
中国地域における
ハイ・サービス日本300選受賞企業



●ハイ・サービス日本３００選とは？

「サービス産業生産性協議会（※）」が、サービス産業全体のイノベーションや生産性向上を

目的に、各サービス分野で先進的な優良事例を公表し、企業の一層の取組を喚起しようとする
取組です。平成１９年１１月以降、第９回までで全国で２７０の企業・団体を表彰しています。
中国地域では、１６件の企業・団体が受賞しています。

●選定対象

・主として中小企業・団体から選定。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

●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

※サービス産業生産性協議会：

サービス産業のイノベーションや生産性向上に向けた国民運動を展開する母体として、産業界、大学関係者、関係６省などの幅広い参加の

もと、平成19年5月に発足した組織です。経済産業省は、総務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省・農林水産省とともに本協議会に

オブザーバーとして参加しています。（http://www.service-js.jp/）

これまでに９回の選定（第1回平成19年12月、第2回平成20年3月、第3回平成20年10月、第4回平成20年12月、第5回平成21年3月、第6回平成21年7月、

第7回平成21年10月、第8回22年1月、第9回22年3月）を行い、270の企業・団体を表彰しています。

http://www.service-js.jp/
http://www.service-js.jp/
http://www.service-js.jp/


中国地域の受賞企業一覧
（受賞回順・五十音順）

≪第1 回受賞≫

１．株式会社アスカネット （広島県 写真業・・・ サービスの高付加価値化）

２．医療法人社団いでした内科・神経内科クリニック （広島県 医療・・・サービスプロセスの改善）

３．株式会社ハー・ストーリィ （広島県 情報サービス・コンサルティング業・・・科学的・工学的アプローチ ）

≪第3 回受賞≫

４．株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ （広島県 翻訳業・・・人材育成）

５．サマンサジャパン株式会社 （山口県 ビルメンテナンス他・・・人材育成）

６．株式会社ティ・エス・エス・プロダクション （広島県 映像コンテンツ企画製作・販売・・・ サービスの高付加価値化）

≪第4 回受賞≫

７．株式会社メッセージ （岡山県 介護・・・サービスプロセスの改善）

≪第5 回受賞≫

８．株式会社コガワ計画 Ｍランド益田校 （島根県 自動車教習所・・・ サービスの高付加価値化）

９．株式会社デジタライズ （広島県 インターネット関連事業・・・ サービスの高付加価値化）

≪第6 回受賞≫

１０．境港市観光協会 （鳥取県 観光・・・ サービスの高付加価値化）

１１．てしま旅館 （ 山口県 ホテル・旅館・・・ サービスの高付加価値化）

≪第7 回受賞≫

１２．株式会社バルコス （鳥取県 バッグ販売・・・ 国際展開）

≪第8 回受賞≫

１３．サンイン技術コンサルタント株式会社 （鳥取県 建設コンサルティング業・・・ サービスプロセスの改善）

≪第9 回受賞≫

１４．社会福祉法人こうほくえん （鳥取県 介護・福祉事業・・・ サービスプロセス改善）

１５．有限会社ディ・シィ・ディ （島根県 物流・運送業・・・サービスプロセスの改善）

１６．株式会社ソアラサービス （広島県 クリエイターＳＯＨＯ起業家向けオフィス・・・ サービスの高付加価値化）



(株)アスカネット

写真の中の記録を感動に変える技術力

一冊から発注できる家庭用・写真愛好者向け写真集製作サービス （広島県）

●代表取締役：福田 幸雄氏

●設立：１９９５年

●資本金：４億９０３０万円

●「面倒くさいことをいかに効率的にやるか？」をビジネスの本質として「ニー
ズがあるのに世の中にないサービスを作る＝イノベーションを起こす」とい
う強い想いの実現に向けて、より美しいカラー技術を習得するための貪欲
な取組を展開。
産学連携を活用して培った技術を活用し、徹底した品質管理の下、個人

