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「顧客満足度向上の考え方・進め方を学ぶ」

第３回 自事業ＣＳ経営のあり方を
考え、検討する
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３－１これからのサービス事業のあり方①

■第２回の課題
自社の改善課題（取り組みテーマ）は
設定できましたでしょうか？

■改善課題設定の２つのアプローチ

不満削減

大変満足（満足）
向上

○個別不満への対応

○共通不満項目への対応

○高評価対応業務の水平展開

○新商品・サービス開発、提供
による付加価値向上
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■改善課題（取り組みテーマ）例

（１）接客・おもてなしの向上
・あいさつ・身だしなみ・言葉遣い
・電話応対マナー
・お客さまの状況に応じた臨機応変な対応

【改善手法（例）】
・「接客・電話応対チェックリスト」によるセルフチェック

項目別集計、個人別評価による成果把握
・「従業員のお客さま対応ケース」の収集・定期検討

によるお客さまへの判断・対応内容の共有化推進

３－１これからのサービス事業のあり方②
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■改善課題（取り組みテーマ）例

（２）固定客化の推進
・お客さま情報の管理・活用
・常連客の利用履歴に応じた対応
・常連客とのコミュニケーション力向上

【改善手法（例）】
・お客さまリスト・カルテの作成・蓄積・活用
・常連客（長期利用×高額利用）の特定、
対応方法の決定・実施
・お名前で呼ぶ、利用後のメール、サンキュウレター
・常連客割引
・利用履歴・好みを理解した対応

３－１これからのサービス事業のあり方②
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■改善課題（取り組みテーマ）例

（３）居心地・雰囲気のよい店づくり
・客層に合った内装・調度品・照明
・清掃の徹底（部屋・受付カウンター・トイレ）

【改善手法（例）】
・清掃チェックリストの作成・実施結果の定期チェック
・清掃箇所
・清掃頻度・タイミング
・清掃担当者
・清掃内容・方法

３－１これからのサービス事業のあり方③
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■改善課題（取り組みテーマ）例

（４）お客さまの利用状況・ニーズに応じた
新たな商品・サービスの開発
・新メニュー開発
・お客さまに合わせた営業時間帯・宅配サービス
・外部と連携した新サービスの提供

【改善手法（例）】
・お客さまの評価・声収集・分析によるお客様の期待
・ニーズの把握

・同業他社先行成功事例の収集、確認
・新商品・サービスの開発、段階的導入・実施

３－１これからのサービス事業のあり方③
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日本企業におけるCSの取り組みの現状

（１）日本企業におけるCSの取り組みは、何が定着したか？
※CS（CustomerSatisfaction：顧客満足）

①CS調査（測定）を基にしたCS改善活動

②CSと業績貢献を結びつける考え方の理解・実践

③CS実現のためには、ESが重要であること
※ES（Employee Satisfaction：従業員満足）

ＣＳの取り組みにより、サービス改善活動が浸透し、
サービス業務の仕組みづくりが進んだ

３－１これからのサービス事業のあり方④
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サービス事業

サ
ー
ビ
ス
の
業
務
の
仕
組
み

既存 新規

既
存

新
規

これからのサービス事業の方向性

・ＣＳ
向上

・サー
ビス
改善

顧客価値
共創

サービス
開発

既存事業のＣＳ向上・サービス改善とともに、新たなサービス
の開発、顧客と共に新たなサービス業務の仕組みづくり
（顧客価値共創）を行う時代へ

３－１これからのサービス事業のあり方⑤
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従業員満足と顧客満足の関係は
より強く結びつく

©2018 noboru nagasaki 62

内部サービ
ス品質

従業員
満足

従業員
定着率

従業員
生産性

顧客
サービス
品質

・従業員の個人的欲求の充足
・仕事上の成長を可能にする諸制度
・仕事のやりやすい職務構造・流れ
・十分なツール
・やる気を引き出す組織風土 等

３－１これからのサービス事業のあり方⑥

顧客満足度
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株式会社ＪＲ東日本テクノハートＴＥＳＳＥＩ
（２０１２年社名変更）新幹線清掃会社

『新幹線お掃除の天使たち』（遠藤功著 あさ出版）より

■企業事例紹介

●ＪＲ東日本グループ会社

●１９５２年設立

●東北・上越新幹線の車両清掃、東京駅・上野駅の
新幹線駅構内の清掃

●従業員９１０名（２０１７年４月現在）

３－２ＣＳ向上・サービス生産性向上事例①
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新幹線到着時、清掃終了時に整列してお客さまに一礼

３－２ＣＳ向上・サービス生産性向上事例②
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７分間で、車両清掃、トイレ掃除、ゴミ出し、
座席カバー交換、忘れ物をチェック

