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たかしまクリーニング ～POSレジで顧客にきめ細かなサービスを提供～

本店は、地域密着型の老舗クリーニング店として知られており､ 法衣
や柔道着等のクリーニングに強みを有している。2016 年の事業承継を機
に､ 新しい経営者により経営革新の推進を図りつつ､ より顧客ニーズに
対応したきめ細かなサービスの提供を目指している｡ ｢デパートで買った
時に戻ったようだ！｣ とお客さんからよく言われることがあり、高品質
のサービスを確保している。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

人口減少等によりクリーニング市場規模は縮小
しており､ これが事業所の生産性や収益性低下を
招く一因となっている。2016 年11月の事業承継
を機に､ 経営革新に取り組んできたものの日常活
動に追われ､ 具体的な活動は緒に就いていなかっ
た｡ 今般の取組を機に､ POSから得られたデータ
等を活用し､ 中期経営計画に反映しつつ､ 事業継
続を一層推進させる。

B. 費用を削減して収益性を高めよう
I. 効率的に作業しよう
G. 従業員のスキルとやる気を高めよう

事業承継後の経営革新の方向性を具体化する。
・経営革新→中期経営計画の策定
・受注確保→受付業務処理の適正化･効率化
・収益改善→部門チャージレートの把握､ 採算性
　の把握､ 手順表の作成
・職場環境改善→就業規則の制定

 住所：秋田県大仙市
 創業：昭和6年
 従業者数：10名

①売上高対経常利益率：6.8%( 決算書 )
②従業員1人当り加工高：3,231千円
　　　　　　　　　　　　( 決算書 )

中期経営計画策定※1

検査 ･確認

受付業務処理効率化※3

 POSレジモニター

秋 田 県 モデル事業 2019 年度　　

1カ月目 2 カ月目 ３カ月目

コストマネジメント ※2

スキル移転 ※4

生衛業事例集モデル事業20200513.indd   36生衛業事例集モデル事業20200513.indd   36 2020/05/13   18:56:182020/05/13   18:56:18



生活衛生関係営業 営業者取組事例集

67

●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①POSシステムの導入
20 年程前導入したシステムを運用していたが、

その後のクリーニングメニューの変化を受けて独
自開発を余儀なくされた。結果的にシステムが錯
綜化し､ 操作の面ではは新規採用従業員にとって
大きな負担となった｡
そのため、受付業務処理システムを導入するこ

ととした。これにより、体系的なメニューが提供で
きることに加え､ 販促活動の案内忘れ防止にもつ
ながった。

②中期経営計画ｰ R1CY～ R5CY ｰの策定と
組織体制構築

• POSデータを活用した経営計画策定により､ 収
益構造改善に向けた指標を設定し､ その実現策
を検討した｡
• 経営計画の数値を踏まえ､ クリーニング原価を
把握し､ 不採算品目への対応策を検討した｡
• 改善目標値に挑戦し続ける組織体制を構築した｡

③管理方式の導入 ･定着
高齢化している従業員の代替わりによる生産性

低下を防止するため､ 現従業員の作業分析を行い､
作業手順と工数を設定し､ スキルの転移に備えた｡

POSシステムの導入により、受付処理時間の短
縮による機会損失防止､ 適切なクリーニング処理
への誘導が可能になり､ 顧客単価上昇に結びつい
た。得られたデータは経営計画策定に反映され､
計画検証が可能となった。

事業承継を受けて、経営管理体制を再構築する
必要が生じた上での取組であったが、今後とも息
の長い活動の展開が必要となる。過去に多能工化
等に取り組んだ経緯がある中、今後は、経営管理
システム再構築と生産現場での展開を強化してい
き、積極的な経営革新に取り組んでいく｡

営業者の声・お客様の声 コンサルタントからのアドバイス
従前は､ 受付処理画面の切替操作が複雑で､ 1受
注品目当り平均 2回の切替を要し､ 1回当たり 30
～ 60秒を要していましたが、これが 15秒程度に
短縮されました。これにより素早く適切なクリーニ
ング処理方式への案内ができ、新入社員でも十分対
応が可能です｡ また背面ディスプレイで顧客に開示
して行う受注内容確認は､ お客様から「よい仕組み
だね」と信頼が得られています。

