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（２）ＥＣＳ調査を活用した宿泊経営プロセスイノベーションと共通ブランド構

築事業 
 
１．事業主体 

 １）推進主体：Nippon Accommodations CS 調査委員会 
２）代表団体：(株)滝の湯 

   参加団体：湯瀬ホテル、ホテル糸魚川、湯の風 HAZU、鬼怒川パークホテルズ、

HATAGO 井仙、ラ・ネージュ、斎藤ホテル、明神館、旅館すぎもと、芝

大門ホテル、石苔亭いしだ、ひるがみの森、金谷ホテル、仙寿庵、ほど

あいの宿六峰館、あぶらや燈千、中棚荘、大阪屋ひいなの湯、清流館豊

島屋、一の宿元、旅館花屋、和のリゾートはづ、四季彩一力、ほほえみ

の宿滝の湯、海辺の宿恵比寿、あわら温泉美松、結びの宿愛隣館、花び

しホテル、ホテル秀山、ホテル華の湯、(株)まちなみカントリープレス、

(株)データサイエンス研究所 
 
２．事業概要 

１）実施期間  平成 21 年 10 月 15 日～平成 22 年 2 月 28 日 

２）事業内容 

改革意欲のある 40 社の宿泊事業者が、一定の自己負担の下、「国内旅行者満足度調査

手法の検討報告書（平成 19 年度国土交通省）」で示された「拡張された旅行満足度 
(ECS) 」調査手法を用いて、宿泊経営プロセスイノベーションを実行する。 
宿泊経営プロセスイノベーション共通の経営改善手法として ECS 調査を実施し、調査

結果を相互に開示・啓発して、食材原価低減・施設改修・営業戦略などの経営プロセスを

革新する。 

３）背景    

平成 14 年より長野県内の旅館（約 60 軒）にて、CS 調査を行い、業界の顧客満足度を

横断的・客観的に評価することができ、一定の成果をあげた。従来型の満足度調査では、

サービス改善などの一定の指標とはなるものの、そのデータを業績向上へ結びつけること

が困難で、短期・中期的に業務改善を求める経営者の要求に合致していなかった。また、

調査をする旅館側においても、得られたデータから仮説をたて、実行し、検証していくと

いう経営管理体制がなく、せっかくの調査が「やりっぱなし」で放置されているという問

題があった。今回の事業では、 

① 拡張された旅行満足度調査を実施し、個別事業者の業績向上に直接むすびつく旅

行購買の心理的要因を明らかにする。 

② ある程度経営管理体制が整っている事業者を選別し、コンソーシアムを構成とす

ることで、個々の施設がそれぞれに有する経営管理体制の弱みを相互補完しなが

ら、得られたデータから業績向上のための具体的仮説を立て、実際の旅館運営の

中で実行・評価・検証していくこととする。その事業推進団体、NACS（Nippon 
Accommodations Customer Satisfaction）を立ち上げた。 
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・金谷ホテル  
   （栃木県） 
・仙寿庵 
   （群馬県） 
・ほどあいの宿六峰館 
   （福岡県） 
・あぶらや燈千 
   （長野県） 
・中棚荘 
   （長野県） 
・大阪屋ひいなの湯 
   （和歌山県） 

・清流館豊島屋 

   （群馬県） 

・一の宿元 

   (新潟県) 

・旅館花屋 

   （長野県） 

・和のリゾートはづ 

   （愛知県） 

・四季彩一力 

   （福島県） 

・ほほえみの宿滝の湯 

   （山形県） 

・あわら温泉美松 
   （福井県） 
・結びの宿愛隣館 
   （岩手県） 
・花びしホテル 
   （北海道） 
・ホテル秀山 
   （新潟県） 
・ホテル華の湯 
   （福島県） 
 

メンバー 

委員長 滝の湯 武井 （長野県） 

事務局 まちなみカントリープレス 
原山 

品質向上 
委員会 

ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 
委員会 

拡大 
委員会 

石苔亭いしだ 
 逸見（（長野県） 
ひるがみの森 
 若山（長野県） 

斎藤ホテル 
 斎藤（長野県） 
明神館 
 斉藤（長野県） 
旅館すぎもと 
 花岡（長野県） 
芝大門ホテル 
 佐久間（東京都） 

湯瀬ホテル 

 関（秋田県） 

ホテル糸魚川 

 木島（新潟県） 

湯の風 HAZU 

 加藤(愛知県) 

鬼怒川ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙｽﾞ 

 小野（栃木県） 

HATAGO 井仙 

 井口（新潟県） 

ラ・ネージュ 

 塩島（長野県） 

NACS 組織図 

 

４）事業フロー 

 本事業における 
イノベーションプロセス 

目 的 

ECS 調査 

実 施 

結果分析 
・グループ討議 

＜初参加者＞ 

＊ 顧客プロフィール  を把握するために 

＊ 期待度と満足度   宿泊客に無作為調査 

＊ 旅行心理      （40 施設参加） 

＜既参加者＞ 

＊ イノベーション策との関連で調査対象   

（ex.本館､新館に特化して）を工夫する 

＊ 全体集計結果の報告会 

＊ 施設別 or 小グループ別説明・検討会 

＊ 稼動状況、損益状況等もとに､ECS結果からイノ

ベーション案を立案する 

＊ 各施設実施計画を立て実行する 

イノベーション案 
立案・実施 
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５）検討経緯   

①21.03.14 

②21.03.16 

 

