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お 客さまへ のまごころ

人財育成

CS向上のため、スタッフに対し商品研修や
ハートフル10研修を実施しています。

お客さまに喜ばれる本物の接客をめざして
ハートフル10活動を徹底しています。

当社ではお客さまに満足いただける商品説明力やおも

当社は、お客さまへの心からのおもてなしを全店舗に徹

てなしを徹底させるため、販売スタッフ対象の商品研修

底させるため、ハートフル10活動を実施しています。ハー

やCS推進部が講師として各店舗に出向き、ハートフル

トフル10とは、
「お客様への3つのお約束（※7）」のひと

10研修を年間を通して数多く実施し営業店をサポートし

つ「どこよりも 笑顔ともてなしの あふれるジョーシン！」

ています。

を実現するために必要な重点ポイント（ 10項目）を、全
お客さまへのまごころ

店 舗で実 践するための活 動です。各 店 舗のハートフル
10推進担当者を中心に、入店からお帰りまでのおもてな
しを徹底しています。その一環としてＣＳ推進部が講師
として各店舗に出向き、ハートフル１０研修を年間を通
して数多く実施し営業店をサポートしています。また、外
部機関によるモニター調査を実施して、ハートフル10の
エアコン基礎工事体験研修

ジョーシングループ行動規範に従い
お客さまへの取り組みを進めています。

資格取得を通じ、専門知識豊富な従業員を
積極的に養成しています。

技術系従業員の資格取得のための、
自主学習システムや配送設置技術の
研修施設「トレーニングハウス」。
アフターサービス等を担当する従業員の技術知識力向

当 社 のお 客さまへ の C S R 活 動 は「ジョーシングル ープ

「家電製品アドバイザー」
（※1）は、家電の販売・営業及び接客

上と資格取得学習をサポートするため、各自のパソコン

行動規範：お客さまに対する行動」を柱に、安心・安全な

のプロとして、商品選択、不具合対応、廃棄等について消費者

に問題･解説解答を配信する自主学習システムを運用し

製品、サービスの実現や適切な情報提供など幅広く行っ

に的確な助言ができる知識・技能があると認定された人に付与

ています。

される資格です。また｢家電エンジニア｣（※1）は家電のセット

また、技術系社員を対象にした各種技術研修や配送社

なお、2014年6月からは、ホス

員対象の実務研修も多数行っています。配送設置技術

ピタリティマインド（おもてなし

ています。
●商品・サービスの選定基準
・お客さまの安全性を最優先して取り扱う商品・サービスを選定する。
・お客さまの望む商品・サービスをどこよりも早く展開する。
・市場価格を敏感にとらえ、値頃感のある価格で提供する。

●宣伝・広告等に関する方針
・法を遵守し、紛らわしい表現等に注意して、適正表示に努める。
・お客さまに分かりやすく役に立つ宣伝・広告物、掲示物づくりに努める。
・パブリシティ権や肖像権、著作権、商標権等を侵害しないように注意する。

●まごころサービス活動の推進
・お客さまの基本的人権を尊重する。
・笑顔ともてなしで地域No.1の『まごころサービス』に努める。
・商品・店舗のクリンリネスに努め、快適な環境を維持する。
・お客さまに分かりやすい売場・コーナー・POP類づくりに努める。
・
『専門店』
としての商品知識および提案力アップに努める。
・お客さまからの問い合わせ等には誠実に対応する。
・お客さまの声を真摯に受けとめ、日常業務に反映させる。

●安全性の確保
・お客さまの安全確保を最優先に建物・駐車場を造り、維持する。
・障がい者や高齢者に配慮したバリアフリーな店舗づくりを推進する。
・
「お客さま重視」
「製品安全の確保」を基本方針に、製品事故防止に努める。
・地震、火災等が発生した場合の対応ルールを定め、全従業員に周知する。