経営者は､ 大曲地区シェア 25%を目指した中期
経営計画の策定、新たなマネジメント方式の構築
､ 受付業務処理システムの更新等により､ 受注の確
保及び適正な品質案内に努めてきました。得られた
データによる継続的コスト管理で収益構造の改善や
､ 若い人の働きやすい職場環境づくりに取り組んで
おり、一層の経営革新が期待できます。(秋田県生
活衛生営業指導センター /中小企業診断士 )

●達成状況

①売上高対経常利益率：15.5%( 決算書 )
②従業員1人当り加工高：3,296千円
　　　　　　　　　　　　( 決算書 )
①、②ともに目標を達成した。

周辺機器

※1経営環境の把握　経営現況評価　
　　経営管理データ取得　中短期経営計画策定

※2原価管理用データの採取　品目別採算性検討

※3手順表作成手順確認

※4 POS対応必要管理データ洗出し　
　　 受付処理画面階層化検討　
　　 設定価格検討　従業員訓練検討

ワンポイント
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8 ～ 9 月 10 月 11月 12 月

株式会社　愛幸 ～アレルギー対策メニューで新たな販路開拓をめざす～

寝具クリーニングを中心に、新しい価値の創造を常に図ってきた創業 40年
以上のクリーニング店。
大学の小児喘息研究への協力や、寝具におけるダニ被害の改善に向けた関連
事業者同志との勉強会の開催など、「お客様の健康と笑顔への貢献」に向けて
挑戦し続けている。2013 年に就任した二代目社長は、寝具クリーニングを前
面に押し出し、地域のセミナー・ラジオなどのメディア出演、新聞コラムの
連載などで好評を得ている。群馬県クリーニング生活衛生同業組合加盟。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

国民の２人に１人が何らかのアレルギーに罹患し
ていると言われる昨今、寝具クリーニングは、「喘
息」や「アトピー」などのアレルギー症状の環境改
善が注目され、需要が伸びている。メディアへの
露出によって、遠方地域、特に東京地域から、ア
レルギー対策への問い合わせが増えており、マー
ケットリサーチや告知方法として、ＳＮＳやホーム
ページの活用以外に、直に多くのターゲットと会す
る機会を得る必要性を感じていた。

E. 優良顧客を増やそう

地元で集客増となったサービスについて、より
効果的に他地域に水平展開するため、ターゲット
層が集中するイベントで環境アレルギー対策のハ
ウツー本を配布。自社の強みを活かして、地域・
客層の新規開拓を行う。

 住所：群馬県高崎市
 創業：昭和50年5月
 従業者数：8名
 URL：http://aikou1975.jp/about.html

新規市場の開拓のため、現状値なし

課題整理と対策案検討

デジタルサイネージ導入（9/5～ 9/15設置）

SNS等を活用した販促・集客策の展開

冬休み割引鑑賞券の制作・配布

イベント上映の実施

小冊子「おふとんメンテで、脱アレルゲン
- 家庭ですること、クリーニングのプロがすること -」

群 馬 県 モデル事業 2019 年度　　
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①小冊子「おふとんメンテで、脱アレルゲン -
家庭ですること、クリーニングのプロがす
ること -」の作成
新規販路である東京マーケットを確立するにあ

たり、社会的信頼度のある研究団体からアレルギー
対策のエビデンスの監修を得て、自社の強みであ
る寝室における環境アレルギー対策のハウツー本
を作成。

② 自社PRのためのイベント出展
環境アレルギー関連展示会としては日本

最大規模を誇る「第 5 回みんなのアレルギー
EXPO2019」（東京開催）に出展し、アレルギー
罹患者など関心度の高い層に小冊子を配布した。
直接対峙しながら冊子配布を行うことにより、リ
サーチと信頼関係を確立し、ホームページやＳＮＳ
への誘導を行い、継続的な集客につなげた。