 

②21.06 上旬～ 

07 下旬 

③21.06.26 

④21.07.13 

⑤21.08.26 

⑥21.09.03 

⑦21.09.15 

⑧21.10.15 

⑨21.10.15 

 

⑩21.10.15 

⑪21.10.23 

⑫21.11.19 

⑬21.11.24 

⑭21.12.15 

⑮21.12.26 

⑯22.01.07 

⑯22.01.19 

⑰22.02.04 

 

⑱22.02.16 

⑲22.02 下旬～ 

Nippon Accommodations CS 調査委員会発足 

｢国内旅行者満足度手法の検討(平成20年 3月国土交通省)｣に基づきECSに取

組む宿泊施設 40 施設がフィールド予備調査に参加し、ECS と業績の相関性に

ついて検証をおこなった。 

調査参加施設に ECS と業績の相関性について個別説明会（東京）を実施した。

28施設参加 

ECS 全体説明会（東京）8施設参加 

ECS 参加拡大説明会（天童）7施設参加 

ECS 参加拡大説明会（仙台）７施設参加 

ECS 参加拡大説明会（東京）5施設参加 

「平成 21年度観光産業のイノベーション促進事業」に係わる実証事業に応募 

「平成 21年度観光産業のイノベーション促進事業」に係わる実証事業採択 

「平成 21 年度観光産業のイノベーション促進事業」に係わる実証事業説明

会・ECS 全体会議(東京)14 施設参加 

ECS 調査開始（第１グループ18施設） 

ECS 調査開始（第 2グループ 7施設） 

ECS 調査開始（第 3グループ 7施設） 

ブランディング委員会（松本）3施設参加 

ECS 全体会議(東京)14 施設参加 9施設参加 

ECS 調査開始（第 4グループ 7施設） 

ECS 調査開始（第 5グループ 1施設） 

品質向上委員会（東京）2施設 

平成 21年度観光産業のイノベーション促進事業に係わる実証事業 

報告会実施（東京）16施設参加 

品質向上委員会（東京）3施設 

ECS 調査結果個別説明会実施 
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３．事業実施成果 

 

１）ＥＣＳ調査結果（参加 40 施設中､28 施設の全体集計結果） 
※参考資料を参照 

 

２）各施設､小グループ別調査結果分析・討議ミーティングの実施 

A 施設（秋田県 158 室 ）、B 施設（岩手県 80 室）、C 施設（新潟県 71 室）が調査結

果を持ち寄り、相互啓発を目的に実施した。 
 

①顧客プロフィールの比較について 

a. お客様の年代 

B 施設は、20 歳代～30 歳代の層と 50～60 歳代の 2層に分かれている。商品やサー

ビスを提供にあたってはニーズが年代により異なることに留意すべきである。 

A 施設は、60 歳代に偏っている（今回の調査は紅葉の時期だった為、回答者が 60
歳代のツアー客に集中してしまった）。調査は曜日、担当者等で偏りが出ないよう無

作為に配布することが望ましい。 
 

b. 当館ご利用回数について 

B 施設、C 施設は、リピーター客に繋げていく上で初来館者の評価を 75 点以上にす

ることが重要である。 
常連客のお客様には一定の距離感と程よい緊張感を持って接するべき。お客様の味や

好みなどは重点を絞り、あとは従業員の“お世辞力”を活かす事が重要である。 
 

c. 当館をお選びの理由とご予約方法について 

インターネットで予約した層は無党派層であり、また評価が概ね厳しい傾向にある。

前回の調査ではインターネット予約の層が増えたことで全体の客層が変わり、常連客

の評価点にも悪い影響を与えた為、満足度の平均が下がった施設があった。Ａ施設、

Ｂ施設についてはそのような傾向は見られない。 
Ｃ施設については、インターネットで客数を取り込むように大きくシフトしたことで

客層も変化し総平均点数が下がったのではないだろうか。（Ｃ施設分析） 
 

②期待と満足度の比較について 

d. A 施設 
ア 従業員の接客態度に関する項目で期待よりも満足度が低かった（これは現在、

従業員の対応が手薄になっているためだと A 施設分析）。 

部屋や価格に関しては期待よりも満足度の方が高い為、今のところ問題は無

いと考える。 
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イ 料理に関しては期待よりも満足度の点数が低い為、改善の必要がある。 

 
e. B 施設 

ア 従業員に対する満足度評価（82.7 点）が期待度（74．1 点）よりも高く、満

足度自体も高い。従業員の平均年齢が若く、やる気のある従業員が多い為だ

と思われる。（A施設評） 

イ 料理と価格についても期待より満足度の点数の方が高く、また風呂について

も満足度が期待を少し下回るものの、80 点以上の高い点数を獲得している。

その一方で部屋についての満足度は 72 点とやや低めで、全体のＣＳが 75 点

に留まっている理由は部屋の満足度が足を引っ張っているためだと考えられ

る。 

対応策として従業員に調査結果を説明し、従業員の力を活かして部屋の満足

度を上げる方法を考えさせてみるといい。ハードの投資をする前に掃除やお

花の飾り方・内装に工夫をする等のソフト面で改善を図ってみてはどうか。

従業員のモチベーションを上げながら CS も上げることができる。 
 
f. C 施設 

ア 従業員と部屋に対する満足度が期待を上回っているが、それ以外の風呂・料

理・価格では満足度が期待よりも低い。 

温泉旅館は風呂が生命線なのでまずは風呂の改善が必要である。あまりコス

トをかけずに CS を上げるような工夫が重要である。 

料理も食材原価を上げて満足度を高めようとするのでなく、食材原価を下げ

ながら、料理担当者の技で満足度を上げるようにすることが経営的に大切で

ある。風呂と料理の満足度が上がれば価格の満足度も一緒に押し上げられる。 

イ 全体的に期待の点数が低いのでもっと期待の点数をあげる取組をすべきであ

る。 

 

