
１．「ハイ・サービス日本３００選」について

（１）目的

サービス産業のイノベーションや生産性向上に資する先進的な取り組み（ベストプラクティス）を表彰・公

表することにより、企業の一層の取り組みを喚起するとともに、優良事例をベストプラクティスとして広く普

及させて共有を図ることで、サービス産業全体のイノベーションや生産性向上に努める。

（２）選定対象

●主として中小企業・団体から選定する。大企業の場合はとりわけ先駆的で他の企業の模範となる

取り組みを行っている企業を対象とする。

●対象とする「サービス業」は広義のサービス業とする。

※流通（卸小売）、物流、医療・保健、通信・放送、運輸、金融保険、対個人サービス（飲食店、

旅館その他宿泊所等）、対事業所サービス（情報サービス、物品賃貸業等） 等

（３）賞の種類

サービス産業生産性協議会が「ハイ・サービス日本３００選」として授与する

（４）今後の募集・選定について

●関係機関等から広く推薦を受けるとともに、推薦のあった企業・団体について、イノベーションや生産

性向上に資する先進的な取り組みを行っている企業・団体を委員会で選定する。

●前回（第５回）までの 139件を含め、全３００の企業・団体の取り組みを表彰する。

●各回のサブテーマを設け、選定の一部はサブテーマに沿った企業・団体の取り組みとする。

（第6回は、観光関連などをサブテーマといたしました）

（５）選定に当たっての評価項目

●報告書「サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて」（平成 19 年４月経済産業

省）にあげられた６項目を評価項目の基礎として、サービス産業のイノベーションや生産性向上に資

する取り組み（ベストプラクティス）を表彰する。

①科学的・工学的アプローチ ②サービスプロセスの改善

③サービスの高付加価値化 ④人材育成

⑤国際展開 ⑥地域貢献

【参考：「サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて」より抜粋】

（１）普及・啓発活動

サービス産業の生産性向上は自由な民間活力の発揮による創意工夫が基本。生産性向上に役立つ知見やノウハウを収集・整理

し、広く共有する。さらに、この中から特に先進的な事例、優良な事例を 「サービス業３００選（仮称）」として選定するほか、優れた

サービス事例を顕彰する。

＜サービス業３００選（仮称）について＞

「元気なモノ作り中小企業３００社」、「がんばる商店街７７選」、「ものづくり大賞」などの取組が、これまで行われてきたが、サービス

産業についてこのような取り組みは行われていたことはなかった。そのため、「サービス業３００選（仮称）」のような取り組みを行い、創

意工夫に満ちた生産性向上に役立つ先進的な事例を選定する。選定にあたっては、主に中小サービス企業を対象とし、経済産業

省、中小企業庁などと連携し、選定する。



「ハイ・サービス日本３００選」取組の観点

先進的な取組の観点 具体的な取組内容の例

科学的・工学的アプローチ

○ これまで人により実施されていたサービスについて、技術を導入すること

でイノベーションにつなげているか（例：ロボットスーツの活用、サービス設

計ＣＡＤ）。

○ 人の行動を科学的・工学的に分析し、質の高いサービスの提供につな

げているか。（例：消費者の視点分析）

○ 「経験と勘」に頼っていた従来のサービスをモデル化し、最適化している

か（例：エアラインの搭乗時間の最適化）。

○ 市場化された技術や他分野では既に普及している技術を活用してサ

ービス提供を行っているか（例：ＧＰＳを活用したタクシー乗務員の行動

分析）。

○ その他、サービス分野において「科学的・工学的」な観点からアプローチ

を行い、生産性の向上につなげているか。 等

サービスプロセスの改善

○ サービスの提供プロセスにおいて、ＩE（インダストリアル・エンジニアリング）

手法、カンバン方式、ロボット、QC など、効率化のための工夫を行って

いるか（例：作業動作の分析による作業動線の短縮・重複作業の削

減）。 等

サービスの高付加価値化

○ 提供するサービスについて、お客様の満足度や品質の測定、ニーズの

掘り起こしなどを行うことで、満足度の高いサービスの提供を行っている

か。

○ ホームページなどを効果的に活用して、自社サービスの情報提供や積

極的なコミュニケーションの実施など、ニーズに的確に対応した取組を

行っているか。

○ お客様からの苦情・問い合わせに対して、専門窓口・担当者を設ける

など、積極的に対応しているか 等

人材育成

○ 採用・配置・育成・処遇に関して、従業員のモチベーションを向上させ、

ひいてはお客様の満足度や生産性の向上につながるようなユニークな

人事制度を構築しているか。 等

国際展開 ○ ユニークな強みを有し、積極的な国際展開を行っているか 等

地域貢献

○ 地域ニーズに対応するとともに、需要を喚起し、地域の活性化につな

