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「顧客満足度向上の考え方・進め方を学ぶ」

第１回 顧客満足度向上の基本的な
考え方・進め方
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ＣＳ（Customer Satisfaction)とは、
顧客満足をいい、

「ＣＳ経営」とは、顧客満足を組織的
に創（つく）り続ける経営をいう

●顧客満足度が経営の重要な判断基準となってきた

●日本の企業に導入されて約３０年、多くの企業で実践、
定着している

１－１顧客満足とは何か①
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ＣＳ経営導入、実践の背景

①現在の顧客を失うと、もうその代わりはいない時代
顧客の継続が今まで以上に重要

②企業競争はますます激化する
顧客満足の低い企業は必要以上に価格競争に巻き込まれる

③顧客の期待は高まる
サービス化の流れは，顧客の満足水準を高め続ける

１－１顧客満足とは何か②
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ＣＳは、なぜ必要か？

ＣＳは経営の究極、不変の目的だからです。

・お客さまが自社商品・サービスに満足し、
圧倒的な自社の支持者になっていただく。

・お客さまとの継続的な取引、紹介、評判が業績向上につながる。
・お客さまの満足、支持が従業員の喜び、満足、
自社商品・サービスへの誇りにつながる。

・自社は社会にとっても価値ある存在として評価を受ける。

・お客さま⇒企業⇒従業員が満足する「良循環」が実現する。

１－１顧客満足とは何か③
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お客さま満足・会社/店舗業績・従業員満足の実現

お客さま

会社/店舗従業員

１－１顧客満足とは何か④
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ＣＳの原点のことば

お客さま

真実の瞬間
お客さまとの
接点重視

１－１顧客満足とは何か⑤

会社/店舗
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ＣＳは、お客さまの事前期待と実績から生まれるお客さまの評価結果

事前期待 実績＝
＜

＞

感じる価値

満足度

離反
クレーム

忠誠心
リピート

不満 満足

価値を満足度
として測定する
＝顧客満足度調査

１－１顧客満足とは何か⑥



8
C 2018

1 2 3 4 5 6 7
どちらかと どちらとも どちらかと

大変満足 満　足 言えば 言えない 言えば 不　満 大変不満

満足 不満

満　足 どちらとも言えない 不　満

満足度のとらえ方（例：７段階評価）

１－１顧客満足とは何か⑦
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どちらかと

どちらとも

どちらかと

大変満足

満　足

言えば

言えない

言えば

不　満

大変不満

満足

不満

満　足

どちらとも言えない

不　満
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事前
期待

体験後
評価

体験後
評価

体験後
評価事前

期待

事前
期待

不満

満足

？どちらとも？

満足は事前期待と体験後
の評価の関係できまる。

期待より体験のほうが
よければ満足

期待より体験のほうが
悪ければ不満

期待と体験が同じくらい
であれば普通

１－１顧客満足とは何か⑧
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離反顧客
ゼロ化

積極的な
継続利用
顧客増大

不満削減

（大変）満足向上

企業の持続成長

評判向上
イメージ向上
ブランド向上

新規顧客
獲得

接点品質管理の徹底 顧客期待価値の提供

１－２ＣＳの取り組み①

◇CS経営のねらいは、「企業の持続的・安定成長」にある。
①「不満削減」は、既存顧客の離反防止が主たるテーマ。
②積極的に継続利用してもらうには、「（大変）満足の向上」が

重要となる。
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・不満を抱いた１００人の内
自発的にクレームを表明するのは４人のみ

・不満を抱いた人は１１人に話す
⇒近年、インターネット、電子メール等により
体験者情報の質・量・スピードが急激にアップ

・満足した人は３人に話す
・大変満足した人は、単に満足した人にくらべ
６倍の再購入・推奨効果をもっている

不満の怖さ・大変満足の凄さ

ＣＳの暗殺者

ＣＳの伝道者

１－２ＣＳの取り組み②
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顕在クレーム

潜在クレーム

物的証拠
なし

もう利用
しない

大人げ
ない

人間関係
配慮

慇懃無礼に
あやまるだけ

サービスクレームは氷山の一角

さまざまな理由で、クレームは必ずしも事業者に伝わるわけではない。
聞こえてきているクレームは氷山の一角といえる。

１－２ＣＳの取り組み③
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１－２ＣＳの取り組み④

「大変満足」なお客さまは、業績貢献する

業種は違っても、「大変満足」のお客さまとそれ以外の

お客さまの再利用（購入）、推奨意向はほぼ同様の傾向を示す。

【再利用率】（事例：Ａゴルフ場）
・「大変満足」のお客さま⇒９９％が再利用
・「満足」のお客さま⇒４５％が再利用

【他者への推奨意向（おすすめ）】（事例：Ｂホテル）
・「大変満足」のお客さま⇒９６％が他者へ推奨
・「満足」のお客さま⇒６６％が他者へ推奨
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お客さまの満足、不満が決まる「真実の瞬間」