③まとめ 

ア 75 点が 低ラインだと考えて満足度向上の努力をすること。お客様は変化に

敏感で、その反応は CS の点数に必ず表れる。 

イ コストをかけずに CS を上げること、CS を下げずにコストを下げることが

大のポイントで従業員や仲間で知恵を出し合うことが重要である。  

ウ B 施設は今回の調査が初参加だが、Ａ施設とＣ施設は前回の調査結果と今回

の結果のどこがどのように変わったのかを必ず確認することが重要である。 
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３）旅館経営に対する自己評価とお客様評価の違い 

・イノベーションプロセスのスタート地点は､このような自己認識とお客様認識の違い

を定量的に把握することから始まるとも言える。 
・各参加施設それぞれに評価ギャップ図が配布されている（28 施設中、17 施設提出） 
・評価ギャップ図の類型は下のように 3 タイプに分かれ、自己認識＝お客様評価はゼ

ロであった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過小評価 旅館 A（8施設） 過大評価 旅館 B（3施設） 

大不満 不　満 満　足 大満足

0～ 50～ 70～ 80～

Q0 総平均 57.1 75.3

Q1 予約係の対応 80.0 78.9

Q2 立地、交通の便 80.0 75.8

Q3 周辺環境 80.0 78.8

Q4 駐車場 60.0 72.2

Q5 外観、お庭、館内の雰囲気 50.0 70.4

Q6 お部屋の雰囲気、快適性 30.0 70.9

Q7 お部屋からの眺望 80.0 80.1

Q8 お部屋内の設備の充実度 30.0 70.1

Q9 寝具、浴衣の快適さ 40.0 71.6

Q10 お風呂の雰囲気、眺め、お湯 80.0 81.3

Q11 洗い場・脱衣所 30.0 76.8

Q12 お料理、お飲物、献立・品揃え 30.0 72.7

Q13 配膳と下膳のタイミング 40.0 77.7

Q14 従業員の接客態度、身だしなみ 80.0 83.6

Q15 付帯施設・サービスの充実度 50.0 66.6

Q16 苦情・クレームへの対応 60.0 76.4

Q17 ご利用料金 70.0 76.6

責任者 利用者

　　　　　　　　　　　　評　価　ギ　ャ　ッ　プ　図　　　　　　　　　　　

ＣＳ項目Ｎｏ.

Q17

Q16

Q15

Q14

Q13

Q12

Q10

Q9

Q8

Q7

Q6

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

総平均

11

　　　　　責任者
　　　　　利用者

大不満 不　満 満　足 大満足

0～ 50～ 70～ 80～

Q0 総平均 90.6 79.1

Q1 予約係の対応 90.0 79.3

Q2 立地、交通の便 60.0 69.8

Q3 周辺環境 90.0 77.3

Q4 駐車場 100.0 83.1

Q5 外観、お庭、館内の雰囲気 100.0 81.8

Q6 お部屋の雰囲気、快適性 90.0 79.9

Q7 お部屋からの眺望 100.0 85.7

Q8 お部屋内の設備の充実度 90.0 77.9

Q9 寝具、浴衣の快適さ 90.0 78.4

Q10 お風呂の雰囲気、眺め、お湯 90.0 81.0

Q11 洗い場・脱衣所 90.0 80.4

Q12 お料理、お飲物、献立・品揃え 100.0 80.7

Q13 配膳と下膳のタイミング 90.0 78.9

Q14 従業員の接客態度、身だしなみ 100.0 82.8

Q15 付帯施設・サービスの充実度 90.0 74.3

Q16 苦情・クレームへの対応 80.0 76.7

Q17 ご利用料金 90.0 76.7

責任者 利用者

　　　　　　　　　　　　評　価　ギ　ャ　ッ　プ　図　　　　　　　　　　　

ＣＳ項目Ｎｏ.