がる取組を行っているか。

○ 地域ブランドの創出など、地域性を上手く活用した取組を行っている

か。 等



「ハイ・サービス日本３００選」選定委員会 委員名簿

＜委員長＞

村上 輝康 （株）野村総合研究所シニア・フェロー

＜委 員＞

伊藤 元重 東京大学大学院経済学研究科教授

河野 栄子 ＤＩＣ（株）社外取締役

小林 英俊 （財）日本交通公社常務理事

野原佐和子 （株）イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長

橋本 和仁 東京大学大学院工学系研究科教授

藤川 佳則 一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授

藤沢 久美 シンクタンク・ソフィアバンク副代表

以 上



２．「ハイ・サービス日本３００選」 第６回受賞企業・団体 

 

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 

株式会社 仙仁温泉 岩の湯   ホテル・旅館  長 野 

株式会社 亀の井ホテル   ホテル・旅館  大 分 

有限会社 かよう亭    ホテル・旅館  石 川 

軽井沢・ﾌﾟﾘﾝｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ（株式会社ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ） アウトレット  長 野 

黒川温泉観光旅館協同組合   観 光   熊 本 

株式会社 御所坊    ホテル・旅館  兵 庫 

株式会社 斎藤ホテル    ホテル・旅館  長 野 

境港市観光協会    観 光    鳥 取 

株式会社 ジャルエクスプレス   運 輸   大 阪 

新江ノ島水族館     水族館   神奈川 

スパリゾートハワイアンズ（常磐興産株式会社） 観 光   福 島 

全国子育てタクシー協会    タクシー   香 川 

てしま旅館     ホテル・旅館  山 口 

天空の森（雅叙苑観光有限会社）   リゾート運営  鹿児島 

株式会社とみうら    観 光   千 葉 

ＮＰＯ法人 ハットウ・オンパク   観 光   大 分 

株式会社 ハローデイ    スーパーマーケット  福 岡 

美瑛選果（JA びえい）    アグリビジネス  美 瑛 

株式会社 ビッグ    不動産仲介管理  札 幌 

ピュア・フィールド風曜日   ホテル・旅館  摩 周 

株式会社 北海道ネイチャーセンター  観 光    然 別 

株式会社 南信州観光公社   観 光        長 野 

株式会社 明神館    ホテル・旅館  長 野 

株式会社 山形屋    百貨店   鹿児島 

レオイ 株式会社     リフォーム   岐 阜 

     （組織名５０音順） 



３．「ハイ・サービス日本３００選」

第６回受賞企業・団体プロフィール



(1)科学的・工学的アプローチ



株式会社ビッグ

業界の変革、事業拡大、経営の効率化とIT技術の多面的活用を実現

不動産仲介管理、不動産関連情報ｼｽﾃﾑ開発・販売ほか（北海道）

●代表取締役：村上 晶彦
●設立：1987年1月
●資本金：4,800万円
●札幌市内に23の直営店と13のフランチャイズ店舗を持つ不動産仲介管理会社。

札幌市の賃貸物件オーナーや管理会社から賃貸物件の情報を収集し、それをもと
にそれまでブラックボックスであった不動産物件情報をデータベース化。インターネットに
よる物件探しサービス「けんさくん」で利用者に提供している。この仕組みはASPサー
ビスとして商品化され、同業他社への販売も行っており、今後は政令指定都市15

都市にも展開予定。またこの物件データベースを基幹システムと連動させることで、管
理部門の人員が同規模の企業と比べ約半数になるなど、社内業務や経営の効率
化にも成功している。

№１

2008年中小企業IT経営力大賞
優秀賞を受賞

モバイルにも対応「けんさくん」では様々な物件
検索が可能



(2)サービスプロセスの改善



株式会社ジャルエクスプレス

自社の特性を活かした独自の工夫で効率化と生産性の向上を実現

小型機による定期及び不定期航空運送業務（大阪府）

●代表取締役社長：来栖 茂実
●設立：1997年4月
●資本金：25億万円

●伊丹空港をベースとした小型機の運航会社として、「安心」「カジュアル」「フレッシュ」
をコンセプトに設立。規模の小さい同社ならではの独自の工夫により、サービスの向
上と徹底した効率化によるコスト削減を実現。それまでの大型航空機や搭載機器
のグレードアップなどによるハード面重視のサービスから、小型機ならではの効率の追
求や人との触れ合いをベースにしたソフト面重視のサービスへの転換を行っている。効
率化、コストダウン、生産性の向上を目指し、フライト間の駐機時間（グラウンドタイ
ム）の短縮化や、機内用品軽量化による燃料費用削減 などに取り組み、また「暗