アップ、
トラブル対応のプロフェッショナルと認定された人に付
与される資格です。
「スマートマスター」
（※1）は、住まいや住
宅設備の構造・性能、省エネ管理等に関する技術や商品動向
を理解し、横断的な知識をもって消費者のニーズに合った「ス
マートハウス」の構築を支援する資格です。
（※2）2017年10
月より、当社の役職登用にあたっては、家電製品アドバイザー
資格(または家電製品エンジニア資格)とスマートマスター資格

の習得を目的として、技術研修センター内に開設した「ト

の心）の醸成を目的に、ジョーシ

レーニングハウス」は、物品搬入訓練用家屋構造の独自

ン の 店 舗で 実 際 に実 践されて

性が認められ 、2012年4月に特許を取得いたしました。

いるホスピタリティの実例をCS

ジョーシンサービス
（株）社員 技術資格取得状況（※5）

ティ実 例 集 』として全 店 に配 信

推 進 部 がまとめ 、
『 ホ スピタリ
2020年5月31日現在

の保有を義務付けています。当社は、専門知識豊富な従業員

資格名称

の養成によって、お客さまに、
より一層の安心とご満足を提供で

家電製品アドバイザー（AV情報家電）

338名

きる
『幸せ提供業』
を目指してまいります。

家電製品アドバイザー（生活家電）

337名

家電製品エンジニア
（AV情報家電）

161名

家電製品エンジニア
（生活家電）

168名

スマートマスター

278名

電気工事士（※6）

217名（※6）

工事担任者

302名

奨励資格と保有資格数
資格名称
スマートマスター
家電製品アドバイザー（AV情報家電･生活家電)
家電製品エンジニア
（AV情報家電･生活家電)
電気工事士
工事担任者
衛生管理者
フォトマスター(1級～3級）
（※3）

2020年5月31日現在

保有資格数
1,795 名
5,530 名
391 名
288 名
319 名
149 名
1,831 名

※ジョーシングループ計。延べ数。役員・スマイルパートナー（※4）
・嘱託を含む（顧問・契約社員除く）
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実践度をチェックし、改善につなげています。

ハートフル10研修

※1「家電製品アドバイザー」
「スマートマスター」は、一般財団法人 家電製品協会が認定する資格です。
なお、2019年5月31日現在、当社の205店舗と24サービスセンターが「スマートマスターがいるお店」
として家電製品協会のホームページに公開されています。
※2 当社はスマートマスター育成への積極的な取組みによって
「スマートハウス」の普及に貢献したことが評価され、2018年5月、一般財団法人 家電製品協会から
表彰を受けました。
※3「フォトマスター」
とは、写真とカメラの知識や技能を問う検定試験の合格者に対し、公益財団法人 国際文化カレッジが認定する資格です。
※4 スマイルパートナーとは、パートタイマーの社内愛称です。

その他の技術資格取得

取得者数

1,150名

し、各店の従業員がいつでも閲
覧できるようにしています。

ポイント
スマイル指数100％の達成をめざして。
ハートフル10活動における最重要ポイントは「笑顔」。
毎月、各店にて従業員一人ひとりの笑顔実践度を4段階
でランク付けして、店のスマイル指数を算出しています。
全店が最終目標である「スマイル指数100％」をめざし
て、スマイルアップに取り組んでいます。

※5 ジョーシンサービス
（株）社員合計504名のなかで当該資格を取得している社員数です。
（複数の資格取得者有）
※6 工事協力会社を含むグループ全体の電気工事士資格保有者数は、3,214名です。
（2020年5月31日現在）
※7「お客様への3つのお約束」はP5をご覧ください。

