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特集

担当課室：クリエイティブ産業ユニット

関西でひかり輝くおもてなし企業
～「おもてなし経営企業選」選出企業を決定しました～

　　　サービス産業の現状

　日本経済の７割近く （GDP・雇用ベース） を占めるサービス産業は、我が国にとっ

て一層の市場拡大が望まれる重要な産業です。 また、 サービス産業の多くは中小

企業であり、 その成長が我が国産業全体の成長の大きな鍵を握っています。

　しかし、 長引く不況、 低価格を望む消費者の志向から、 サービス産業の多くが

激しい価格競争下にあり、 特に中小サービス業の多くが、 その中で厳しい経営を

強いられている状況です。

　　　新しい切り口の企業経営

　その一方で、 各地において、 価格競争とは一線を画し、 顧客や地域 ・社会と

の関係を徹底的に強化し、 高付加価値化や差別化を実現するなど、 独自のスタイ

ルで経営を進め、 業績を伸ばしている企業が存在しています。

　経済産業省では、 「①従業員の意欲と能力を最大限に引き出し、②地域 ・社会と

の関わりを大切にしながら、③サービスの高付加価値化や差別化を実現する経営」

を 「おもてなし経営」 と称し、 地域のサービス事業者等が目指すビジネスモデル

の１つとして普及することで、 経営改革の促進や地域経済の活性化を目指していま

す。

（おもてなし経営の概念）
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　　　関西における 「おもてなし経営企業選」 選定企業

　今般、 その普及活動の一環として、 日本各地の優れた 「おもてなし経営」 を実

践する５０の企業を 「おもてなし経営企業選」 として取りまとめました （平成２５年３

月２６日公表）。 このうち、 関西から以下の特色あるサービスを展開する５社が選定

されましたので紹介します。

　多くの企業がこうした先例を参考に、 自らのビジネスの高付加価値化や差別化に

向けて取り組まれることを期待します。

関西圏での選定企業 （五十音順）

　○株式会社イノブン　　　 【雑貨販売】　　（京都府 京都市）

　○株式会社伍魚福　　　　 【食品製造 ・ 卸】 （兵庫県 神戸市）

　○ノアインドアステージ株式会社　　【テニス場運営】 （兵庫県 姫路市）

　○株式会社ハッピー　　　 【衣類ケア ・ メンテナンス】 （京都府 宇治市）

　○株式会社びわこホーム　【住宅建築】　　（滋賀県 甲賀市）

（選定記念トロフィー授与の様子）

（株）イノブン （株）伍魚福

http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/service/24omotenashi/omotenasi.html
http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/service/24omotenashi/omotenasi.html
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（株）びわこホーム

（株）ハッピーノアインドアステージ（株）

（選定記念トロフィー授与の様子）
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　　　事業概要

　京都を中心に生活雑貨ショップを展開し、 「健康で楽しい生活シーンの創造」 を

テーマに、 幸せな暮らしやライフスタイルを提案。

　　　特徴的な取り組み

　プレ社員 （アルバイト） を含めた 「全販売スタッフ」 に、 商品の仕入れから陳列

までの売り場作りの権限を与えています。 売り場のコンセプトを考え、 在庫を管理

しながら、 次期シーズンや１年後を見据えた商品ラインアップを検討することで、

現場に責任感と充実感が生まれていきます。

　店長が定期的にスタッフと面談を行い、 さらに魅力的な売り場となるようアドバイス

することで、 店舗としての統一感を醸成する工夫も行っています。 また、 スタッフ

は積極的に来店者とコミュニケーションを図っており、 常に地域の顧客のニーズを

組み入れた魅力ある売り場作りを目指し、 地域との共存を図っています。

【雑貨販売】株式会社イノブン

カフェを併設している店舗スペー
ス。顧客の声は店舗作りの貴重な情
報源となる。

各スタッフが責任を持って売り場を
担当。人間性あふれた個性的な店舗
を目指す。

法  人  名：株式会社イノブン
所 在 地：京都市下京区四条河原町西入ル御旅町２６
社 員 数：正・準社員５０名、プレ社員（パート・アルバイト等）２５０名
設 立 年：１８１４年創業
資 本 金：１０００万円
U   R   L：http://www.inobun.co.jp/、http://www.inobun.com/

http://www.inobun.co.jp/
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　　　事業概要

　神戸において、 「珍味を極める （珍極）」 をテーマに、 顧客に喜ばれる珍味、

惣菜を企画 ・製造。

　　　特徴的な取り組み

　ただ商品を店頭に置いてもらうのではなく、 取引先である小売店等とのコミュニ

ケーションを重視し、 取引先がいかに繁盛するかについて積極的にサポートしてい

ます。 具体的には、 顧客に 「商品を購入する理由」 を具体的に説明した 「コト

POP」 （下記写真左） を作成することなどにより、 顧客が思わず足を止め、 商品を

購入したくなる売り場作りに尽力しています。

　また、 社員一人１日１件以上１５０文字以内で、 社長宛てに会社を良くする提案

や現場で気づいたことの報告を行う 「提報制度」 や、 新商品のプレゼン大会等、

社員の情報感度の高まりを促す取り組みも行われています。

【食品製造・卸】株式会社伍魚福

顧客のライフスタイルや食の意味合
いといったコト（シーン）を伝える
ことで顧客の関心を引く。

コト POP の作成方法や売り場の成功
事例等を掲載した珍味情報誌「伍魚
福ミュージアム」。

法  人  名：株式会社伍魚福
所 在 地：神戸市長田区野田町８- ５-１４
社 員 数：正規４２名、パート・アルバイト等８名
設 立 年：１９５５年設立
資 本 金：１０００万円
U   R   L：http://www.gogyofuku.co.jp/
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　　　事業概要