３－２ＣＳ向上・サービス生産性向上事例③
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改革の経緯

●「単なる清掃会社」から「トータルサービスの会社」を目指す

●働きやすい環境づくり
全ての待機所にエアコン４台ずつ設置（費用総額８００万円）

●トータルサービス実践に向けたチーム別取り組みの発表

●パート歴１年以上であれば、正社員採用受験資格

●小集団活動・提案活動の実施
●『スマイル・テッセイ』（テッセイの心を教えるテキスト）
●「エンジェル・リポート」

主任が現場スタッフのよいところを探し、ほめる
年２，６００件のリポート、全社員７割以上のスタッフが対象

３－２ＣＳ向上・サービス生産性向上事例④
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TESSEI「エンジェル・リポート」

実践を通じて、企業理念の共有化は行われる

行動レベルの
共有化

現場における
実践

理念の共有化

評価

行動レベルの共有化、
評価により、理念の共有化、
定着化が促進される

【例】
JR東日本テクノハート）
「エンジェル・リポート」

CS行動規範「さわやか・あんしん・あったか」

現場リーダーがスタッ
フのよい点を評価、4年
目にスタッフの７０％
が対象になった遠藤功，「新幹線お掃除の天使たち」，あさ出版，2012年より

作成

３－２ＣＳ向上・サービス生産性向上事例⑤
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この会社の何がすごいのか？

●裏方の清掃会社を、お客さまに見せる（魅せる）会社に変身

●礼に始まり（お迎え）、礼に終わる（お見送り）おもてなしの心

●現場の担当者一人ひとりが、お客さまのことを考え、動く

●お客さまからの感謝・尊敬が自分の仕事への誇り、自信につながる

●やる気があり、能力の高い人は、積極的に正社員に採用

●親会社に改善提案、親会社を動かす

３－２ＣＳ向上・サービス生産性向上事例⑥



69
C 2018

■会社概要
・本社：大阪市
・設立：１９８９年
・国内１２６店舗（ホテル）

■主要顧客層：出張ビジネスマン・セールスエンジニア

■サービス内容
・快適な睡眠の提供

・上質なベッド・部屋着、選択可能な枕
・防音・室温への配慮

・宿泊料金はチェックイン時に徴収、チェックアウト手続きの廃止
・市中より安い価格の自動販売機
・温泉大浴場の設置

３－２ＣＳ向上・サービス生産性向上事例⑦

■スーパーホテル
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■従業員による改善の取り組みを表彰
・年２回、社内でコンテスト、ベストプラクティス賞を授与

■平均客室稼働率８８％、リピート宿泊客約７０％を達成

■顧客満足・コストダウンの実現

・「安眠できる環境」（ベッド・防音・空調設備等）サービスへの集中

・温泉大浴場設置により、各室水道使用量減少、コストダウンの実現

・ベッドの脚をなくして、１部屋あたりの清掃時間（ベッド下）が約１分
短縮、「天井が高く感じられる」とお客さま満足向上につながった

■２００９年・２０１０年 顧客満足度指数調査
（サービス産業生産性協議会） ビジネスホテル部門第１位獲得

３－２ＣＳ向上・サービス生産性向上事例⑧
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参考資料：主要顧客層の明確化・コスト集中（事例）

お客さまに求められていない価値を提供するのをやめ、
お客さまが求めている価値に集中投資する。

品質レベル 低い 高い

レストラン

外観

バー・ラウンジ

部屋の広さ

受付

アメニティ･グッズ

ベッド

清潔さ

静かさ

★

★

★

★

★

★

★

★

★

●

●

●

●

●

●

●

●

●

中級ホテル

従来の
低価格
ホテル

そこで
スーパー
ホテルは・・・

品質レベル 低い 高い

レストラン

外観

バー・ラウンジ

部屋の広さ

受付

アメニティ･グッズ

ベッド

清潔さ

静かさ

★

★

★

★

★

★

★

★

★

●

●

●

●

●

●

●

●

●

・スーパー
ホテル

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

お客さまが本当に重視
しているのはこの部分

３－２ＣＳ向上・サービス生産性向上事例⑨



72
C 2018

事例：株式会社オオクシ（理美容業）

■会社概要
・設立：１９８２年（昭和５７年）
・代表：大串 哲史
・本社：千葉市
・「カットオンリークラブ」「美禅」「ヘヤーサロンオオクシ」

等６ブランド４８店舗
・第８回「ハイ・サービス日本３００選」受賞
・２０１８年第２回日本サービス大賞優秀賞受賞
（サービス産業生産性協議会）

【評価内容】
・再来店率８５％達成、顧客数増加と生産性向上によって
１５年連続で売上高２桁成長を実現

・自社を「スタッフ一人ひとりが自分を生かすための共同
組織」と位置づけて、経営理念の浸透、自己の振り返り
に注力

３－３ＣＳ向上・サービス生産性向上事例（続）①
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■経営理念
・仕事を通して社長を含む全従業員の物心両面の幸せを追求し、
地域社会に貢献する。