③ 新たなホームページの立ち上げ
新たにホームページを立ち上げ、アレルギー対

策として寝具クリーニングをPRするとともに、ク
リーニングの注文も受けられるようにした。

イベントで小冊子を配布した結果、調剤薬局か
らの講演依頼、企業間コラボによる広告チラシの
作成依頼があったほか、ホームページのアクセス回
数も増えるなど、大きな反響があった。また、首
都圏を中心に商品の供給事業や共済・保険事業を
手掛ける大手企業から事業提携に係る問い合わせ
が入るなど、事業拡大に向けた検討を進めている。

寝具クリーニングのニーズが高まる春先から、
東京 23区内の喘息アレルギー患者からの依頼が
見込まれる。多くの依頼を受けた場合の収容場所
としての倉庫、提携宅配業者を通じた布団の集配、
群馬県までの往復の輸送方法等を確立することが
必要になる。また、繁忙期と閑散期とのギャップ
を埋める方策を検討することが求められる。

営業者の声・お客様の声 コンサルタントからのアドバイス
今回、このような機会をいただいたことで、これ
まで着手したいと思っていた広報・啓発に取り組む
ことができました。モデル事業を通して作成した冊
子によって、お客様からは「お布団について身近に
相談できて良かった」という声をいただき、実際に
お客様のリピート率も上がっています。今後も、冊
子等を活かして取り組んでいきたいと思っていま
す。

社会的な需要の高まりからアレルギー対策に着目
し、大手クリーニング店では参入できないニッチ
な市場を新規販路として開拓をされている点が素晴
らしいです。事業を通して社会貢献をしていくとい
う二代目社長の理念にも合致したサービスといえま
す。今後の需要の高まりに対応できるよう、これか
らの準備が大切です。（群馬県生活衛生業指導セン
ター /経営指導員）

●達成状況

年末２か月間の寝具クリーニングの需要は
少なく、成果・達成状況を評価できなかっ
た

イベントブースの様子

ワンポイント
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１カ月目 2 カ月目 3 カ月目 4 カ月目

有限会社柏井クリーニング ～整理・整頓を通して、社員の一体感も醸成する～

現在の社長が、16歳のときに事業を開始したクリーニング店。千葉県と東京東
部を中心に５つの取次店を経営している。これまで社長が事業展開を図ってきたが、
今後も見据えて跡継ぎとなる専務（社長の息子）が本モデル事業の指揮をとり、本
社工場内の整理・整頓を主軸に、社員の一体感の醸成に取り組んだ。千葉県クリー
ニング生活衛生同業組合加盟。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

これまで組織立った生産性向上への取組はほと
んど行われていなかった。そのため、問題意識を
持っていた専務をリーダーに、工場長ほか社員３
名でチームを編成し、取組むテーマの検討を行っ
た。結果、全員が課題と感じていた「作業しやす
い労働環境改善」と「人件費などの経費削減」を
選択し、加えてコンサルタントの助言により、前
述の取組テーマと関連のある「従業員のスキルとや
る気を高めよう」にも取組むこととした。

B. 費用を削減して収益性を高めよう 
G. 従業員のスキルとやる気を高めよう 
H. 作業しやすいお店・職場にしよう

最初に従業員にモデル事業の目的を説明し、社
内全体で取組む気運を高める。次に、５Ｓ活動を
実践し、工場内の整理整頓を徹底して行うととも
に、作業の渋滞回避のための適切な人の配置など
を決定し、作業効率の向上を図る。これらを実践
しながら効果を検証し、必要に応じて修正を行う。

 住所：千葉県市川市
 創業：昭和63年2月
 従業者数：50名
 URL：http://www.kashiwai-emc.co.jp/

作業時間の短縮 :10％減
　※比較対象：作業行程ごとに所要時間を計測し、
　　　　　　取組前と比較

課題整理と対策案検討

不要物撤去作業

みんなで選んだエプロンと制服

作業渋滞回避対策　調査・検討 実践 実践 評価評価

５S活動の実践 評価 ５S活動の実践 評価５S活動の実践 評価５S活動の実践 評価

千 葉 県 モデル事業 2019 年度　　
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①不要物撤去作業、５S活動の実践
工場内に散在する不要物が作業効率の悪化を招

