 大阪府 223

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院  医療 ■ 石川県 192

株式会社とち亀物産（紀伊国屋文左衛門本舗） 食品卸・小売 ■ 和歌山県 224

農業生産法人 有限会社トップリバー アグリビジネス／就農支援 ■ 長野県 075

株式会社とみうら 観光 ■ 千葉県 076

富山ライトレール株式会社 鉄道 ■ 富山県 193

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 医療 ■ 愛知県 194

トランスコスモス株式会社 情報サービス ■ 渋谷区 142

株式会社トワード物流 物流 ■ 佐賀県 283

な行
株式会社内職市場 内職市場マッチング ■ 愛知県 195

株式会社ナチュラルアート アグリビジネス ■ 千代田区 143

株式会社ナビタイムジャパン 情報サービス ■ 港区 144

国立大学法人奈良女子大学 教育（大学） ■ 奈良県 225

株式会社ナレッジクリエーション 情報通信 ■ 神奈川県 077

株式会社日能研 教育・学習支援 ■ 神奈川県 078

株式会社日本ケアサプライ 介護（福祉用具） ■ 港区 145

株式会社ニトリ 家具・インテリア小売 ■ 札幌市 016

日本交通株式会社 タクシー・ハイヤー ■ 品川区 146

日本サード・パーティ株式会社 アウトソーシング ■ 港区 147

株式会社ニワンゴ 情報配信サービス／広告 ■ 中央区 148

ネットオフ株式会社 ネット販売 ■ 愛知県 196

は行
株式会社ハー・ストーリィ 情報サービス／コンサルティング ■ 広島県 251

有限会社バグジー 美容 ■ 福岡県 284

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 ゴルフ場保有・運営 ■ 港区 149

パシフィックソフトウエア開発株式会社 情報サービス／コンサルティング ■ 高知県 264

株式会社旅籠屋 ホテル・旅館 ■ 台東区 150

NPO法人ハットウ・オンパク 観光 ■ 大分県 285

株式会社ハッピー クリーニング ■ 京都府 226

株式会社ハニーズ 専門店 ■ 福島県 040

株式会社パム 観光情報サービス ■ 沖縄県 286

バリエネット協同組合 物流 ■ 宮城県 041

株式会社バルコス バッグ卸・小売 ■ 鳥取県 252

株式会社ハローデイ スーパーマーケット ■ 福岡県 287

株式会社ハロー・トーキョー タクシー・ハイヤー ■ 江東区 151

株式会社ハンズマン ホームセンター ■ 宮崎県 288

株式会社ピア 自動車関連業 ■ 富山県 197

美瑛町農業協同組合「美瑛選果」 アグリビジネス ■ 美瑛町 017

株式会社ビッグ 不動産仲介・管理 ■ 札幌市 018

株式会社ビック・ママ 衣服裁縫修理 ■ 宮城県 042
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有限会社ビューティフルライフ 理容・美容 ■ 大分県 289