向け写真集の作成サービスを展開。ニーズの掘り起こしに成功し、高い顧
客満足を実現。

海外見本市に出展

アルバム制作例

ハイ・サービス日本300選



医療法人社団 いでした内科・神経内科クリニック

病院にもカンバン方式

医療サービス・デイサービス・ショートステイなどの福祉・介護サービスを備えた地域密着型クリニック
（広島県）

● 理事長：井手下 久登氏

● 設立：１９９２年

● 職員全員が高い人間力を身につけ、利用者に最

善の医療・福祉・介護サービスを提供することを

理念に掲げ、トヨタ生産方式を導入。「来院・受付

から会計・帰院まで６０分」という目標を掲げ、徹

底したムダ取りにはじまる業務プロセスの改善や

効率化を実施。これにより６０分以内で診察が終

了した患者の割合が２年間で３８％から８５％に改

善。顧客満足度の向上に着実な成果を挙げてい

る。

デイサービス風景

トヨタ方式で改善した
ナースステーション

ハイ・サービス日本300選

介護予防のトレーニ
ング施設



(株)ハー・ストーリィ

ネットの向こうに１０万人のマーケッター

主婦をターゲットにしたマーケティングサービスを提供（広島県）

● 代表取締役社長：日野 佳恵子氏

● 設立：１９９０年

● 資本金：６９１０万円

● 女性の購買情報源は口コミの力が強いことに着目し、
会員である主婦にアンケートを送付し、その回答を分析
して企業に対してマーケティングを実施。これにＩＴを活
用して口コミサイトを運営。アンケートの分析などの調査
コストを約５分の１に改善するとともに、より多くのデータ
を容易かつ迅速に集めることに成功。収集したデータを
企業に伝え、マーケティングを展開。
ＩＴを活用することで多くの顧客の声を効率的に収集する

とともに、女性の新たな視点からの付加価値の高い
サービスを提供している点を評価。

おしゃべりnet

さまざまなサービスを提供

ハイ・サービス日本300選



株式会社TSSプロダクション

変化する時代を見据え、強みを生かした動画制作で新しいビジネスモデルを創出

放送番組、ビデオ、CG等＇映像コンテンツ（の企画制作および販売(広島県)

●代表取締役：山中 敏治
●設立：1985年7月1日
●資本金：1,000万円
●元々テレビ新広島の番組制作関連会社として
設立されたが、デジタル時代・インターネット時
代を見据え、親会社からの発注を待つのでは
なく、強みである動画制作能力などを活用して
商品を作り売っていくビジネスモデルを構築。
特に、外国からみた日本の魅力をクローズアップし
リポートするスタイルの観光Webテレビ「Japan in
Motion」では、日本を訪れる外国人が必ず見る
といわれる「ジャパン・ガイド・ドットコム」とも連携し、
日本への外国人観光客の増加にも寄与している。

ハイ・サービス日本300選

地域の観光情報や伝統芸能などを外国人の視点で

美しく、興味深く伝える｢Japan in Motion」



株式会社ｱﾋﾞﾘﾃｨ・ｲﾝﾀｰﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

語学＋αのスキルを重視する人材育成で事業を拡大

翻訳・通訳を中心とした言語サービス、知的財産サポート、人材派遣ほか(広島県)

●代表取締役：武田 昌勝
●設立：2003年1月
●資本金：2,000万円

●広島のエンジニアリング系企業大興の言語サービス及び知的財産部門を統括し分
社設立。翻訳・通訳・ドキュメントなど言語に関する業務全般を行う。単に言語能力
が高いだけではなく、ビジネススキルが豊富で現場適応力が高いなどの「人間力」を重
視した人材を自社で育成して派遣することで、オンサイト、インハウス双方でのサービス
において、顧客から高い評価と信頼を集めている。

ハイ・サービス日本300選

語学＋αのスキルで、

幅広い言語ビジネスを展開



サマンサジャパン株式会社

人材育成によって高付加価値サービスを実現

ビルメンテナンス、警備、人材派遣など(山口県)

●代表取締役：小野 英輔
●設立：1962年
●資本金：7,000万円

●同社は、ビル清掃の受託ビジネスからスタートし、現在は清掃、受付、グリーター・病
院内SPD＇物品搬送（などお客様のニーズに合わせて幅広い業務に対応する「サマン

サクラブ」、専門店、オフィスなど小規模施設の専門の清掃部隊「サマンサリップル」、
マネキン業務、イベントスタッフの「サムタイムクラブ」、設備管理、警備、リフォームの5
つの分野でサービスを提供している。