いていたため、作業しやすい職場にすることを目
標に、まず５Sの中の整理、整頓から実施するこ
ととした。工場内の不要物を仕分け、廃棄を積極
的に進めた。また、これまで廃棄物として処分し
ていた中２階の廃タオル等については、分類・結
束の手間を掛けることで有価物となり、費用削減
につながった。その上で、決まった場所に廃棄タオ
ル等を保管⇒一定期間で事業者に引き取ってもら
うルールを構築し、継続的な取組になるよう工夫
した。

②作業渋滞回避対策
作業の効率化を図るために、実際の取引先の洗

濯物で作業時間を計測し、「たたみ、結束」の工程
がボトルネック工程であることを見える化した。ボ
トルネック工程の作業ごとの仕事の生産性向上に
ついては、今後、従業員のスキルの差を解消して
いく予定。

③従業員のモチベーションアップ
従業員のモチベーション向上のために、工場内

の清掃のほかに、制服などを購入し、一体感を醸
成した。

不要物が工場内からほぼなくなり（今後、残った
粗大ごみを処理予定）、棚などを整理した結果、工
場内の動線の確保、取り出しの迅速化が図れた。
また、制服の採用と合わせて、社員が身の回りを
掃除する習慣がついたことで、モチベーションの向
上もみられた。

５S活動のうち、整理、整頓、清掃については、
実施できた。今後、これらが定着するように、清
潔、躾の部分が必要である。また、ボトルネック
工程については、現状確認はできたものの、具体
的な改善はこれからの課題であり、その方法の探
索など継続的な支援をしていくことで生産性向上
を図っていく必要がある。

営業者の声・お客様の声 コンサルタントからのアドバイス
スッキリした気分で仕事ができるようになり、作
業効率の向上を実感しています。今後も習慣となる
よう継続したいと思っています。このような意識を
従業員が持てたことが、モデル事業の一番大きな成
果だと感じています。

幹部が率先して整理・整頓に取組む姿をみせるこ
とで、従業員の意識変容につながりました。簡単な
取組で大きな成果を得ることができたと思います。
今回、ボトルネックとなっている工程の見える化に
は成功しましたが、期間が短く、改善に向けた具体
的な活動は今後の課題となりました。引き続き、整
理・整頓を続けながら、従業員の意欲・スキル向上
に取組むことが求められます。（中小企業診断士、
千葉県生活衛生営業指導センター /研修指導室長）

●達成状況
中２階の廃棄物の100%廃棄：
                            90％（取組前と比較）
工場内の不要物の整理、整頓：
                            80％（取組前と比較）

不要物が撤去された工場内

分類・結束の手間を掛けることで廃棄物から有価物に

※短期間ではボトルネック工程の解消は難しいことが
わかったため、成果目標を取組開始後に変更

ワンポイント
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１カ月目 2 カ月目 3 カ月目 4 カ月目

クリーニングあさひ ～普及品と高級品クリーニングの売込みで新規客獲得へ～

クリーニングあさひは、徳島市周辺で工場兼本店と取次の 2店舗で、集配も行う
クリーニング店である。その技術力には定評があり、組合講習会の他に、県外の技
術研修会にも定期的に参加し、最新のクリーニング技術、溶剤・シミ抜きに関する
専門知識の習得に努めている。本店の営業：月～土 8:30 ～ 19:00、定休日：日曜、
駐車場 5台。徳島県クリーニング生活衛生同業組合加盟。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

売上は十数年前の約3分の１に落ち込み、ここ
3 年は横ばいのまま推移、十分な利益を確保でき
ていない。原因を究明した結果、自社の強みであ
る高い技術力が消費者に浸透していないと判断し、
高度な技術と専門知識を必要とする「バッグ・リペ
ア、ウェディングドレスクリーニング」の販促に重
点的に取り組み、チラシを作成することにした。