　「お客様感動」 を初めとする 「ノアイズム」 （理念） を掲げ、 兵庫県下を中心に

２０の冷暖房完備のインドア型テニススクールを企画 ・ 運営。

　　　特徴的な取り組み

　企業理念を社員にわかりやすく伝えるため、 厳選した７つの理念を 「ノアイズ

ム」 として見える化し、 社員の目指すべき方向性を共有しています。 ノアイズ

ムは 「お客様感動」、 「現場主義」、 「チームワーク」、 「チャレンジ精神」、 「学

ぶ姿勢」、 「３６０度笑顔」、 「利他の心」 で構成され、 社員は、 日々の業務

でどのノアイズムを重視するかを選択し、 実践することになっています。

　また、 ノアイズムに基づく行動が周囲の手本となった社員を 「ノアイズム大賞」 と

して表彰するとともに、 チャレンジ精神がある社員を責任のある役職に積極的に抜

擢する等、 モチベーションを高める取り組みも行われています。

【テニス場運営】ノアインドアステージ株式会社

さまざまな表彰制度で社員のやる気
を引き出している。

明るい社風が伝わってくる経営計画
発表会の様子。

法  人  名：ノアインドアステージ株式会社
所 在 地：兵庫県姫路市東山５２４
社 員 数：正規１３８名、パート・アルバイト等３９４名
設 立 年：１９８０年創業
資 本 金：５０００万円
U   R   L：http://www.noahis.com/
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　　　事業概要

　「お客様の思い出の品を元通りにする」 というコンセプトで、 独自の洗浄方法及

び電子カルテシステムを活用した、 衣類のメンテナンスサービスを提供。

　　　特徴的な取り組み

　お預かりした衣類を約３０００項目にわたってチェックし、 電子カルテとして情報を

登録後、 専門のカウンセラーにより、 １着毎に顧客と電話でメンテナンスについて

のカウンセリングを実施しています。 カウンセリング結果やクレーム内容等の情報も

全て蓄積し、 データを管理することで、 それぞれの顧客の好みに応じた、 きめ細

やかな対応を可能としています。

　また、 入荷して梱包を開封する時点から、 作業工程の進捗状況、 出荷状況ま

で全行程を毎日テレビカメラで撮影し続けており、 それをデータベースとして１０年

間保存する体制を確立しています。 このように徹底的にプロセスの見える化を図る

ことにより、 顧客に納得感を持っていただくとともに、 録画映像による作業方法の

見直しなど、 社内研修や業務改善にも活用しています。

【衣類ケア・メンテナンス】株式会社ハッピー

ボタンの位置、個数、付け方等を含
め、約３０００項目について記録す
る電子カルテシステム。

水洗いが難しいとされる羊毛・カシ
ミヤ・シルクなどの衣類を、生地を
傷めず水で洗い上げる「無重力バラ
ンス洗浄法」（特許）

法  人  名：株式会社ハッピー
所 在 地：京都府宇治市槙島町目川７０-１
社 員 数：正規１４名、パート・アルバイト等１０名
設 立 年：２００２年設立
資 本 金：５３５０万円
U   R   L：http://www.kyoto-happy.co.jp/
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　　　事業概要

　「日本一強い企業になる」 というビジョンの下に、滋賀県内の甲賀、湖南、東近江、

蒲生地域に特化した住宅建築事業及び不動産売買事業を展開。

　　　特徴的な取り組み

　商圏を本社から３０分以内に出向くことができる範囲に絞り込むことにより、 同社で

購入された全ての顧客を２ヶ月に１回の頻度で訪問しています。 このような定期的

なコミュニケーションを通じて、 顧客との信頼関係を確立し、 万全のアフターサー

ビスを提供しています。

　また、 住宅販売業界の慣習であった歩合給制を廃止し、 社員が互いに協力して

顧客の感動を追求する意識の醸成を図るとともに、 外部のパートナーであるメー

カーや大工等とも積極的に連携を行っており、 同社の社員だけでなく協力事業者

まで巻き込んだ勉強会を月２回、 定期的に実施しています。

【住宅建築】株式会社びわこホーム

同社独自の修繕の専門家「ハウスド
クター」。顧客の要望があればすぐ
に駆けつける。

同社だけでなく協力事業者まで巻き
込んだ勉強会の様子。

法  人  名：株式会社びわこホーム
所 在 地：滋賀県甲賀市水口町名坂１０３３-７
社 員 数：正規２５名、パート・アルバイト等７名
設 立 年：１９９０年設立
資 本 金：１０００万円
U   R   L：http://www.biwakohome.com/