11

総平均

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

　　　　　責任者
　　　　　利用者

過小評価過大評価混在 旅館 C（6施設） 

大不満 不　満 満　足 大満足

0～ 50～ 70～ 80～

Q0 総平均 67.1 73.9

Q1 予約係の対応 60.0 79.0

Q2 立地、交通の便 50.0 72.9

Q3 周辺環境 50.0 70.9

Q4 駐車場 90.0 78.0

Q5 外観、お庭、館内の雰囲気 50.0 76.0

Q6 お部屋の雰囲気、快適性 50.0 69.2

Q7 お部屋からの眺望 50.0 58.0

Q8 お部屋内の設備の充実度 50.0 63.8

Q9 寝具、浴衣の快適さ 60.0 70.4

Q10 お風呂の雰囲気、眺め、お湯 100.0 72.1

Q11 洗い場・脱衣所 60.0 71.6

Q12 お料理、お飲物、献立・品揃え 100.0 83.0

Q13 配膳と下膳のタイミング 100.0 83.2

Q14 従業員の接客態度、身だしなみ 100.0 85.2

Q15 付帯施設・サービスの充実度 50.0 66.9

Q16 苦情・クレームへの対応 60.0 78.6

Q17 ご利用料金 60.0 77.7

責任者 利用者

　　　　　　　　　　　　評　価　ギ　ャ　ッ　プ　図　　　　　　　　　　　

ＣＳ項目Ｎｏ.

11

総平均

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

　　　　　責任者
　　　　　利用者
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４）ＥＣＳ調査結果を踏まえた経営プロセスイノベーションの個別報告 

①Ａ施設（秋田県 158 室） 前回調査と比較して著しく評価が低下した項目に関する

考察と今後の対応 
  ②Ｄ施設（長野県 20 室）ECS を活用したイノベーションの取組み    
  ③Ｅ施設（長野県 19 室）CS 数値を指標とした経費削減策 

※参考資料を参照 

 

５）今後の展開（経営プロセスイノベーション会議結果） 

今回の事業に関する実績評価については、参加施設数が当初掲げた 60 施設に及ばず 40
施設になったものの、今後仲間に加わりたい施設も出てきた。ECS 調査結果を踏まえた

経営プロセスイノベーションの個別報告や小グループ別調査結果分析・討議ミーティング

の報告内容からも自発的な経営プロセスイノベーションの成果が伺えた。ECS に取組む

施設の拡大に努め、 終的には 100 軒を目標にする。顧客の期待度・満足度向上に向け

て継続的に取組み､共通ブランドの確立に繋げたい。 
 
①調査結果の分析が CS 向上のためには不可欠で ECS 調査個別説明会は効果的で参加施

設すべてに実施する。また、参加施設の担当者や責任者が一人で調査結果を読み込むの

は困難で、相互啓発型の取組みが NACS の活動の原点であることを十分認識し、ビジ

ネスホテル経営者のように同じ地域のメンバーが集まって月１回程度の勉強会を開く

環境を整備する。（参加施設を 10 グループ程度に分けて、各グループのリーダーを決

めて推進する） 

 
②品質向上委員会において ECS の内容の理解力を高めるため分析方法の学習に加え

ECS と VE 技法(注)を用いた体系的・科学的に利益改善活動に取組む。 
（注）VE 技法 
サービスの「価値」を、それが果たすべき「機能」とそのためにかける「コスト」と

の関係で把握し、 システム化された手順によって生産性の向上をはかる手法である。

部門・サービスラインと業務機能のマトリックスにより細分化（約 1,000 区分程度）

し、CS と費用の効率を検証し、ECS 評価を低下させずにコスト削減を行うことで企

業体質の強化と収益力の増強を実現させる技法。 
 

③協同メディア発行  
ECS 調査で測定された評価点を公表し、消費者の視点による客観的で信頼性の高い情

報で構成された独自のメディアを創造・発行する。本メディアにより、消費者の視点に

よるサービスの提供を能動的に取組んでいることを広くアピールする。 

さらに参加事業者間での｢相互送客｣や「リピート客の取り込み」ができるよう日本では
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じめての新たな集客・販売ツールとしたい。 
 
ア 発行部数 10 万部 
イ 掲載基準 ECS 評価点 総平均値 75 点以上の宿泊施設 

 ・総平均値 80 点以上の特選的な宿 
 ・総平均値 75 点以上 カテゴリー別 「風呂」「料理」「従業員」「料

金（コストパフォーマンスの良い宿）」等 
ウ 掲載エリア 東北、日光・鬼怒川・那須,水上・湯沢・十日町,上州,東京近郊,伊豆・

箱根,北陸,千曲川・長野・野沢,松本・上高地・奥飛騨,飯田・恵那・諏

訪・甲府,愛知・岐阜・三重、福岡を予定 
エ 発行日 2010 年７月１日創刊号発刊予定 
オ 配布先 宿泊客に無料配布 
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■参考資料１：ＥＣＳ調査結果（参加 40 施設中､28 施設の全体集計結果） 

①調査実施概要 

  a.実施期間      平成 21 年 10 月 15 日～平成 22 年 1 月 22 日 

  b.実施機関      株式会社データサイエンス研究所 

  c.実査・分析・報告  株式会社データサイエンス研究所 

  d.調査票配布数    8,750 票 

  e.調査票回収数    2,214 票 

  f.有効回答数     2,089 票 

  g.集計分析対象数   1,775 票  （1 施設 100 票を上限に集計分析） 

    h.調査方法      層化無作為抽出 宿泊施設フロントで配布、後日お客様 
               より着払いの郵送法で回収 

  i.評価尺度      10 点満点 4 段階複合評価尺度 

  j.基礎集計範囲    単純集計（顧客プロフィール、満足度項目） 

             クロス集計（総平均満足度×顧客プロフィール） 

  k.検定        許容誤差及び分布適正への検定は、ランダム集計法 

             及び正規分布、F分布チェック法による 

  l.調査票       別添参考資料 1 参照 

       

