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「顧客満足度向上の考え方・進め方を学ぶ」

第２回 ＣＳ調査の実施結果を検討し、
活用を考える



30
C 2018

◎貴社の主要なお客さまのアンケートは、実施できたでしょうか？

◎お客さまの率直な声は聴くことができたでしょうか？

◎ＣＳ調査は、大切なお客さまとのコミュニケーションの道具です。

◎ＣＳ調査をきっかけに、さらにお客さまを深く理解しましょう。

◎ＣＳ調査により、お客さまは、貴社の改善の取り組みを
期待します。
頂いた結果に対しては、１００％対応いたしましょう。

ＣＳ調査実施結果について

２－１ＣＳ調査実施結果の活用①



31
C 2018

ＣＳ調査結果活用の進め方

集計・分析
改善目標の設定

・取り組み課題設定
・改善計画の作成

改善活動実施結果
の確認

改善活動の
実施

ＣＳ調査
お客さまの声

の収集

２－１ＣＳ調査実施結果の活用②
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集計・分析の進め方

①以下に層別して結果を集計する
・全体結果…回答者全体の設問別結果
・年代別結果…年代別各設問の結果
・男女別結果…男女別各設問の結果
※法人の場合は、属性別結果など

②コメントを読み込む
・評価（満足、不満）の理由
・競合比較
・その他、ご意見・ご要望

※エクセルが使用可能であれば、入力して集計する

２－１ＣＳ調査実施結果の活用③
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「不満」削減の検討

不満・要
望の把握

•不満評価（大変不満・不満）

•アンケートの読み込み

•不満コメント、要望事項の抽出

原因分析

•自社・自店の実態における原因分析

•競合店評価における原因分析

改善案

の立案

•取り組み課題の設定・取り組み優先順位の決定

•改善案の立案・実施スケジュールの作成

２－１ＣＳ調査実施結果の活用④
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①顧客態度の転換
・・・不満を持つ顧客を満足した顧客に変えることができる

②コミュニケーション
・・・不満を持った顧客は「悪い口コミ」を行うが、

満足した顧客は「良い口コミ」を広める

③再購入行動
・・・苦情が解決された場合が７０％、苦情が素早く解決

された場合は９５％の再購入意図を示した

④苦情の情報的価値
・・・サービス活動についての問題点を知ることができる

真摯な不満・クレーム対応は、継続客を増やす

２－１ＣＳ調査実施結果の活用⑤
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クレーム対応プロセス例

聞く

事実を把握する

説明する

親身に素直に聞く、口を挟まず聞く、
謝罪する

具体的現象、客観的事実、
お客さまの意見との峻別

要望を把握する
お客さまの真意把握
（不満内容、希望される対応方法等）

対応方針、具体策
（出来ることと出来ないこと）、
背景の説明

２－１ＣＳ調査実施結果の活用⑥
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クレーム対応プロセス例（続き）

反論・更なる主張を聞く

譲歩内容を説明する

心理的ケアをする

今後の期待を引き出す

説明への不満内容、更なる事実・意見、
真の要望･･･の把握

最大限の譲歩内容提示、お客さまから
の理解・納得の取りつけ

再度謝罪、今後の対応方法提示、
担当者自身の印象づけ

再発防止策、新サービスの情報提供等
による、今後への意識切り替え

２－１ＣＳ調査実施結果の活用⑦
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「大変満足」の活用・向上の検討

①「大変満足」の割合は？最も評価が高い項目はなにか？
年代別や男女別に違いがあるか？

②「大変満足」の理由は、なぜか？

⇒自社の強みとして、具体的に確認・検討する
維持する、あるいはさらに伸ばす

２－１ＣＳ調査実施結果の活用⑧
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「大変満足」の活用・向上の検討

③高評価項目・コメント（お褒めの言葉）の実態を分析、
スタッフ全員が実行できるようなマニュアルとしてまとめ、
活用する

・スタッフＡさん：「大変満足」の評価
「接客対応がとても親切」というお褒めの言葉

・Ａさんのお客さま対応を観察すると、お客さまに
応じて説明・言葉遣い・話す速度を変えていた。

・スタッフ全員ができるようにマニュアルに追加、
ロールプレイング研修を企画・実施

２－１ＣＳ調査実施結果の活用⑨



39
C 2018

「記述欄」の検討・活用

２－１ＣＳ調査実施結果の活用⑩

アンケートの記述欄、お客さまの会話の中から、
直接的な改善だけではなく、お客さまの「真の期待」を理解した
改善を行うことが必要

情報を
読む 不満

おほめ 要望

初期対応
を考える

問題の原因
を考える

お客さまの
期待を
考える

対策を
考える
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【演習】お客さまの声から改善する
（Ａ旅館のお客さまアンケートより）

お客さまの声 お客さまの期待 改善案

ファミリーのお客
さまから、「浴衣
が”大””中”し
かなかった。」と
苦情をもらった。

２－１ＣＳ調査実施結果の活用⑪
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問題の原因を考える改善（例）

お客さまの期待を考える改善（例）

・予約時にお客さまに浴衣のサイズ、数を確認、用意しておく
・チェックイン時に、お好みのサイズの浴衣を選べるようにする

ファミリーのお客さまの期待（子供が着る浴衣も欲しい）

家族で浴衣を着たい 子供用の浴衣

家族で庭を歩きたい

子供用会席子供も会席を食べたい

子供用の下駄
・子供用の食事
・備品の充実

２－１ＣＳ調査実施結果の活用⑫
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お客さまの
期待を
見抜く