担当課室：資源エネルギー環境課

　再生可能エネルギーは枯渇することなく永続的に利用できるエネルギーであり、

環境負荷の少ないエネルギーとして一層の拡大が期待されています。

　昨年７月に 「再生可能エネルギー固定価格買取制度」 が始まって以降、 各地で

大規模な発電設備の導入が進んでいます。 太陽光発電の導入が先行している中、

風力発電にも大きな期待が寄せられています。

　今回はそのうちのひとつ、 関電エネルギー開発株式会社の淡路風力発電所をご

紹介します。

　淡路風力発電所は関西電力グループ初の風力発電所で、 平成２４年１２月に営

業運転を開始しました。

　エネルギーの有効利用のために地域熱供給に取り組んできた同社が、 再生可能

エネルギーを利用した新規事業の展開を目指して、 平成１５年に風況調査を開始

して以来、 環境影響評価や地元の方々との調整などを経て、 １０年の年月をかけ

ての営業運転開始でした。 現在も 「淡路風力発電所運転協議会」 「淡路風力 ・

鳥類調査会」 を設置し、 環境に配慮

しつつ地元に密着した事業を進めて

います。 　　　　　　　　

　設置場所は、 農地あるいは関西国際

空港整備のための土砂採取跡地として

既に開発されたエリアであり、 県道や

農道を含む道路が整備されていて、 タ

ワーやブレード （１本が約４０ m） など

の長さのある部材の運搬が可能な場所

であることなどから選定されました。

　風車のブレードは、 地上で３枚を組

み立てた （直径８０m） 後に発電機が収められているナセルという場所に取り付ける方

法と、 １枚ずつ取り付ける方法がありますが、 この発電所は後者の方法をとりました。

これは、 工事用の作業面積を少なくすることで、 自然を改変する範囲を極力縮小す

るために環境に配慮した工法です。 また、 約８０メートルある支柱は４つに分かれて

いたものを現地で１つずつクレーンで吊り上げながら設置を行いました。

風がくれた新たなエネルギー
～関西電力グループ初の風力発電所が営業運転を開始

関電エネルギー開発株式会社～

<企業・地域の取組紹介のコーナー>
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「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを
設けています。今回は関電エネルギー開発株式会社をご紹介します。



　ブレードは１０分間の平均風速で４ｍ／秒で回転を始めますが、 保安上、 同平均

風速で２５ｍ／秒を超えると回転を止めます。 この発電所で採用している風車は、

風を受けてタワーの風下側 （後ろ側） でブレードが回転するダウンウインド方式と呼

ばれるタイプで、 吹き上げてくる風に対して正対するため発電効率がよく、 丘陵地

のような現地の風況に適しています。 また、 安定した出力 （回転速度） を維持す

るために自動的にブレードの角度を変える仕組み （ピッチ制御方式） となっていま

す。

　普段は無人の発電所ですが、 大阪市北区中之島の本社から 24 時間監視 ・ 制

御可能な体制となっています。

　風力発電機の出力は１基あたり 2,000kW であり、 全６基で 12,000kW です。 年

間の発電電力量は約 2,000 万 kWh で、 これは一般家庭約 5,500 世帯の年間電気

使用量に相当します。 年間の CO2 排出削減量は、 約 7,000 トンになります。

　自然の風を利用するため、 風況の良い冬場は、 ほぼ連日運転を行いますが、

夏場は風が弱まり待機 （停止） している場合もあります。 北海道や東北のような強

い風の地域と比較すると年間を通じた設備の稼動率は劣るものの、 地域が持って

いる再生可能エネルギーを最大限に有効活用し、 固定価格買取制度の下、 継続

事業として成功させたいとの事です。

　今後もエネルギー需給に関する豊富な経験と実績を活用し、 地域熱供給と新エ

ネルギー等による発電事業を両輪として地域におけるエネルギーの安定供給に取り

組んで行きたいとの事でした。

○概要　所在地 ： 兵庫県淡路市　野島常磐、 野島大川、 野島平林

　　　　　 出    力 ： 12,000kW （2,000kW×６基）　　発電電力量 ： 約 2,000 万 kWh ／年

　　　　　 外    形 ： タワー （支柱） 高さ８０.４ｍ、 ブレード （回転翼） 直径８０ｍ

企  業  名：関電エネルギー開発株式会社
U   R   L：http://www.kan-ed.co.jp/
所 在 地：大阪市北区中之島六丁目 2番４０号（中之島インテスビル 19 階）
電話番号：０６－６４４７－７７７９（代表）
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当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/

～ 近畿経済産業局からの各種ご案内～

■ 近畿経済産業局施策集をご活用ください！→
■ 補助金等の公募のご案内はこちらです↓
　　　http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html

今月の表紙：株式会社イノブン（中央）、株式会社伍魚福（右下）、ノアインドアステージ株式会社（右上）、  
                    株式会社ハッピー（左下）、株式会社びわこホーム（左上）

http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/jumpupkansai.html