②各施設のイノベーション策立案に向けた調査結果の見方 

a.市場全体における顧客プロフィール集計の結果から注目すべきポイントは以下のとおりで

あった。 

 

ア．年代について  

すべての年代のなかで 60 代が中心

層。年齢をターゲットとした営業を

やるのか、否かの判断をすべき。個々

の施設のデータを読む際も、どの年

代が主要顧客かを把握し、主要年代

層に見合ったサービス（料理等）を

考えることが必要。 

 

 

イ.住所について  

お客様の住所データは極めて重要。DM 発送先等で有

効な戦力が可能。(自社データと要比較) 
 
ウ．利用人数について  

2 人のお客様が大半ではあるが 3 人以上のお客様も約

4 割程度いる。利用人数が多いほど一室あたりの単価

も上がる為、3 人以上のお客様に向けたサービス提供

を強化することも利益アップに有効。 
 

   

 b.旅行に対する社会的スキーマ（国内旅行を

する前提となっている経験・知識体系： 

当館利用客について）については、次

のことが観測された。 
 

ア 昨今の旅行は「安・近・短」が人

気のキーワードと言われている

が「便利さ（所要時間、遠近感）」

はかなり強く重視しているとい

う傾向がでた。 
イ 「旅行費用はさほど高くない」に

ついて 実際に旅館に泊まりに来ている人の意見ではあるが、旅行費用を「全

く高くない」と思っている人が 31％もいることがわかった。 

ウ 2 万円以上の宿泊費を支払っている層は旅行費用の負担感を感じていないと

考えられるが、客単価が低い旅館は所得の低い層もターゲットになる為、個々

の旅館の結果に応じた戦略を立てることが重要。 

エ 「大衆的な場所へは行きたくない」と思っている人が 42.1％いる。ありふれ

た場所には行きたくないという傾向や「自然・史跡」に対する旅先期待が強

いことを踏まえて、地域ぐるみで魅力的な観光案内を考えていくことが必要。 
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 (期待度)    (満足度) 

立地              66.7 点  ＜  72.7 点   

外観・館内雰囲気        75.0   ＜  78.8 

従業員             76.6   ＜  80.3      

 

 

 

料金              71.4   ＜  74.8     

部屋               76.8      ＞    75.1 
風呂                            83.4      ＞    80.9 
料理                            81.9      ＞    80.5 
 

                      全くない    強くそうだ    

●人気度・話題性に影響される       36.6％       18.3％ 

（旅番組、有名人の・・・、雑誌の評判） 

●便利さ（所要時間､遠近感）重視     13.7％     

●希少性を追求              16.7％        27.2％     

（失われつつある自然､今しか見れない） 

●旅行費用はさほど高くない        5.3％       

●旅行費用の負担感を感じた        18.8％       12.4％ 

●大衆的な場所へは行きたくない      8.9％       

●さびれた所にはいきたくない      17.1％       

 

c.「当館への期待度（事前）と満足度（事後）の比較」については、以下のことが観測さ

れた。 

 

ア おおむね期待度より満足度が高いが「部屋」「風呂」「料理」については満足度が

下回っていた。 

イ 期待度を上げる為には多少の設備投資や接客・サービスの向上が必要。 

d.顧客区分（お客様のお住まい）別満足度（調査票 Q34 から Q50 までの 17項目平

均）については、次のことが観測された。 

東北と長野で満足度にかなりの差があった。東北地方のお客様の満足度が低い。 

東北の旅館はこの層がターゲットになってくるので満足度を上げる戦略が必要。 

 

（A）男女別満足度 
男性  75.6 点  ＜  女性  77.6 点 

 
（B）エリア別（住所別）満足度  

   
1 長野      79.6 点    (77s) 
2 東京      77.5 点    (253s) 
3 関東      76.8 点    (492s) 
4 北陸・信越   76.3 点    (132s) 
5 東海     75.9 点    (175s) 
6 近畿     75.5 点    (208s) 
7 中国     74.5 点    (23s) 
8 北海道    74.3 点    (24s) 
9 東北     74.1 点    (301s) 
10 九州     73.5 点    (24s) 
※サンプル数が小さなエリアは信頼性が低いので、参考値としてみた

ほうが良い。 
 

e.各旅館別 期待度・満足度 2 時点比較 （2009 年 3 月 VS 2010
年 1 月）前回の調査結果よりも満足度が大幅に下がった旅館は前回調

査との客層の違いを必ず見ること。今後、満足度が下がったことにつ

いて NACS全体でその原因を追究する必要がある。 

35.2％ 

31.0％ 

42.1％ 

43 



 

 
■参考資料２：Ａ施設 

 
前回調査と比較して著しく評価が低下した項目に関する考察と今後の対応 

 
 今回の結果の中で、顧客分布に若干の偏りがある（60 才代が 42％と突出）原因を考えてみる

と、調査票の配布を開始した時期が、紅葉シーズン真っ只中ということもあり、紅葉のツアーで

ご来館いただいたお客様に、多く配布してしまったことが挙げられる。なるべく、顧客属性が偏

らないよう、満遍なく配布するよう指示したのだが、うまくいかなかったようである。以下に、

前回調査と比較して著しく評価が低下した項目に関する考察についてまとめてみたが、評価に差

が出ている理由は、時期や客層の違いによるところが大きいと感じている。それでは、具体的に

一つずつ検証してみたい。 

 