A. 特長ある店舗・施設づくりで業績を改善し
    よう
C. ICT を活用して集客力を高めよう

①店頭配布チラシによる主に普及品クリーニン
グの拡販、②配達時に配布するチラシによる主に
高級品宅配クリーニングの拡販、③クレジットカー
ド・電子マネー決済への対応を計画した。

 住所：徳島県石井町
 創業：平成8年10月
 従業者数：9名、うちパート・アルバイト6名

①普及品利用件数：3件
　　　　　　　　　（今年度初の取組）
②高級品利用件数：8件（対前年同期2件）
※比較対象：年末2カ月間
　把握方法：月次集計表

課題整理と対策案検討

キャッシュレス決済への対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（端末納品12/12）

店頭チラシ制作　　（配布開始11/5 ～）

宅配チラシ制作　　　　（配布開始12/9 ～）

店頭配布用チラシの表面（普及品）と裏面（高級品）

徳 島 県 モデル事業 2019 年度　　
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①店頭配布チラシによる主に普及品クリーニ
ングの拡販
A5 版チラシ 3,000 部を印刷し、店頭配布を

行った。チラシ表面には普及品（革靴・スニーカー）
を、裏面には高級品（鞄・革製品）のクリーニング
価格を案内した。今回、初めて靴類のクリーニング
（例：スニーカー1,000 円～、パンプス1,200 円
～等）を扱うことにした。

②配達時配布チラシによる高級品クリーニン
グの拡販
A4 版 2 つ折りのチラシ 300 部を印刷し、配

達の際に手渡し配布を行った。案内したのは高級
品（鞄・革製品）の宅配クリーニングで、外面には
「革の素材に応じたクリーニング法、完全手作業で
の汚れ・シミ・色あせ対応と価格表」を、内側には「ブ
ランドバッグ・財布、革ジャンバーのクリーニング法」
を案内した。

③クレジットカード・電子マネー決済への対
応
5％ポイント還元に備え、キャッシュレス端末を

申し込んだが、納品が12月中旬となり、実際の
運用開始は1月末にズレ込んでしまった。

利用件数は少ないが、ともに目標を上回った。
特に、初めての取組であった靴類の利用者を獲得
でき、今後の展開に期待できる。高級品や衣服以
外のクリーニングへの取組で、当店の高い技術力
を消費者に認知してもらえた。

高級品は、富裕層の個人宅や、知人のクラブ・
ラウンジ等の営業店舗へのアプローチで実績が出
ている。引き続きチラシ配布により会話のきっか
けをつかみ、技術力の高さや手作業による丁寧な
対応をアピールすることで、新規客獲得をめざす。

営業者の声・お客様の声 コンサルタントからのアドバイス
当初は「バッグ・リペア、ウェディングドレスク
リーニング」への取組を検討しましたが、ウェディ
ングドレス市場への新規参入が難しく断念せざるを
得ませんでした。そこで、普及品（革靴・スニーカー）
と高級品（鞄・革製品）の 2本立てとし、チラシ配
布による拡販に取り組みました。配布期間が短いの
で成果はこれからになりますが、初めて取り組んだ
靴類の新規客獲得は自信になりました。

クリーニング店は、大手取次店の増加や需要の減
少で、厳しい経営環境にあります。そのため、技術
力の高さを売りに高付加価値サービスを強化するこ
とは、小規模店の有効な戦略の一つと言えます。た
だ、技術力や専門性を顧客に伝わるよう、わかりや
すく説明する必要があります。顧客に評価されて初
めて、他店との差別化要因になるからです。（徳島
県生活衛生営業指導センター /中小企業診断士）

●達成状況

①普及品利用件数：対目標110.0％
②高級品利用件数：対目標112.5％
　　　　　　　　/ 対前年同期 450.0％

宅配クリーニングサービスの案内チラシ（高級品）

ワンポイント
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1カ月目 2 カ月目 ３カ月目

よしだクリーニング ～イメージを一新して新たな顧客を呼び込む～

当店は、創業以来 60年「優れた技術で、きれいが一番」がモットーの、
地元でも主要なクリーニング店の一つである。技術の習得や品質、サー
ビスの向上に努めており、シミ抜き、着物クリーニング・特殊クリーニ
ング、リフォーム、靴・かばんの修理、集配・宅配、保管サービスといっ
た多様なサービスを提供している。本店以外に、地元イオンモールの中に、
取次店とリフォーム工房を有している。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