黙知の見える化」やマニュアルにはない「おもてなし事例」や「失敗事例」を収集し、
共有化することで、サービスレベルの向上にも努めている。

№２

機内情報誌「JEX LETTER」では
客室乗務員が運航地を案内運航効率向上や安全確認のため

客室乗務員が機内を清掃する
同社の運航路線



株式会社亀の井ホテル

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」

ホテル・旅館（大分県）

●代表取締役社長：穴見 保雄
●設立：1924年11月
●資本金：8億2,500万円
●明治44年、別府で亀の井旅館として設立。その後1994年の営業譲渡を機に経営

変革を行い、「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、労働生
産性を上げることでホテルの宿泊費で売上を確保し、全国に事業展開を行っている。
「旅を特別な日だけでなく、日常生活の中で繰り返し楽しめるものに」とローコスト戦
略を掲げ、幹線道路や街のボトルネックを立地に選ぶことで不動産コストを抑え、食
事と宿泊をセットにして提供し、お値打ち感を出すなどの施策により、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を提供。「ローコストリゾートホテル」という新
たなジャンルを開いて見せた。

№３

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



NPO法人ハットウ・オンパク

地域資源を活かし、多彩な体験交流型プログラムを提供

観光（大分県）

●代表理事：鶴田 浩一郎
●設立：2004年8月（NPO化）

●団体旅行から個人旅行への旅のスタイルの変化により、大型温泉地が衰退していく
中で、別府の再生や地域の活性化を目指し、宣伝やイベントによる一時的な集客
ではなく、地域資源の活用と人材育成を推進することによる「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」の提供に取り組む。地域資源を活かし
た多彩なプログラムによる各種サービス産業の成長や、住民の健康で前向きな暮ら
しと生活の質の向上、オンパク参加による旅行者の長期滞在とリピート化などを具体
的な目的としており、これをモデルとした同様の取り組みが、現在、函館、福島、石
川、岡山、長崎など全国各地に広がっている。

№４

アートや食を始めとした多彩なメニューを提供2009年度のオンパクプログラム例

温泉マニアによる温泉本の
編集販売



(3)サービスの高付加価値化



ピュア・フィールド風曜日

ユニバーサルデザインへの多面的な取り組みで、観光と宿泊に安心と快適を提供

ホテル・旅館（北海道）

●代表取締役：三木 亨
●設立：1999年4月
●資本金：300万円

●高齢化社会の中、「誰もが安心して泊まれるホテルの運営」を目指し、全館ユニ
バーサルデザイン導入に取り組んだ宿泊施設として創業。健常者だけでなく、障害
者や乳児、妊婦でも安心して滞在できるよう、客室を始めとした館内設備への配慮
に加え、ユニバーサルデザインというコンセプトに適した、車いすでも行ける観光ルート
やバリアフリー的な利用が可能な観光地の開拓、飲食店などへの車いす客の受け入
れ交渉など、周辺地域の観光産業と共栄する宿泊サービスを展開。これらの取り組
みが功を奏し、利用者の約7割がリピーターとなっている。

№５

車いす4台を収容可能なリフト付き
マイクロバス車いすが動き回れる広いスペースに

ゆったりしたトイレや化粧台
段差がない玄関や車いすが
すれ違うことができる廊下



美瑛選果（JAびえい）

積極的な「情報発信」で地域全体の農産物の知名度向上とブランド価値創出に成功

アグリビジネス（北海道）

●代表理事組合長：大西 昭男
●設立：2007年5月

●元来、美瑛は畜産、畑作、水田と総合力のある農業地域であったが、販売に関し
ては卸売市場や加工業者との取引がほとんどで、一般消費者には産地の認知がさ
れてこなかった。しかし産地の競争が激しくなる中、総合力を活かして付加価値を高
め、おいしい農産物の情報を発信することで販路の開拓や商品開発に取り組んでい
くべきという考えのもと、美瑛全体の農業のブランドイメージを上げるための情報発信
拠点としてショールームを開設。常設試食コーナーを起点に、食べてもらう「野菜レス
トラン」、買ってもらう「選果市場」、テイクアウトしてもらう「選果工房」を併設した。ま
た百貨店、相談会、イベントなどへの参加による積極的な農産物のPRにより、東京