Ｑ１．予約係の対応 前回 78.5 点 → 今回 72.8 点（▲5.7 点） 
推測される要因： 
・専門用語を使いすぎるように見受けられる。 

・一般の人にわかり易いような説明の仕方が必要。 
・一般の方にも伝わるような説明の仕方を工夫しても良いのでは。 

 

・同じやり取りを繰り返している時に、声が高くなったり、声を荒げる口調になる時があるので、

声が聞こえないのか、電話の不具合なのか、声が聞き取れなかったのか？ 

・電話応対が事務的に聞こえる。 

・10月、トップシーズンで、料金が高い為、お客様が不機嫌になるのでは？ 

・季節の情報の伝え方が曖昧で、確実な情報が伝えられなかったのでは？ 

・やはり、お年寄りからの電話が多いので、聞き取れない為に、声のトーンが大きくなる場合が

ある。 

・感謝の言葉が少ない。ありがとうございました、などの電話中の会話の節々にあっても良いの

では？ 

・なかなか電話を取ってくれなかった。電話を待たせ過ぎてしまう。 

・声のトーンが暗い。 初のトーンが暗い。 
今後の対応： 
・専門用語を使わないようにする。 

・会話の所々に感謝の言葉を入れていく。 

・電話で、湯瀬の天気を簡単に伝えてあげるなど、親切さ、優しさを訴える。 

・一般の方に、担当者として、自分の名前を名乗る。 

・なるべく明るく元気なトーンで電話応対をする。 

・以上のことを踏まえてのロールプレイングの実施。 
 

Ｑ12．お料理、お飲物、献立・品揃え 前回 79.2 点 → 今回 73.0 点（▲6.2 点） 
推測される要因： 
・料理が冷たかった、郷土料理が無かった。（朝食） 

・バイキングにて、飲み放題がグループ単位での申し込みであることに対して不満を言われた。 

・観月でのお品書きが無かった。 

・酒を飲む人、飲まない人の料理を出すタイミングが同じであるため、早い、遅いなどのクレー

ムがある。 

・10月のオンシーズンにて、利用料金の割りに、料理が貧相に感じた。 

・10月の繁忙期で、和食膳の後出しが無く、 初に料理をすべて出していた。 

・朝食の品数が少ない。 

・朝食にて、同じ料理を 2 テーブルで提供しており、後半に 1 テーブルにまとめてしまうので、   

後半に来たお客様が、料理が無くなったと勘違いをされているのではないか？ 

・朝食にて、料理台が端になったので、遠くの席のお客様が取りに行く距離が長い。 

・朝食の料理の品切れ時間が長すぎる。 

・朝食会場入り口での、お客様への挨拶が無いのではないか。 

44 



 

・また、スタッフが会場入り口に居ないことが多い。 

・朝食がスタートした時点から、スタッフが朝食を食べに行くので、忙しい時は、効率が悪いよ

うに感じる。 

・お客様の出発時間が重なることでの、朝食会場の混雑が原因ではないか。 

今後の対応： 

・料理を切らさないようにする。 

・バイキング会場での、お品書きに、もう一つコメントするなどの工夫をする。 

・朝食会場の入り口に案内スタッフを常駐できるようにする。 

・リーダーからの、インカムでの指示を徹底する。 

・スタッフの持ち場、役割をもう一度見直す。 

・10月オンシーズン、高料金のお客様に対して、地元の食材を使用した料理を充実させる。 

・遠方から来るお客様へ関東膳（郷土色の強いお膳）を提供する。 

 

Ｑ13．配膳と下膳のタイミング 前回 80.4 点 → 今回 74.1 点（▲6.3 点） 

推測される要因： 

・観月にて、次に来る料理がお客様に伝わっていない。 

・観月、宴会場にて、料理を出しながら、下膳を行うのが良くない。 

・料理と、下げた食器が一緒のお盆に載っている。 

・バイキングの食器を下げない、また下げる際のお客様への声掛けが足りない。 

・バイキングにて、お客様が料理を取りに行っている際に、お膳を下げられてしまう。 

・繁忙期のため、配膳が早すぎる為、料理が冷めてしまう。 

・募集のお客様は、積極的な下膳を希望するのではないか。 

今後の対応： 

・下膳、配膳時、お客様への声掛けを徹底する。飲み物案内や、次の料理の説明をする。 

・スタッフの動きをコントロールするリーダーを配置する。 

・温かいものは、温かいうちに、冷たいものは冷たく召し上がって頂く工夫をする。 

・できる限りの、後出し料理の提供をする。 

 

Ｑ16．苦情・クレームへの対応 前回 80.3 点 → 今回 74.1 点（▲6.2 点） 

推測される要因： 

・会場内でのクレームに対して、言葉が足りなかった。 

・クレームに対しての対応が遅かった、時間がかかった、無かった、言い訳をされた。 

・クレームに対しての、お詫びの気持ちが足りない、事務的だったのではないか。 

今後の対応： 

・誠意を持って、お詫びの言葉を 優先にする。 

・クレーム対応時の場所を変える、人を変える。 

・一番 初にクレームを言われた人は、きちんと内容を理解し、後に伝えるようにする。 

・クレーム内容を回りに伝え、同じクレームを出さないように注意する。 

・以上のことを踏まえての、クレーム対応のロールプレイングをする。 

 