突出ＣＳ
（大変満足）
を構築する

維持向上の
組織体制
をつくる

固定客化
新規顧客の獲得
イメージ向上
業績貢献

ＣＳ経営の基本フレーム

ＣＳ経営
体制整備

顧客価値
設計

お客さま
調査

そのために3つのステップを推進する

お客さま調査を起点に、必要な改善を行い、
自社ならではの価値を創り、
継続的に維持・実践できる体制をつくること

ＣＳ向上活動とは何をすることか

２－２ＣＳ調査を軸にしたＣＳ経営の取り組み①
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（内容の深さ）

（
収
集
の
姿
勢
）

受動的 能動的
社員による

お客さまの声カード

深い

浅い

コールセンター

お客さまの声カード

インタビュー

お客さま満足度調査
・満足度調査
・モニター調査

・フリーダイヤル
・ホームページ

・フォーカスグループインタビュー
・個別インタビュー

インスペクション
・ミステリーショッパーズ
・使用場面観察

＜お客さまの期待を探る：お客さまの声を集める様々な方法＞

２－２ＣＳ調査を軸にしたＣＳ経営の取り組み②

ホームページ
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企業の安定成長

顧客離脱
ゼロ化

最終の
ねらい

リピート率向上
利用金額増大

新規客増加

不満 ゼロ化 大変満足３０％以上

成果
目標

お客さま
対応力向上

顧客価値向上
新商品開発／利用メリット増加

状態
目標

お客さまからの絶対的な支持を高め、長期的利益確保を図る
～単なる満足ではなく、「大変満足」重視～

２－２ＣＳ調査を軸にしたＣＳ経営の取り組み③

ＣＳ経営取り組みのねらい
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加賀屋

会社名 ：株式会社加賀屋

URL ：http://www.kagaya.co.jp/index.php

業種・業務内容 ：旅館

本社所在地：石川県七尾市和倉町ヨ部８０番地

従業員数 ：６００名

企業プロフィール

２－３ＣＳ先進事例の紹介①
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２－３ＣＳ先進事例の紹介②

加賀屋では、「笑顔で気働き」をモットーにお客さまをおもて

なししているが、客室係は接客だけでなく、部屋の点検や片づ

けなどのバックヤードの仕事も多いため、接客だけに集中でき

ない状態であった。

取り組み背景
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バックヤードにかける客室係の負担を軽減することで、客室係

が「おもてなし」にかける時間を増やし、宿泊客が求めている

サービスを提供することを目的とする。

取り組み目的

「料理自動搬送システム」を導入し、厨房から各フロアへの

食事の運搬を機械で行うようにして、客室係をおもてなしに

専念させるようにした。また、事前仕込み料理を全て厨房で行

わず、各フロアで調理を仕上げるように手順・動線を変更し、

提供料理の品質を向上させた。

取り組み概要

２－３ＣＳ先進事例の紹介③
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【取組内容】

１．料理自動搬送システムの導入

（１）加賀屋のモットーである「笑顔で気働き」でのおもてなし

にかける時間を増やすために、バックヤードにかける

客室係の負担を軽減させるための方法を検討した。

（２）１９８１年に開催された中部ロボット展で、ロボットに

よる搬送システムを見たことがきっかけとなり、

ロボットで料理を搬送するシステムの導入を決めた。

（３）厨房から各フロアへの料理の搬送を機械で行い、客室係の

負担を軽減し、接客に集中することが可能な環境を整えた。

２－３ＣＳ先進事例の紹介④
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２．作り置き料理の保管方法見直し

（１）全ての事前仕込みを厨房で行うと“できたて感”

が損なわれてしまうため、料理の品質を上げるための

方法を検討した。

（２）お客さま目線で、料理ごとに最適な調理法と調理場所を

検討し、導入した。

①各客室フロアにスチームレンジを導入し、蒸し物は

仕込みだけして各フロアに運び、食事の前にスチーム

調理する方法に変更した。

②焼き物と煮物は厨房で調理した後常温保存し、提供前に

再加熱する方法に変更した。

２－３ＣＳ先進事例の紹介⑤
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＜料理自動運搬システム＞

＜おもてなしにかける時間が増加した＞

２－３ＣＳ先進事例の紹介⑥
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「料理自動搬送システム」の導入により、客室係が厨房まで

料理を取りに行く回数が３～４回分削減され、おもてなし

に専念できる時間が約４０分前後増えた。

また、客室係の肉体的・精神的負担を軽減し、

従業員満足も向上した。

さらに、宿泊客が食べるスピードに合わせた食事の提供が

可能になった。

■ 作り置き料理の保管方法見直しにより、食事の品質

（味など）が向上した。

成果

２－３ＣＳ先進事例の紹介⑦
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「大変満足」評価項目・お褒めの言葉（ＣＳ調査結果から抽出）

「不満」評価項目・クレーム・要望（ＣＳ調査結果から抽出）

■次回までの課題 ＣＳ調査実施結果の検討
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ＣＳ調査実施結果に基づいた
自社の顧客満足向上のための改善課題（取り組みテーマ）
を設定してください。

■次回までの課題 ＣＳ調査実施結果の検討
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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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