など道外のレストランなどからの仕入れの問い合わせも増加している。

№６

ＪＡびえいアグリパーク美瑛選果

レストランやテイクアウトのメニュー例オンラインショップ「美瑛選果」



スパリゾートハワイアンズ（常磐興産株式会社）

「地域資源」の活用と「喜んでもらえる」サービスの創出で再生したレジャー施設

観光、ホテル・旅館（福島県）

●取締役社長：斎藤 一彦
●設立：1966年1月
●資本金：111億8,300万円

●採炭時に出た水蒸気や湯を地域資源として活用し、「常磐ハワイアンセンター」を
オープン。約24年にわたって運営を行うが、市場環境や顧客ニーズの変化により客
足が落ちたことから、1990年「スパリゾートハワイアンズ」としてリニューアル。常磐ハワ

イアンセンターのコンセプトであった「ハワイ」「南国」に、ブームに先駆けて「温泉」を加
え、東京方面からの無料バスによる送迎サービスなどの集客努力や、映画にもなった
フラガールなどが追い風となり、現在では年間150万人を越える集客数となっている。
温泉を利用した5つのテーマパーク、ホテル、ゴルフ場などで構成され、幅広い客層と

多くのリピーターを獲得した。

№７

映画にもなったフラガール

様々な施設で三世代が楽しめる
リニューアルにより誕生した
「スパリゾートハワイアンズ」



軽井沢・プリンスショッピングプラザ（株式会社プリンスホテル）

魅力的なサービス展開で圧倒的な集客力を誇る「リゾート型アウトレット」

リゾート地型アウトレット（長野県）

●代表取締役社長：渡辺 幸弘
●設立：1956年6月
●資本金：36億円

●軽井沢には夏の避暑地というイメージがあり、年間を通してシーズン性がかなり強い。古
くから軽井沢エリアでホテル、スキー場、ゴルフ場、各種レジャー施設を複合展開していた
同社にとっても、通年営業の平準化が課題であった。そこで、宿泊客の取り込み、リゾー
トとしてのメニュー拡充を主目的に、1995年、アウトレット型商業施設としては全国に先

駆け、軽井沢・プリンスショッピングプラザを開業。魅力的なブランドの取り込みやホテルの
宿泊とのタイアップ、秋季の誘客対策として貸切新幹線によるイベント創出など様々な
取り組みにより、年間の来場者数は当初の60万人から、800万人にまで増加。軽井沢

地域全体の観光客集客と活性化にも大きく貢献している。

№８

軽井沢・プリンスショッピングプラザ 広い敷地内に充実した
ブランドラインナップ

季節ごとのショッピング情報



株式会社斎藤ホテル

オリジナルのサービスメニュー開発で、リピート率85％を実現する「滞在型ホテル」

ホテル・旅館（長野県）

●代表取締役社長：矢島 榮一
●設立：1956年6月
●資本金：500万円
●古くから湯治場として栄えた鹿教湯温泉において400年以上の歴史を持つ老舗旅

館であると同時に、現在では近代的なスタイルでの「滞在型ホテル」としてサービスを
提供している。また湯治場の伝統を受け継ぎ、健康運動指導士・実践指導者など
質の高いトレーナーを雇用して作成した健康づくりプログラムを開発。さらに着地型観
光メニューとして、ホテル添乗員が同行する日帰りバスツアー「斎藤駕籠屋」や、信州
各地の自然に触れる日帰りツアー「自然塾」、山岳ガイド付きのツアーなどのサービス
を提供し、「滞在型ホテル」を実現することで、繁忙の平準化にも成功している。

№９

連泊により料金が割引になる
滞在型プランも設定

ホテル添乗員が同行する
斎藤駕籠屋

健康づくりプログラムを提供する
バーデン倶楽部



株式会社明神館

「本物」「本質」の追求と時代の先取りにより、洗練されたサービスを提供

ホテル・旅館（長野県）
●代表取締役：齊藤 茂行
●設立：1931年
●資本金：3,000万円

●常に「真にお客様が旅館に求めているものは何か」を念頭に、顧客に満足してもらえ
る質の高いサービスの提供を目指して「本物」「本質」を追求。 JAS有機認定の自
家農場の有機野菜でのマクロビオティック（長寿法）料理（日本初KIJ＜Kushi
Institute of Japan＞認定レストラン）や昔から行っている生ごみの堆肥化や自家発