Ｑ17．ご利用料金 前回 81.8 点 → 今回 70.1 点（▲11.7 点） 

推測される要因： 

・利用料金に見合ったサービス・料理が提供できていない。 

・募集団体に関して、自社料金とエージェント料金のギャップの差。 

・オンシーズンの料金アップが高すぎるのか？ 

・客室定員の 4 名～6名料金に比べ、2 名～3名料金が高すぎるのでは？ 

・オンシーズンは極端に料金が高いのでは？ 

・お客様の満足の違いがあるのでは？ 

・飲み物料金が高いのではないか？ 

・部屋の冷蔵庫料金が高いのではないか？ 
今後の対応： 

・サービスの充実、サービスレベルの向上。 

・料金にあわせて、サービス内容を変えていく。 

 

まとめ 

 今回の調査結果だけでは、見逃してしまったかもしれない部分が、前回の調査結果と比較する

ことにより浮かび上がり、対策を講じることができた。引き続き、満足度クロス表を活用し、各

項目の評価を更に掘り下げてゆき、これまで見えていなかったお客様のニーズを捉えたい。今後

も継続して ECS 調査を実施することで、サービスの運営方法を変更した際など、評価の変化を

読み取り、CS の向上に結びつけてゆきたい。 
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■参考資料３：Ｄ施設 

 

ＥＣＳ調査を活用したイノベーションの取組みについて 

 

Ｄ施設は NACS 発足以前から満足度に取組んできたが前回の調査では満足度を大きく落として

しまった。その為、今回の調査は前回の調査結果を踏まえ、社内で徹底的に問題点を検討し、改

善した上で臨むことにした。 

満足度が下がってしまった一番の原因として考えられたのが客層の変化だ。前回の調査時、新

規顧客開拓と稼働率向上のために添乗員用として使っていた部屋を利用し、 低料金が一泊

8,000円の低価格お試しプランをインターネットで売り出した。この新プランにより、宿泊稼働

率は大幅にアップした。  

しかし、あらかじめインターネットの情報からお部屋の条件等を確認し、納得した上で御予約

頂いたはずのお客様の CS 評価点が他のお客様と比べて著しく低い。また、同プランを利用した

お客様が宿泊後にインターネット上にクレームを書き込むケースも多く見られた。これらのお客

様の低評価が全体の平均点を引き下げたのではないだろうか。 

その他にもそれまで 13 品を出すことに命を掛けていた料理を昨年の 9 月から品質を落とさずに

9 品に変更した。前述のお試しプランのインターネット販売も止め、10 月から本調査により検証

した。 

問題点を社内で検討し、改善した結果、満足度の総平均点も若干回復し、品数を減らした料理

項目でも点数の回復が見られた。料理の材料費コストダウンにも繋がった。従業員が 2 名減った

にもかかわらず、提供する料理品数の減に伴う配膳の効率性が高まり、配膳下膳のタイミングに

関する満足度も上げることができた。 

Ｄ施設は現在 73.8 点の為、日本版ルレ・エ・シャトー(仮称)には載せられない点数だがまだ

まだま満足度の伸び代を感じている。今後も切磋琢磨しながら課題に取組み、互いに成長してい

ける仲間作りを続けていきながら、ECSを活用し経営・利益改善を実現させたい。 

 

＊満足度総平均点 

2009 年 3 月 70.8 点 → 2010 年 1 月調査 73.8 点 
＊お料理、お飲物、献立・品揃え 

2009 年 3 月 71.4 点 → 2010 年 1 月調査 79.4 点 
＊配膳と下膳のタイミング 

2009 年 3 月 75.3 点 → 2010 年 1 月調査 79.0 点 

＊前回との比較 満足度評価点アップ項目      ＊前回の満足度評価点ダウン項目           

・ 予約係の対応                 ・ お部屋の雰囲気、快適性 
・ 立地、交通の便 

・ 周辺環境 
・ 駐車場 

・ 外観、お庭、館内の雰囲気 
・ お部屋からの眺望 

・ お部屋内の設備の充実度 
・ 寝具、浴衣の快適さ 

・ お風呂の雰囲気、眺め、お湯 
・ 洗い場・脱衣場 

・ お料理、お飲物、献立・品揃え 
・ 配膳と下膳のタイミング 

・ 従業員の接客態度、身だしなみ 
・ 付帯施設・サービスの充実度 

・ 苦情・クレームへの対応 
・ ご利用料金 

 
設問項目（全 17 問中）で「お部屋の雰囲気、快適性」以外の全ての項目において満足度評価

点を上げる事が出来た。 
 

■参考資料４：Ｅ施設 

ＣＳ数値を指標とした経費削減策 

 
団体客や小グループの客層が減少し、個人客層や高年齢の客層の増加が、今後顕著となってく

る中、客室稼働率は維持できるものの定員稼働率は益々低下していくことが予想される。旅館に

求められるサービスはより個に応じた繊細なサービスが要求されるが、定員稼働率低下に伴う売

上額減少も起こり、サービスの充実と経費の削減という相反する目標をともに達成させていくこ

とが、環境不況といわれるこれからの時代を生きぬいて行くためには必須である。弊社ではＣＳ

数値を指標にしながら、効果的な経費削減を行なうための施策を以下のように考えている。
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○客室数の削減 
現在、19 部屋ある客室の中で稼働率が低く、比較的ＣＳ数値が低い客室を閉鎖し、ＣＳ