株式会社平田牧場 アグリビジネス ■ 山形県 043

株式会社フィデック 事務所サービス（アウトソーシング／金融サービス） ■ 千代田区 152

株式会社フェリシモ 通販 ■ 兵庫県 227

福井商工会議所「苦情・クレーム博覧会」 公益経済団体 ■ 福井県 228

株式会社富士メガネ 眼鏡・光学機械小売 ■ 札幌市 019

株式会社プラネット 情報サービス ■ 港区 153

株式会社プリンスホテル（軽井沢・プリンスショッピングプラザ） アウトレット ■ 長野県 079

特定非営利活動法人フローレンス ソーシャルビジネス ■ 中央区 154

株式会社ベアーズ 家事代行サービス ■ 中央区 155

株式会社ヘイプ 衣料・古着小売 ■ 岩手県 044

株式会社ベネッセスタイルケア 介護 ■ 渋谷区 156

株式会社ベネフィット・ワン 福利厚生業務運営代行サービス ■ 渋谷区 157

ポークランドグループ アグリビジネス ■ 秋田県 045

医療法人社団北星会 とまこまい北星クリニック 医療 ■ 苫小牧市 020

株式会社星野リゾート リゾート ■ 長野県 080

医療法人北海道家庭医療学センター 医療 ■ 室蘭市 021

NPO法人北海道グリーンファンド 風力発電 ■ 札幌市 022

北海道システム・サイエンス株式会社 研究開発支援サービス ■ 札幌市 023

NPO法人北海道職人義塾大學校 職業・教育支援 ■ 小樽市 024

北海道テレビ放送株式会社 テレビ局 ■ 札幌市 025

株式会社北海道日本ハムファイターズ スポーツ ■ 札幌市 026

株式会社北海道ネイチャーセンター 観光 ■ 鹿追町 027

ま行
株式会社マイファーム アグリビジネス ■ 京都府 229

株式会社マクロミル ネット調査サービス ■ 港区 158

NPO法人まちづくりトップランナー ふじのみや本舗 地域活性コンサルティング ■ 静岡県 081

株式会社魔法の i らんど インターネットサービス ■ 千代田区 159

株式会社マミーズファミリー 保育サービス ■ 愛媛県 265

株式会社南信州観光公社 観光 ■ 長野県 082

株式会社明神館 ホテル・旅館 ■ 長野県 083

株式会社武蔵野 各種ビジネスサービス／中小企業経営支援 ■ 小金井市 160

国立大学法人室蘭工業大学 教育（大学） ■ 室蘭市 028

株式会社明光ネットワークジャパン 教育・学習支援 ■ 豊島区 161

株式会社名鉄インプレス 娯楽 ■ 愛知県 198

明豊ファシリティワークス株式会社 建築設計 ■ 千代田区 162

株式会社メッセージ 介護 ■ 岡山県 253

株式会社メディヴァ コンサルティング ■ 世田谷区 163

株式会社メディカルイメージラボ 医療支援 ■ 札幌市 029

株式会社メディカルシステムネットワーク 情報サービス／薬局 ■ 札幌市 030

有限会社モーハウス 婦人・子供服の製造・小売 ■ 茨城県 084

や行
株式会社山形屋 百貨店 ■ 鹿児島県 290

ヤマハ株式会社 ヤマハ音楽教室 教育・学習支援 ■ 静岡県 085

株式会社ユーディット コンサルティング ■ 神奈川県 086

医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニック 医療 ■ 大阪府 230

株式会社吉野家ホールディングス 飲食 ■ 新宿区 164

ら行
ラーニングエッジ株式会社 情報サービス ■ 渋谷区 165

医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 医療 ■ 京都府 231

ららぽーとマネジメント株式会社 不動産 ■ 千葉県 087

リスクモンスター株式会社 情報サービス ■ 千代田区 166

学校法人立命館 立命館アジア太平洋大学 教育（大学） ■ 大分県 291

株式会社リブネット 図書館業務請負 ■ 三重県 199

学校法人龍谷大学 教育（大学） ■ 京都府 232

株式会社良品計画 専門店 ■ 豊島区 167

株式会社リロ・ホールディング 福利厚生総合アウトソーシング ■ 新宿区 168

レオイ株式会社 リフォーム ■ 岐阜県 200

株式会社ロック・フィールド 食品 ■ 兵庫県 233

わ行
株式会社ワークスアプリケーションズ ソフトウェア開発 ■ 港区 169

株式会社ワイズスタッフ 事業所サービス ■ 北見市 031

農事組合法人和郷園 アグリビジネス ■ 千葉県 088

ワタベウェディング株式会社 ブライダル ■ 京都府 234

株式会社ワンダーテーブル 飲食 ■ 新宿区 170

索　　引

地域貢献サービス
プロセスの改善

国際展開人材育成サービスの
高付加価値化

科学的・工学的
アプローチ

地域貢献サービス
プロセスの改善

国際展開人材育成サービスの
高付加価値化

科学的・工学的
アプローチ
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