電、川の水での熱交換などのエコロジー活動を行なっている。また日本の文化や伝
統を様々に情報発信することで海外客の誘致も図っており、2009年には、質の高さ

を認定された世界各国のホテル・旅館やレストランでつくる協会『ルレ・エ・シャトー』
（本部：フランス）から加盟を承認されている。

№１０

食材にもこだわり上質な料理を提供
ゆったりとくつろげる空間づくり

老舗旅館「明神館」



株式会社南信州観光公社

地域資源を発掘し、オリジナルな観光メニューで提供する「ほんもの体験」

体験型観光サービス （長野県）
●代表取締役：新井 徳二
●設立：2001年1月
●資本金：2,965万円
●長野県南信州（下伊那18市町村）の地域と民間企業・団体の参画により、「ほん

もの体験の提供」を目的として設立。様々な分野での体験型観光による「ほんもの
体験プログラム」のコーディネートを行っている。これは南信州に住む人々自身がイン
ストラクターや案内人となり、訪れた人々に普段の仕事や暮らし・趣味、地域の豊か
な自然や固有の歴史を知ってもらうことにより、様々な交流や思いを生み出し、「ほん
ものの感動」を味わってもらうことが狙い。各市町村の住民がそれぞれの地域資源の
発掘やインストラクターとしてのスキルアップに取り組むことで、人々の中に地元に対す
る誇りが生まれ、地域の活性化にも大きく寄与している。

№１１

酪農や田植えなどの体験プログラムそば打ちや五平餅づくりなどの
味覚体験プログラム

トレッキングやラフティングなどの
アウトドアアクティビティー



新江ノ島水族館

蓄積したノウハウと新しい運営手法によるサービスで入館者数が増大

水族館（神奈川県）
●代表取締役：森田 秀朗
●設立：2004年4月
●資本金：1,000万円
●2004年、民間に資金と運営を委ねる公共サービスの提供方法であるPFI（Private

Finance Initiative)方式により、「 江の島水族館」から「新江ノ島水族館」に名称を
変え、「体験型アミューズメント施設」としてリニューアルオープン。 2004年7月よりス

タートしたお泊りナイトツアー「新江ノ島水族館・夜の探検隊」やイルカ水中観察
「シーウォーカー in 新江ノ島水族館」など、旧館時代より蓄積してきた様々なノウハ

ウを生かした新しい企画が好評。学習と楽しさが両立する「エデュテインメント型水族
館」として、国内屈指の飼育技術や学術的知見とＰＦＩによる運営の相乗効果により、
年間入館者数がリニューアル前の30万人から2004年度以降は百数十万人と、高

い数字を維持し続けている。

№１２

限定販売のフィギュアなど新しい
サービスを次々に提供

お泊りナイトツアー「夜の探検隊」や
イルカ水中観察シーウォーカー

2004年にリニューアルオープン



株式会社とみうら

地域の資源活用と連携によるオリジナル商品の開発で集客をアップ

特産品の加工・販売・卸、観光農園(千葉県)

●代表取締役社長：石井 裕
●設立：1993年4月
●資本金：7,500万円

●同社は町の活性化を目的に、旧富浦町による第三セクターとして設立。道の駅・と
みうら「枇杷倶楽部」の売店や喫茶店などの営業、商品開発、観光客の誘致など
の営利事業を行っている。地域のびわ農家から特産の「房州びわ」の出荷規格外品
を仕入れ、ジャムやスイーツなど40を超えるオリジナル商品を開発し、インターネット販

売も展開。また観光会社・農家・商工業者と連携して、食事・味覚狩り・農業体験
などの集客を図る「一括受発注システム」を構築。単体で機能していた市内７つの
道の駅全体で商品開発・回遊ツアーを行うことで経済波及効果を高め、びわの生産
振興や観光客の集客アップなど地域の活性化にも大きく貢献している。

№１３

びわを使ったオリジナル商品は40種以上大きく甘い地元特産の「房州びわ」道の駅とみうら「枇杷倶楽部」



有限会社かよう亭

上質なサービスで国内外から支持を受ける日本の小さな温泉旅館

ホテル・旅館（石川県）
●代表取締役：上口 昌徳
●設立：1977年6月
●資本金：500万円
●敷地１万坪に回廊を巡らせ、客室数10室、収容人員は25名の数寄屋造りの純和

風の温泉旅館。高度成長期時代から一貫して小規模な日本古来の旅館スタイル
を徹底することで、顧客への細やかで行き届いたサービスを追求している。料理にもこ
だわり、北陸の豊かな山海の食材を九谷焼や山中塗など地場産の器で提供し、特
に朝食に関しては「日本一の朝食と出会える宿」との評価を得ている。また顧客の2