同社は業態革新の力の源泉として「人材育成」への取り組みに注力している。同
社の人材育成はサービスを提供する人の姿勢や意識まで踏み込んだもので、どのよ
うな会社として評価されたいかなど、会社として価値観を共有し、誇りを持つことまで
含めたものになっている。

ハイ・サービス日本300選
サマンサクラブのスタッフ サマンサリップルのスタッフ

サムタイムクラブのスタッフ



株式会社メッセージ

障害を持つ高齢者に自立した豊かな生活を提供する介護付有料老人ホーム

有料老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅・グループホームの運営、居宅サービス事業(岡山県)

●代表取締役社長：古江 博
●設立：1997年5月
●資本金：39億2,516万円

●「障害のある高齢者に良質な住まいを提供し、生活を支えること」を事業理念に、
介護付有料老人ホーム「アミーユ」シリーズを運営。全室個室でのアットホームな住
環境の中で、食事やくつろぎの時間を入居者自身のサイクルで過ごせるほか、買い
物や散歩、嗜好品も楽しむことができるという「オーダーメイドケア」が最大の特徴。IT

を活用した人材配置による効率的な介護サービスやリーズナブルな料金体系などの
質の高いサービス提供で、2000年にスタートした施設運営は現在直営・フランチャイ
ズ合計で150近くになり、入居率は96％を超えている。

ハイ・サービス日本300選

2007年にオープンした高齢者専用賃貸住宅Cアミーユでは
高齢者の自立した生活をサポート



株式会社コガワ計画 Mランド益田校

挨拶やボランティア活動により、心豊かな人間形成を応援する自動車教習所

自動車運転免許教習業務ほか(島根県)

●代表取締役会長：小河 二郎
●設立：1964年9月
●資本金：5,000万円
●不利な立地にも関わらずクチコミで全国から年間6000人の生徒が集まり、宿泊型で

は日本一の自動車教習所を経営。同校では、単に運転を教えるだけではなく、挨
拶をすることや、「ボランティア活動」と呼ばれる清掃活動、職員や他の生徒に感謝の
気持ちを伝える「サンキューレター」により、ドライバーに必要な「譲り合いの心」「思い
やりの心」の育成を図っている。それらの活動やレターにより「Mマネー」という擬似通

貨を取得することができ、施設内での使用や慈善団体への寄付に使うなど、ユニーク
な取り組みも行っている。また年間を通して多彩なイベントを開催し、カフェや岩盤浴、
ゴルフ練習場やカラオケなどを併設することにより、快適な合宿生活や生徒同士の
交流を促進している。

ハイ・サービス日本300選

ボランティア活動ではトイレ掃除が人気 Mマネーは慈善団体への募金にも同校では挨拶を重要視



株式会社デジタライズ

中小規模サイトや個人ブログへの手軽な広告出稿を可能にした広告マーケットプレイス

インターネット関連事業、Webサイト構築ほか(広島県)

●代表取締役：藤本 英俊
●設立：2002年4月
●資本金：1億2,000万円

●中小規模のＷｅｂサイトや個人ブログでは、アクセスレポートの公開や広告掲載料金
の入金管理など、広告掲載を受ける仕組みが整っていないことに着目し、中小規模
のＷｅｂサイトや個人ブログの、広告枠スポンサーと広告主とをつなぐマーケットプレイ
ス「Pitta!」を開設。これにより、気軽に自サイトの広告枠を売りたいニーズと、効果的

にＷｅｂ広告を出したいとするニーズをマッチングさせる新しいサービスを提供。多種多
様な広告枠を持ち、広告主は全国に広がっている。

ハイ・サービス日本300選
広告マーケットプレイス「Pitta!」画面例



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。

「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



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、漁獲量の減尐に
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。

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（



株式会社バルコス

「付加価値の創造」によってブランド力を確立し、グローバルな事業展開を実現

ハンドバッグ、小物の企画製造販売及び輸入販売(鳥取県)

●代表取締役社長：山本 敬
●設立：1991年5月
●資本金：9,300万円
●常に自社の製品やブランドに「付加価値」を持たせることに取り組み続け、2007年か

らは、イタリア支店や中国でのサンプル工場の開設、海外展示会への出展などにより、
最新のトレンドの把握やスピーディーな生産体制の確立にも注力。こうした海外での
ビジネス展開やそこで得た評価、ノウハウが日本の事業の活性化にもつながり、顧客
が急増。現在では4つの自社ブランドを持ち、卸売事業、百貨店事業、直営店事
業、海外事業、OEM事業と幅広い事業展開を行っている。