・お客さまと企業の接点により、
企業の評価（満足・不満）が決定的に決まる瞬間をいう

・スカンジナビア航空ヤン・カールソン著
「真実の瞬間」（1990年,ダイヤモンド社）

・年間1,000万人の利用客×顧客1人あたり会社と5回の接点

＝年間5,000万回の「真実の瞬間」

１－２ＣＳの取り組み⑤
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真実の瞬間（リチャード・ノーマンが命名）

お客さまがその企業との接点により決定的にその企業のファン
になる瞬間を「闘牛士の最後の一刺しの瞬間」に例えた

１－２ＣＳの取り組み⑥
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サービスにおける「顧客・企業接点の式」

100－１＝0

顧客・企業の接点のうちの一つでも、
お客さま評価が、平均を大きく下回れば、
サービス提供プロセス全体を
台無しにしてしまうことがある

１－２ＣＳの取り組み⑦
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■映画館（シネコン）利用の場合

お客さま行動プロセス お客さまと企業の接点

インターネットで上映品・時間
を調べる

シネコンに行って、
チケットを買う

飲み物・食べ物を買う

席について映画を観る

シネコンを出る

シネコン
ホームページ

チケットカウンター
（自販機）

売店設備・商品・担当

座席・予告
鑑賞案内・上映作品

場内係員
（お見送りの挨拶）

１－２ＣＳの取り組み⑧
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自事業におけるＣＳ調査企画の考え方・進め方

お客さま行動
プロセス分析

お客さま満足
要素体系の

設定

ＣＳ調査票の

作成

１－３ＣＳ調査企画・実施の進め方①
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「お客さま行動プロセス分析」の進め方

１．対象の会社/店舗、お客さまタイプを設定する
２．利用する「お客さま行動プロセス」を、

できるだけ具体的に発想、行動プロセス順に整理、記入する
３．お客さま行動プロセスにおける「お客さまの期待」を発想、

記入する（考えられるものを全て記入する）

４．お客さま行動プロセス別に企業と「お客さまとの接点」
（販売員・店舗設備・施設・商品・料理等）を記入する

５．「お客さまとの接点」における、「企業として行うべき対応」
を考え、記入する

１－３ＣＳ調査企画・実施の進め方②
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企業名
お客さま
タイプ

お客さま行動プロセス お客さまとの接点 企業として行うべき対応お客さまの期待

作成者 作成日
月 日

【お客さま行動プロセス分析】（分析例）

飲食店○○○
Web 初めての予約客

（宴会幹事） ○○△

検索サイトで検索する

店を決定・予約TEL

人数変更のTELをする

宴会当日、早めに入店

宴会（会食）

料金精算

宴会お開き・解散

季節のご案内メール
をもらう

予算内で満足度の高い店

迅速・的確な予約対応

迅速・親切な変更対応

宴会内容の確認をしたい

・スムーズな料理・飲み物の
流れ

・イレギュラーオーダーに
関する臨機応変な対応

迅速・正確な対応

お客さまに対する
丁寧なお見送り

宴会以外、少人数でも魅力
的なメニュー、誘い

Web上の店情報

予約担当

予約担当

客室担当

客室担当
店マネジャー
メニューブック

レジ係
店マネジャー
客室担当
店マネジャー

案内メール

魅力的な旬メニューの表示

基本に忠実かつお客さまの立場に
立ったTEL対応
同上

幹事が安心する提案・助言の提供

質問・イレギュラーオーダーに
対する的確な回答・対応

迅速・正確な精算

丁寧かつ印象に残るお見送り

お客さまの利用ニーズに合わせた
ご案内

１－３ＣＳ調査企画・実施の進め方③
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１－３ＣＳ調査企画・実施の進め方④

対象の会社/店舗・お客さまタイプの設定

会社/店舗

お客さまタイプ

飲食店○○○

Web 初めての予約客
（宴会幹事）
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１－３ＣＳ調査企画・実施の進め方⑤