割強を外国人客が占め、イタリアの古い歴史を持つホテルと連携して常連客を紹介
し合ったり、日本旅館として初めてカンヌにおける富裕層旅行博インターナショナル・ラ
グジュアリー・トラベル・マーケット（ILTM）に参加するなど、国際展開にも意欲的に取

り組んでいる。

№１４

イタリアの老舗ホテルと
コラボレートしたプラン

純和風数寄屋造りの落ち着いた空間広大な敷地に作られた小規模旅館



レオイ株式会社

風土や文化をベースに、地域の伝統を継承する付加価値の高いサービスを提供

一般住宅の増改築工事、新築工事、商業施設の増改築工事（岐阜県）

●代表取締役：中谷 潤也
●設立：1990年2月
●資本金：1,000万円
●社名の由来を、生活の源を大切にする家づくり「Life Ecology Origin Important」

とし、単なる家づくりではなく、「美しさ・楽しさ・便利さを重視した家づくり」によって顧
客に満足を提供することを使命とすると同時に、飛騨の人々が持つ家に対する想い、
こだわり、風習、文化を大切にしたきめ細かい配慮をベースに事業を展開。社員教
育においても、技術者集団や、デザイン志向だけに陥ることなく、顧客の目線で考え
行動することから生まれる感動の提供と自らの成長を基本としている。また、環境に
優しい飛騨の伝統工法（古民家）の継承・啓蒙を推進する組織活動によって飛騨
地域の発展・活性化にも貢献している。

№１５

環境にも取り組む
フリーマーケットとキャンドルナイトの様子

ユニバーサルデザインなどで
人に優しい住まいづくり

リフォームによる古民家の再生



株式会社御所坊
ホテル・旅館（兵庫県）

●代表取締役：金井 啓修
●設立：1981年
●資本金：1,000万円
● 80年代後半より個人客にターゲットを絞り、いち早く大人のくつろぎを提供す

ることで、バブル崩壊後も売り上げを大きく伸長。外国人スタッフの雇用や海外
のホテルレップにも加盟し、国際化への取り組みも行っている。また、有馬温泉
における「食」の魅力づくりや、震災復興イベントとして企画した温泉入浴と昼
食をセットにした「ランチクーポン」の発売、廃業した旅館を利用した有馬玩具
博物館の開館など、「泊食分離」の観光メニューや新しい観光スポットの創出
により、有馬温泉全体への日帰りを含めた観光客が増加。地域の活性化や雇
用創出に大きく貢献している。

№１６魅力的な観光メニューの創出で集客に成功し、まち全体を活性化

有馬玩具博物館には約4000点の玩具を
展示

「食」の魅力づくりへの取り組み陶泉御所坊



境港市観光協会

「妖怪」を切り口に、地域の活性化を豊かなソフト力で持続させる観光協会

観光 （鳥取県）
●会長：桝田 知身
●設立：1997年

●かつては水揚げ日本一を誇り、漁業で栄えた境港市であったが、漁獲量の減少に
伴い町の活気が低下。地元の活性化事業の話し合いの中から、「鬼太郎」や「妖
怪」をテーマ とした妖怪オブジェを商店街の歩道に設置するという「水木しげるロード」
の構想がまとまり、1992 年から整備事業を開始した。「妖怪神社」の建立や、「水

木しげる記念館」の開館なども行い、各地のテーマパークや観光名所が低迷する中、
メディアの取材効果もあって観光客は右肩上がりを続け、2008年8月には来訪者が
累計1000万人を突破。地域全体の経済発展、境港市の知名度向上などにも大

きく貢献している。

№１７

新しい企画を次々に創出
134体にまで増えた妖怪ブロンズ像

「水木しげるロード」マップ（一部）



てしま旅館

こだわりのサービスで、自らを地域の観光資源に育てた旅館

ホテル・旅館（山口県）

●代表取締役＆番頭：手島 英樹
●設立：平成18年7月
●資本金：300万円
●1968年創業の老舗旅館。バブル崩壊後に、宿泊客の個人客化などで地域全体

がさびれ、施設も老朽化したことから廃業も検討していたが、先代から現社長が経
営を引き継ぎ、2004年、内装の全面リニューアルを行ったことで、古風な外観と洗練
された設備を兼ね備え、客室数6室でクオリティーの高いサービスを提供する旅館に