数値の高い個室露天風呂付客室、次の間付客室を中心に販売していく。 
▲弊社の一間タイプの客室は、２万円台の宿泊料金の割には、客室の狭さや暗さ、使い勝

手が悪く、旅館全体のＣＳ数値を下げる要因ともなっている客室である。それらの客室を販

売するために、団体専門の旅行業者に売り込みを行なったり、宿泊単価を下げたりするなど

の営業努力を行なっている。 
▲一間タイプのＣＳ数値を上げようと、これまで客室改装やアメニティーの充実などを行

なってきたが、いくら経費をかけてもＣＳ数値が劇的に向上することはなかった。 
▲現状、一間タイプでのクレームを避けるため、上位タイプの客室が開いている場合は、

無償でのグレードアップなどを行なっている。 
▲一間タイプの営業活動に力を入れるあまり、上位タイプを販売するための営業活動が行

なわれていなかった。（黙っていても売れる部屋のため） 
▲客室のＣＳ数値をフォローする意味での、他サービスへの負荷がかかっている。 
↓ 
 ・一間タイプ８部屋中、ＣＳ数値の低い５部屋を閉鎖する。 
 ・閉鎖した客室は、上位タイプのコネクティングルームとして、会席場や次の間とし

て使用していただき、上位タイプのＣＳ数値の向上を図り、年間客室稼働率を上げ

る。 
 ・閉鎖した５部屋は繁忙期のみ客室として開放する。 
 ・従来まで一間タイプをご愛用いただいていた会員客などには、特別価格で販売を継

続させていったり、上位タイプへの移行を行なっていく。 
 ・上位タイプの客室稼働率を、現在の年間客室稼働率の１５％アップを目標としていく。 
 
○経費の削減 
 客室数減に伴う経費削減策を実施する。 

・週末や繁忙期を中心として稼働した一間タイプの客室を維持するために、平日や閑散期も

社員をかかえていたり、外注業者に年間契約で清掃委託を行なっている。客室数を減少さ

せることにより、外注業者への委託清掃を社員に切り替えていく。（外注費の経費削減） 
・次の間タイプの客室は３万円以上の宿泊単価であるが、実際には次の間を積極的に使用さ

れている方は少ないため、次の間に和式のベッドを設置し高年齢層の顧客へのＣＳ数値向

上を図る。また、客室セットの際に、ベッドメイキングまで完了してしまうため、これま

で行なっていた布団敷き業務が簡略化され、人件費のコスト削減につながる。 
・フロントスタッフが清掃を兼任することにより、従来までのチャックイン、チェッ

クアウト時のフロントスタッフによるサービス提供を、すべて仲居によるサービス

提供とする。 
  ～具体的な方法～ 

＊従来、チェックイン時のウェルカムドリンクをロビーでフロントスタッフが提供して

いたものを仲居の客室提供とする。また、チェックアウト時の清算も仲居による客室

清算とすることにより、フロントレスのサービス提供を行なう。 
＊客室からフロントへの内線による問合せなどは、それぞれの仲居が持つＰＤＡ端末へ

直通となるようにすることにより、顧客と担当する仲居がダイレクトにコミュニケー

ションが取れるようにしたり、フロントスタッフが顧客からの要望を仲居に伝言する

過程をカットすることにより、フロントレスのサービス提供を可能とする。 
・団体客層やグループ客層を積極的に取り込まないことにより、より積極的な個人客

への訴求を行なうようにする。従来まで団体客層などの集客の窓口となっていた東

京・名古屋・大阪に設置していた案内所をカットするとともに、各旅行業者への販

売商品は富裕層向けの個人客対象の商品展開へと切り替えていくことにより、旅行

業者への販売手数料の削減を図る。 
ＣＳ数値を指標とした経費削減 
旅館での経費削減を行なう上で、一番怖いことはＣＳ数値の低下である。経費を削減す

るあまりにサービスが陳腐化し、客離れや客層の変化が起こることはサービス業にとって致

命的な結果である。しかし、ＣＳ数値の低下を恐れるあまり、これまで私たちは旅館からの

一方的な付加価値サービスを提供し続け、中には顧客から望まれていないサービスもいくつ

か含まれているものの、それらのサービスを削減することができずにいた。本来「付加価値」

とは、旅館としての機能に付加される機能（サービス）のことであり、そこには旅館として

の意図的な戦略が必要である。 
弊社での経費削減を実現させていく上で大切なことは、本当に顧客から望まれているサ

ービスをそのままに、望まれていないサービスは削減していくということである。ＣＳ調査

並びにＥＣＳ調査で導き出された数値は、これまで「お客様は望まれていると思う」「満足

している気がする」と言った感覚的な評価を、具体的な数値化としたものである。大胆なサ

ービス提供の在り方の変更や、経費削減を実行していく上では、このＣＳ数値を常に監視し

ながら、必要とされていないサービスや、費用対効果の低いサービスを削減し、新たなサー

ビスの提供を行なっていくことが必要だと考える。
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■参考資料５：調査票 
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