オリジナルブランド「ICO JEENE＇左（」と「Hanaa-fu＇右（」

MIPEL＇国際皮革見本市（でデザイン部門5位入賞し、インターナ
ショナルブランドとして認知されるようになった。



サンイン技術コンサルタント株式会社

トヨタ式カイゼンとCCPMの導入により作業の効率化と利益率の改善を実現

建設コンサルティング業(鳥取県)

●代表取締役社長：大野木昭夫
●設立：1976年5月
●資本金：2,000万円

●建設のコンサルティング、測量、設計を行う。公共事業費の継続的な減尐を背景に
利益率の改善を目的としてトヨタ式カイゼンを導入し、個々の作業の標準化・見える
化に取り組み、社内標準工数、社内標準歩掛かりを設定した。その上で期間短縮
を図るためのプロジェクト管理手法CCPMを取り入れ、組織を部門制からプロジェクト

制へと段階的に移行させ、一連の作業の進捗状況を把握し、適正なマンパワーリ
ソースの投入配分を行うことで、作業効率と利益率の向上を実現している。

同社トップページ 改善活動の進化の図



社会福祉法人こうほうえん

人財と苦情を2大財産と考え、第三者評価を積極的に受け入れる新しい介護・福祉を提供

介護・福祉(鳥取県（

●理事長：廣江 研
●設立：1987年4月
●同法人は1987年の設立以来、鳥取県内で特別養護老人ホーム、デイサービス、
介護老人保健施設、ケアハウスなどを多数展開。2005年には東京都北区に施設
を開設して首都圏への進出を果たし、2009年には廃校を利用した介護・保育の複
合施設「ヘルスケアタウンにしおおい」をオープンさせるなど、新しい介護・福祉サービス
の提供を実践している。現在は鳥取県全域に拠点施設と小規模の地域密着型
サービスを多数展開するほか、東京都内の2拠点で事業を展開。事業所数133施
設、職員数は1,700人を超える大事業体に成長している。また定期的に外部機関に
よる第三者評価を受け、それを全職員で受入、改善、結果を外部にも公表すること
でサービスの向上に努めている。

書籍「だんだんよ、涙が出るほどうれしいで」同社ホームページ



有限会社ディ・シィ・ディ

地域事業者の有機的連携で小規模共同配送の「浜田モデル」を確立し、物流効率化を実現

共同配送事業(島根県（

●代表取締役：吉田稔
●設立：2002年6月
●資本金：500万円
●同社は株式会社吉寅商店を代表に、地元卸売業9社による共同配送会社として

設立された。過疎化や中山間地域であることなど、不利な条件下にあった小規模
配送業者が共同で配送システムを構築することより、システマティックな物流効率化
の仕組みを進化させている。取引先とのルールを明確にすることや、加盟企業への全
体的な情報公開や情報共有を行うことで信頼を強め、卸・小売りの双方へ業務の
効率化と配送コストの削減、商品の安定調達というメリットを与えている。現在は約
400店舗の取引先に対して毎日発注、毎日配送を実現している。

同社配送センター「吉寅商店」ホームページ



株式会社ソアラサービス

地域の企業とクリエーターがwin-winの関係を構築する「成功報酬型ものづくりプロジェクト」

企業・個人事業者向け事務所の企画・賃貸・運営管理業務ほか (広島県)

●代表取締役社長：牛来 千鶴
●設立：2002年1月
●資本金：3,100万円

●広島地域のものづくり企業とクリエーター集団をつなぎ、「成功報酬型ものづくりプロ
ジェクト」の推進を行っている。これにより、企業に対しては先行投資を抑えたクリエイ
ティブなものづくりを、クリエーターに対しては商品の販売によって収入が得られるという
サービスを提供。また地場の商材を発掘・活用することで、地域経済の活性化にも
貢献している。

同社トップページ 広島名物のもみじ饅頭に

地元産竹炭パウダーを練り込んだ「黒もみじ」＇左（

地場の無農薬唐辛子パウダーを練り込んだ「赤もみじ」＇右（