転身。こだわりの地元食材を丹念に料理した食事や、有機野菜により飼育した鶏か
ら生まれた「てしたまご」によるロールケーキなどの関連商品の生産・販売も好評。近
隣に観光名所と呼べるものが何もない地域にありながら、口コミとホームページによる
情報発信で宿泊客を呼び込み、「旅館自体が名所」と高い評価を受けている。

№１８

「てしたまご」を使ったスイーツや醤油は
全国に販路が拡大

料理には定評があるリニューアルにより洗練された空間に



黒川温泉観光旅館協同組合

連携によるスケールメリットで温泉全体のサービス向上を実現

観光（熊本県）

●代表理事：遠藤 敬悟
●設立：1961年

●同温泉のほとんどの旅館が小規模であることから、個々で競い合うのではなく、全旅
館を一つの旅館として共栄を図る、「黒川温泉一旅館」という考え方のもとに、地域
全体の活性化に取り組んでいる。24軒の旅館の露天風呂に自由に入湯できる「入
湯手形」の売り上げを共同利用して黒川温泉のPRを行ったり、各旅館内でお土産

を売らず、宿泊客が町の店舗や飲食店で買い物することで町に活気を出すようにし
た。また個々の旅館の看板を統一されたデザインに変え、木々を紅葉の見られる広
葉樹林に植え替えるなど、全旅館が協力することで大きな効果を作り出し、宿泊客
の増加を実現している。

№１９

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黒川温泉の美しい自然と町並み



天空の森（雅叙苑観光有限会社）

「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

リゾート開発、運営（鹿児島県）

●代表取締役：田島 健夫
●設立1970年
●資本金：300万円
●1970年、古民家を移築し客室に利用した「忘れの里 雅叙苑」を創業。地域の生
活文化の提供を目指し、また70代後半からいち早く客室専用の露天風呂を備え、
露天風呂ブームの火付け役となった。90年代以降、雅叙苑の温泉旅館のあり方を
模倣する温泉旅館が全国に増えたことから、「山ひとつを1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。
「スーパープライベート空間」の確保のため、15万坪の山の中に、天空の森に滞在す
るゲストのためだけの3棟の宿泊専用ヴィラと、2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。

№２０

「忘れの里 雅叙苑」
素晴らしい景観を誇る「天空の森」



(4)人材育成



株式会社北海道ネイチャーセンター

クオリティーの高い専門ガイドの育成を重視するアウトドア体験観光

体験型観光サービス（北海道）

●代表取締役社長：坂本 昌彦
●設立：1990年9月
●資本金：1,500万円

●全国で初めて体験観光サービスの提供を法人化し、国内外の修学旅行を始めとす
る教育旅行の受け入れなどを行っている。然別湖周辺は国立公園内に位置するこ
とから、この自然環境を活かし、冬季には氷結した然別湖に氷の家や露天風呂など
を設置して開催する長期イベント「然別湖コタン」、夏季には新しいスタイルの自然観
察プログラム「エアトリップ」や「カナディアンカヌー」など、様々なメニューを提供。また体
験観光サービスの提供には訓練された専門ガイドによる丁寧な指導・誘導に基づく
安心なサービス提供が重要であることから、専門ガイドの人材育成を重視し、質の
高い人材の確保のため、定期的な実地研修や職員の通年雇用を行っている。

№２１

夏季に提供される体験メニュー例

アイスバーや露天風呂なども楽しめる
冬季の然別湖コタン



株式会社アイティ・コミュニケーションズ

人財育成や評価制度の導入で、従業員のモチベーションとサービスレベルが向上

●代表取締役社長：小金澤 健司
●設立：2000年5月
●資本金：9,800万円

●典型的な大手寡占業界であったコールセンタービジネスにおいて、それまでの業界常識にとら
われず、通常は契約社員やパートタイマーであるコミュニケーターを正社員化し、人財育成に
力を入れることによって従業員満足度を向上させるとともに、エアライン、金融、通信などの専
門性の高い業種を戦略的にクライアントにすることでノウハウを獲得し、クオリティーの高いサー
ビスの提供を実現。また業界ではパッケージ購入が常だったシステムを自社開発することによ
り低コストでのシステム構築と、クライアントニーズ、現場ニーズの双方に柔軟に対応すること
を可能とした。またそれらは自社需要のみならず、ASPサービスの展開を開始している。設立
後9年間でクライアントの数は20社となり、全国４拠点・従業員数1,170名（平成21年6月）