近年近隣に大型スーパーが出店し、周辺の交通
量は増えたものの、ここ数年客数や売上高が伸び
悩んでおり、過去3 年間の推移をみても微増にと
どまっている。この要因の一つとして、顧客に自店
の魅力を十分アピールできていないのではないか
と判断。今回のモデル事業を通して、イメージ向
上や PR の充実を図り、業績向上をめざすことと
した。

A. 特長ある店舗・施設づくりで業績を改善し
    よう
D. お客様の満足度を高めよう
C. ICT を活用して集客力を高めよう

自店を地域に積極的にPRし、さらに認知度を
高めてもらうために、店の外観イメージアップを兼
ねた雨除けテントの設置、店内店頭左右壁面のミ
ニレストスペースの設置による顧客との交流促進、
店内外装飾にイメージキャラクター等の活用等を
通してお店のイメージアップ向上を行う。

 住所：熊本県宇城市
 創業：昭和34年5月
 従業者数：3名
 URL：http://waa-abannatta.com/

売上高　5.4％増
集客数　5％増
　※比較対象：年末2カ月間

お客様アンケート

テント取付け施工

店頭売場づくり

イメージキャラクター印刷・取付け

熊 本 県 モデル事業 2019 年度　　
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①店内待合、左右壁面のミニレストスペース
を改良
「来店客のくつろぎ」「顧客とのふれあいの場」
を提供し、地元の「特産品・手作り小物商品」等
を展示し、クリーニング以外の商品も取扱いに着
手した。

②内装の改善
店舗奥の預かり商品等を全面に見えないように

するため、パーティションを設置。店内のイメージ
アップを図った。

③外観イメージと利便性向上
店舗入口に「雨除けテント」を設置し、雨天時

の来店客の増加と利便性向上を図るとともに店舗
外観イメージアップを図った。

④看板設置
交通量が増加傾向にある道路に面した当店舗の

外壁に看板を取付け、店舗の存在をアピールした。

⑤のぼりやポスターの活用
県クリーニング組合のイメージキャラクター「ふ

わリン」の「のぼり旗」やポスターの貼り出し、「カッ
ティングシート」等を活用した。これにより店の存
在感を高めた。

店内が明るくなるとともに、来客者がソファー
でくつろいで話をするようになり、店の雰囲気がよ
くなった。また陳列した手づくり小物商品等は好
評を博しており、売行きがよく、「品揃えを増やし
てほしい」との声がある。

アンケートの結果を踏まえ、改善できる点は今
後積極的に改善し、顧客ニーズに可能な限り応え
て実践したいと考えている。またクリーニング技
術での差別化戦略として「剣道の防具」等特殊品
の取扱いを検討し推進していく。本店を含めた3
店で域内シェアを高め地域の１番店をめざす。

営業者の声・お客様の声 コンサルタントからのアドバイス
「クリーニング店の雰囲気と少し違う。親しみや
すい店内だ」との意見を数多くいただきます。また
お客様アンケートによると、「駐車スペースがもっ
と欲しい」、「閉店時間をもっと遅くして欲しい」、「日
曜日も営業してほしい」等の利便性向上へのご意見
もあり、今後は検討していきます。

今後求められるのは、当店の独自性の発揮、他店
との差別化戦略です。当店の技術だからこそ可能な
「剣道防具」や、「靴、カバン、衣服等の皮製品」等
のクリーニングは、まだ知名度が低いので、PR強
化したいものです。今後、チラシや看板等の手段で
アピールし、「○○のことなら、よしだクリーニン
グへお任せください」等のキャッチフレーズのもと、
店主の営業活動が期待されます。(熊本県生活衛生
営業指導センター /中小企業診断士 )

●達成状況

売上高　2％増
集客数　ほぼ現状値

ワンポイント
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