お客さま行動プロセス お客さまの期待

検索サイトで検索

店を決定・予約ＴＥＬ

人数変更のＴＥＬ

宴会当日、早めに入店

宴会（会食）

料金精算

宴会お開き・解散

季節のご案内メール

予算内で満足度の高い店

迅速・的確な予約対応

迅速・親切な変更対応

宴会内容の確認をしたい

スムーズな提供・親切な対応

迅速・正確な対応

丁寧なお見送り

魅力的なメニュー・誘い
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１－３ＣＳ調査企画・実施の進め方⑥

お客さまとの接点

Web上の店情報

予約担当

予約担当

客室担当

客室担当・メニュー

レジ担当

客室担当・マネジャー

案内メール

企業として行うべき対応

魅力的な旬メニューの表示

お客さまの立場に立った対応

同上

幹事が安心する提案・助言

的確な回答・対応

迅速・正確な精算

丁寧かつ印象に残るお見送り

利用ニーズに合わせたご案内
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総合満足度

ＷＥＢ情報満足度

予約担当満足度

客室担当満足度

料理満足度

飲料満足度

客室・設備満足度

料金満足度

要素別満足度（接点別満足度）

自由記述欄＋

お客さま満足要素体系
の設定（例）

お客さま行動プロセス
分析事例（飲食店○○○）
より作成

１－３ＣＳ調査企画・実施の進め方⑦



25
C 2018

（１）ＣＳ調査（アンケート）票作成

■次回までの課題

１－３ＣＳ調査企画・実施の進め方⑧

①はがきサイズあるいは、メモ用紙程度の
アンケートを作成してみましょう。

②冒頭に、お客さまの「総合満足度」をおききします。
日頃の印象も含めたお客さまの全体の評価です。

③総合満足度評価の理由をおききします。

④お客さまのご意見・ご要望をおききします。

⑤例を挙げてご説明しましたが、「接点別の満足度」を
おききしてもよいです。

⑥最後に、お礼のお言葉を添えてください。
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１－３ＣＳ調査企画・実施の進め方⑨

お客さまアンケート

いつも、当店をご利用いただきまして、誠にありがとう
ございます。今後のサービス向上に活かすために、お客さま
アンケートにご協力ください。

１．当店の商品・サービスを総合的にご覧になり、どの程度
満足されていますか。

（当てはまる項目を○で囲んでください。）

上記評価の理由をお書きください。

大変満足・満足・どちらともいえない・不満・大変不満
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１－３ＣＳ調査企画・実施の進め方⑩

２．当店のサービス向上に関するご意見・ご要望等が
ございましたなら、ご自由にお書きください。

■お客さまについてお尋ねいたします。
（当てはまる項目を○で囲んでください。）
・年代：１０代・２０代・３０代・４０代・５０代・６０代

７０代以上
・性別：男・女

ご協力ありがとうございました。今後もよろしくお願い致します
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（２）ＣＳ調査（アンケート）実施・回収

①アンケート実施準備
・アンケート票を印刷・コピーし、筆記用具を準備しておく
・「お客さまアンケート実施中」など貼り紙などで告知する
・お客さまから趣旨を質問された時の回答などスタッフと共有しておく
・回収箱など準備しておく
・謝礼をする場合、割引券など用意しておく

②アンケート実施・回収
・５０～１００枚程度を目標に回収する
・スタッフによるお声がけ、テーブルに置いておく等の方法がある
・曜日・時間帯などで客層が異なる場合などは、バランスよく
配布・回収する

１－３ＣＳ調査企画・実施の進め方⑪
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事例企業に関する出典（参考文献）

（１）加賀屋
・内藤耕,「サービス産業生産性向上入門」,日刊工業,2010年
・経済産業省「サービス生産性向上改善マニュアル」,2011年

（２）株式会社ＪＲ東日本テクノハートＴＥＳＳＥＩ
・遠藤功，「新幹線お掃除の天使たち」，あさ出版，2012年

（３）株式会社スーパーホテル
・内藤耕,「サービス産業生産性向上入門」,日刊工業,2010年
・山本梁介・金井壽宏,「スーパーホテルの「仕組み経営」」,かんき出版,2014年

（４）株式会社オオクシ
・内藤耕,「サービス産業生産性向上入門」,日刊工業,2010年
・経済産業省「サービス生産性向上改善マニュアル」,2011年
・神渡良平,「「思い」の経営」,PHP研究所,2018年

（５）株式会社喜久屋
・内藤耕,「サービス産業生産性向上入門」,日刊工業,2010年
・嶋田喜明,「ＩＥレビュー265号」,2011年5月1日
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