最新情報は
こちら
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体制整備

商品の「安心」
「安全」を確保するための体制を確立しています。

けするため、万全の体制で取り組んでいます。販売商品に不

供するだけでなく、販売・アフターサービスの際に家電製品の

具合が発生した場合には、下図のようなフローで迅速な情報

「安全で正しい使い方」を説明できる担当者を多数養成して

提供に努めています。製品の不具合情報はデータベース化し

います。また取扱商品の安全性を確かなものとするため、仕

全社で共有。不具合製品と部品・消耗品を関連づけられる

入先様（ 470社）
と
「製品の安全性に関する覚書」を締結。商

データベースに改良し、部品・消耗品の購入者データからも

品は仕入担当者が独自の「製品安全基準評価シート」
で評価

製品の不具合情報を提供できる体制を構築しています。

メーカー様

意見・要望

情報提供

不具合発生

安心・安全をお届けするジョーシンの対応フロー

ホームページ
および
新聞等で公表

お知らせはがきの送付（※2）

上新電機（株）
商品部
不具合の
お問い合わせ

ジョーシンカード
会員様 他

訪問点検・修理（※2）

ジョーシン
サービス
（株）

不具合解決プログラムの送付（※2）

ジョーシン
店舗

当社ホームページで告知

消費者への安全情報提供

該当商品購入のジョーシンカード会員情報等を抽出
（Joshin web、法人営業部でのご購入含む）

上新電機（株） 情報システム部

の売場にはさまざまな工夫がされています。その活動の中

①当
 社が販売したすべてのお客さまの購入履歴情報を対
象として検索。
（ジョーシンカード情報 他）
② 購入者に対しダイレクトメールによる注意喚起、
リコー
ルへの協力要請。
③ メーカーからの要請で購入者に電話でお知らせし、訪
問点検・修理を実施。
④ 部 品・消耗品の購入者データから、使用製品が特定で
きる場合は、他社で購入された製品であってもメーカー
に連絡しリコール対応に協力。
⑤ 部品・消耗品の問い合わせで来店された場合、該当す
る製品にメーカーからリコール情報が発信されていれ
ば、その場でお知らせする。

の店舗の担当商品責任者として、売場責任者とともに日々売
上・在庫データを分析・情報共有し、お客さまに「感動のある
商品提案」ができるように、売場を進化させ続けています。

すべてはお客さまの安心のために。
個人情報保護を積極的に取り組んでいます。

1,331,097

1,300,000

累計

1,200,000

単年度

1,084,927

1,100,000

1,049,827

1,000,000

準で構築されたサーバーで一元管理しております。プライバ

を策定（PLAN ）
し、各部門で実行に移します（DO ）。計画

シーマーク取得企業としての高いコンプライアンス基準をク

の進捗状況を「コンプライアンス監査部署」が監査してい

リアした運用体制を構築し、個人情報に対して安心いただけ

ます（CHECK ）。抽出された問題点は「コンプライアンス・

る体制を整備しています。1989年6月から全国共通の会員

プロジェクト」で改善策を検討、
「CSR委員会」に答申し、

制度を導入し、今もなお多様化するお客さまの購入動向と、

新たな計画、実行につなげています（ACT ）。
「コンプライ

潜在的なニーズを感知し、会員様へ迅速で的確な各種サー

アンス・プロジェクト」は、各部門（※4）からプロジェクトメ

ビスの提供や、責任のあるアフターサービスなどを可能に

ンバーを選出し、個人情報の収集から利用・保管・廃棄ま

しています。店舗とwebでの会員さま情報も同一のプラット

で運用ルールを細かく定め、全従業員が確実に実践でき

フォームで管理を行い、オムニチャネルにも対応した企業体

るよう推進しています。また店長自身が個人情報保護推進

制を構築することで、お客さまの利便性を高めながら、ポイ

リーダーになり、スタッフの教育、指導を行っています。

ント制度の導入で、会員様への顧客満足度を高めています。
また、当社は各販売店でのジョーシンカード会員以外に、イ
ンターネットモール、法人向け販売など、多数の販売ルート
を保持しています。これらのご購入者情報を管理できる独