への成長を遂げた。

№２２

5項目の評価から総合的なコミュニケーター評価を
実施するマスタースキル評価制度を導入同社のコミュニケーター育成プログラム同社自社開発のコールシステム

（Thinclient端末の採用）

ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰ受託業務及びその関連業務、CTI・PBXｼｽﾃﾑ開発（北海道）



株式会社仙仁温泉岩の湯

経営理念の共有と従業員満足度の向上で実現した高品質な顧客サービス

ホテル・温泉（長野県）

●代表取締役：金井 辰巳
●設立：1959年7月（創業時）
●資本金：1,000万円
●高品質の行き届いたサービスと心から寛げる旅館づくりで、1年先まで予約がとれな

い秘湯の人気旅館。従業員がゆとりを持って働けるようにとの配慮から、人員数に余
裕を持たせ、またクリスマスや年末年始などの書き入れ時を含め、年間に27日の休
館日を設けており、これが結果的により良いおもてなし（CSの向上)につながっている。

また「経営理念」をベースに価値観をしっかりと共有することで、従業員のモチベーショ
ンが非常に高い企業風土づくりを実現。全国各地にリピート客を持ち、旅行エージェ
ントは介さずに客室稼働率100％を維持し続けている。

№２３

館内にはふと座って寛げるフリースペースが
いくつも設けられている和洋折衷の落ち着いた客室づくり

山間にひっそりと佇む秘湯



全国子育てタクシー協会

「子育てしやすい街づくり」で全国に広がる子育て応援タクシーサービス

タクシー（香川県）
●会長：内田 輝美
●設立：2006年6月

●移動手段が限られる妊婦や子育て中の母親、保育所への送迎の代行、夜中の子
どもの突然の発熱などの急なトラブルに対応するため、NPOとタクシー事業主が連

携して、一定の研修システムを義務づけたり、会社が備えるべき備品、対応方法な
どのガイドラインを定め、①チャイルドシート等をあらかじめ用意して乳幼児と保護者
が同乗するコース②保育所や学習塾からの送迎など保護者の指示に基づいて目的
地まで子どもが一人で乗るコース③急なトラブルや夜中の移動など、様々なニーズに
研修を受けたドライバーが対応している。子育て中の母親の声をもとに2004年に高
松市のタクシー会社から運行を開始し、2006年には全国どの県の子育てタクシーで

も同水準のサービスを提供できるよう全国子育てタクシー協会を設立。現在では北
海道から沖縄まで全国にネットワークが広がっている。

№２４

サービスメニュー例

座学や緊急対応訓練など様々な
ドライバー研修メニュー

「子育てしやすい街づくり」をテーマに
サービスをスタート



株式会社ハローデイ

人材育成で「働く楽しさ」と「買う楽しさ」を創出し、顧客の支持を確得

スーパーマーケット（福岡県）

●代表取締役：加治 敬通
●設立：1958年12月
●資本金：3億6,182万円

●「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
多様な売り方による販売、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
サービスを提供することで利用者の支持を得て、競合店と比較して店舗の坪効率が
約2倍という高い数字を実現している。また「働きたいスーパー日本一になる！」をモッ

トーに、経営理念の浸透や従業員から働く楽しさを引き出すことに注力。よい売り場
づくりを行っている部門を表彰する制度をつくるなどが従業員のモチベーションの高まり
を生み、サービスレベルと売り上げの向上につながっている。

№２５

商品アイテムに幅を持たせて
買い物を楽しんでもらうハローデイの4つのポリシー

ハローデイ門司港店



株式会社山形屋

「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

百貨店（鹿児島県）

●取締役社長：岩元 修士
●設立：1917年6月
●資本金：9億8,800万円
●社是に「信用第一」「顧客本位」「あくまでも堅実に」の3つを掲げ、また経営理念とし

て「地域のために」と定めていることから、これらを実現するためには従業員が安心して
仕事に専念できる環境づくりが重要との認識により、早期より各種雇用制度の充実
に努めている。その中には「生涯雇用の実現」があり、平成3年より65歳以降も雇用
を継続する「フリースタッフ制度」を導入。これは65歳まで勤務した従業員のうち、本
人が希望し、会社が認めた場合は原則70歳まで働くことができるもので、現在、同
制度のもとで39名が売場、外商、後方部門で働いている。従業員の働き甲斐の促

進に加え、ベテラン社員の豊富な商品知識や接客技術、顧客との信頼関係は業
績にも大きく貢献している。

№26

江戸時代から続く地元の老舗企業山形屋本店



(5)国際展開 および (6)地域貢献
第６回は該当なし
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