・仕事を通して商売人としての生き方をお互いに学びあう事を
目的とする。

・仕事を通して他人より何か一つでも抜きん出る人になる事を
目的とし、お互い協力しあう事を約束する。

お客様

会社 スタッフ

朝礼風景

３－３ＣＳ向上・サービス生産性向上事例（続）②
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■取り組み内容

（１）ＰＯＳシステムにより、店舗ごとの総来店客数、
従業員ごとの担当客数、売上、再来店率が数字で示される
（見える化）

①再来店率が高い（顧客満足度が高い）店舗・スタッフを
徹底分析

②「最高の実例」を集め、マニュアル化、全店公表、
研修の実施

③スタッフごとに個別に強化すべき技術の習得、
接客プログラムを実施

④再来店率の変化を検証、成果の確認を行う

※再来店率 全社平均：85.9%（トップスタッフ：95%以上）

３－３ＣＳ向上・サービス生産性向上事例（続）③
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■取り組み内容

（２）店舗ミーティングが「学びの場」

・社長が店長、スタッフにものの見方、考え方、
課題解決の姿勢を伝える場

・社長自身が盛和塾（稲盛和夫塾長）のもとで経営、
生き方を学ぶ

（３）業界最高水準の給与・最低水準の離職率（7.47%）
業界の社会的地位向上を牽引する

３－３ＣＳ向上・サービス生産性向上事例（続）④
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事例：株式会社喜久屋（クリーニング）

■会社概要
・設立：１９５６年（昭和３１年）
・代表取締役：中畠 信一
・本社：東京都足立区
・クリーニング一般加工および衣類のリフォーム、
クロゼットサービス

・２００８年「ハイ・サービス日本３００選」受賞
・２０１６年第回１日本サービス大賞優秀賞受賞
（サービス産業生産性協議会）

３－３ＣＳ向上・サービス生産性向上事例（続）⑤
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事例：株式会社喜久屋（クリーニング）

■企業理念

「喜久屋でよかった」三方善しの経営
・お客様より「喜久屋でよかった」
・働くみんなが「喜久屋でよかった」
・取引先から「喜久屋でよかった」
・地域社会が「喜久屋でよかった」

そのように思っていただける企業をめざし社会や
国家に貢献していきます。

３－３ＣＳ向上・サービス生産性向上事例（続）⑥
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■取り組み内容

（１）洗濯工場の作業平準化
・返却日を顧客が事前に指定できるようにした
・サービス工程の組み替えにより、２時間の作業を
５７分に短縮

・結果、５工場を３工場に集約、コストの大幅削減を実現
（２）衣類のリフォーム・お直し工房

・「使い捨ての時代」からいいものを永く使う時代への対応
・外れそうなボタン、壊れそうなボタン、衣服のしみ等は
事前に対処

（３）「イークロゼット」
（クリーニング後、次のシーズンまで保管）の展開
・会員１２，０００人、年間８，０００パックの利用
・衣服の他、布団、ブーツ、帽子、スキー、スノーボード

（４）「ムーンライトデリバリ２３」
・夜１１時まで１時間単位で時間指定して配達

３－３ＣＳ向上・サービス生産性向上事例（続）⑦
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「イークロゼット」点検

仕上げ 保管

３－３ＣＳ向上・サービス生産性向上事例（続）⑧
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市場の種類

製品の種類 既存製品
（サービス）

新しい製品
（サービス）

既存市場

新しい市場

市場浸透

市場開発

製品（サービス）

開発

多角化

深夜
宅配サービス

衣料以外の手入れ・保管
サービス・革製品
（バッグ・ブーツ等）
・スキー、サーフボード等

シーズン衣料
クリーニング
保管サービス

■喜久屋は、クリーニング事業を中核に、新たな市場開発、
サービス開発を展開した

３－３ＣＳ向上・サービス生産性向上事例（続）⑨
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今後の自社事業のありたい姿・実現のための課題

■顧客満足を軸に、今後の自社事業のありたい姿を
描いてください。（業績・主要顧客層・提供サービス等）
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■実現のための課題
（ありたい姿実現のために取り組むべき内容を具体的に表現

してください）
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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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