700,000

228,859
（138,883）

600,000

200,000

個人情報保護
統括責任者

（取締役経営管理本部長）

89,976
（64,493）
25,483
（25,483）

200,000

個人情報保護責任者

696,206
571,141

482,726

500,000

300,000

250,000

824,025

400,741
（171,882）

800,000

400,000

コンプライアンス
監査部署

自のシステム構築により、1974年以降のご購入者情報
（累
個人情報保護推進事務局
（CSR推進室）

931,146

900,000

（139,206）
（127,819） （118,681）
（107,121）
（106,964）
（92,420）

（32,645）

コンプライアンス・
プロジェクト（※4）

100,000

個人情報保護
推進リーダー

50,000

（35,100）

100,000

（16,240）

0

CSR委員会

（全部門の部門長）

150,000

603,786

（88,415）
（81,985）

きめ細やかな会員制度サービスによる顧客満足度の向上と
高セキュリティ基準による管理体制との両立を実施しています。

推進しています。
「CSR委員会」で個人情報保護推進計画

（件）
年間実績数
300,000

1,191,891

全員感動接客の推進

当社をご利用いただく会員様の情報は、高いセキュリティ基

社長執行役員

1,347,337

各店舗のSMD
快適な
「お買い場」
づくり

当社グループは、個人情報保護マネジメント・システムを

※ この他にも多数の不具合対応DMを発送しています。
累計（件）

各店の売場責任者

めに、毎日綿密なチェックをしています。さらに、SMDはそ

リコール対応（メーカー重大事故）DM発送・点検修理実施件数

1,400,000

モバイル・
エンターテインメント
コミュニケーション

心にいるのが「SMD 」
（ ※3）
と呼ばれる従業員です。SMD
は、
“見やすく”
“分かりやすく”
“感動のある”売場づくりのた

個人情報保護推進体制

メーカーがリコールを行った場合の当社の主な対応手順

季節・生活
AV
情報機器
（白物家電） （映像・音響）

お客さまへのまごころ

はお客さまが安心してご使用いただける商品やサービスを提

不具合情報の提供

SV
（スーパーバイザー）

お客さま
からの情報
実施結果報告

した上で仕入を決定するなど、お客さまに安全な商品をお届

経済産業省

商品部

お客さまにとって感動のある商品提案ができるように、当社

家電製品の誤った使い方による事故を防止するため、当社で

NITE
（製品評価技術基盤機構）

SMD活動体制
商品研修
メッセージ発信
展示ツールの提供ほか

SV（スーパーバイザー）との連携で
どこよりも感動のある売場づくりを
店舗SMD（ストア・マーチャンダイザー）が推進しています。

（店長・課長）

0

計12億8,900万件超）
データの管理・抽出をスムーズに行
えます。
購入者履歴データベースシステム
ジョーシンカード会員

インターネット販売履歴

法人職域販売履歴

販売（お届け）履歴

ご購入手続きの都度、
お客さま個人情報を最新の状態にメンテナンス

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

お客さまの「困った！」に即答。
「 お使い製品便利帳」でかんたんに検索できます。
「お使い製品便利帳」は、型番さえわかれば、適合する部品・

タベースには、約218万件の製品情報・関連情報を搭載。他

消耗品などの参考価格、商品情報から製品の不具合情報ま

社PB商品など、当社では取り扱っていない製品の不具合情

でが、パソコン端末や従業員が携帯するPDA端末から簡単

報までお客さまにご案内できるようにしています（※1）。

に引き出せるシステムです。この「お使い製品便利帳」のデー

※1 データをとり始めた2002年10月には1日平均750回の利用でしたが、現在（2019年）は、1日平均3,900回前後の利用水準になっています。
※2 これらのサービスにはお客さまのご連絡先が必要になりますので、情報を登録いただいているお客さまが対象になります。
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販売促進部
CRMグループ 課長
（コンプライアンス・プロジェクト）

辻村 仁

弊社では、お客さまとの絆を深めるツールとして、会員証（ジョーシンカード）を発行させていただいております。
多くのお客さまからお預かりした個人情報は、
メーカーからの商品リコールのご案内や、長期修理保証
サービスへのご入会手続き、商品の配達からアフターサービスに至るまで、
ワンストップで会員サービスを
ご提供させていただいております。また、
クロスメディアツールとしてスマートフォンアプリによるデジタル
会員証をリリースするなど、常に利便性を高める努力をしております。
だからこそ、お客さまの個人情報の取り扱い、情報セキュリティに関しては最重要項目として、お客さまか
ら信頼が得られるよう万全な体制で取り組んでおります。

※3 Store Merchandiser（ストア・マーチャンダイザー）の略称です。
※4 情報システム部・営業統轄部・関西営業部・J-web営業部・法人営業部・販売促進部・総務部・ジョーシンサービス
（株）から選出されたメンバーで構成。
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経営戦略

実店舗との連動性を高めたインターネットショップを開設しています。
店舗へ行きたいが、忙しくて行く余裕がない。店舗には置いていない
商品のことを調べたい。このようなお客さまのニーズにお応えしたい
との思いから、インターネットショップ「Joshin webショップ（PC/ス
マートフォン）
」
を開設しています。
「Joshin webショップ」
では現在、
国内最大級の家電、模型・玩具、音楽・映像ソフト、日用品、医薬品な

ど30万超アイテムを品揃えし、全国より受注・配送を承っております。
また、
自社サイトに加え、
「 楽天市場」
「 Yahoo!ショッピング」
「 dショッ
ピング」
「 Amazon」
「 au PAY マーケット」の5つのネットショッピング
モールにも出店。各サイトで、豊富な商品の品揃え、売上、お客さまか
らのご支持・ご満足度等、高く評価されています。
ネットショッピングモール出店先一覧
2020年5月31日現在

楽天市場
Yahoo!ショッピング（PayPayモール）
dショッピング
Amazon
au PAY マーケット

販売スタッフが携帯するPDA端末は、販売支援メニューが充実し
ており、自店舗に在庫のない商品についても、商品画像やスペッ
ク、価格、在庫情報を表示することが可能です。お客さまに商品画
面を確認いただきながらご説明でき、ご購入の受付や配送日数
までご案内できます。また、家電・情報機器の詳細仕様や適合部
品は、種類が多いため、今まではバック
ヤードで調べたり、メーカーへの問い
合わせを行うなど、お客さまをお待た
せする場合もありましたが、その場で
PDA端末を用いて「お使い製品便利
帳」でお調べすることが可能ですので、
お客さまをお待たせすることなくご案
PDA端末で商品画像やスペックを
内することができるようになりました。 お客さまにお見せしながらご説明

お客さまの利便性を高めるため新システム
「タッチde商品えらび」を導入しています。
一部の店舗には、お客さま自身で商品検索ができる「タッチde
商品えらび 」
というタブレット型端末を設置しています。この端
末の画面から、店頭で取り扱っていない商品を調べたり比較す
ることが可能で、お客さまの商品選びをサポートします。ご希望
に合った商品がみつかり、その場で購入ボタンを押すと、明細が
出力され 、お客さまがレジへお持ち
いただくだけで、商品をご購入でき
ます。物 流 センターに在 庫 があれ
ば、最短翌日にお届けが可能となり
ます。
本端末は、2016年4月から店舗で
の設置を開始し、2020年5月15日
現在143店舗に設置しています。 「タッチde商品えらび」端末

お客さまへのまごころ

スマートフォン
サイト

PDA端末を有効利用してお客さまのご要望に
迅速に応えていきます。

web上で、社員による商品の「試用レポート」や「スタッフブログ」を掲載しています。
「Joshin webショップ」には、担当者が実際に試用してその使い勝手
や、長所・短所を解説した「試用レポート」のコーナーがあります。こ
こではPC関連商品、AV関連商品、家電商品ごとに常時300アイテム
以上の商品レポートを動画もまじえ掲載しています。メーカーからの
情報だけでなく、
ジョーシンの従業員がお客さまの立場にたった客観
的な情報提供をしていくことで、お客さまの商品選びに貢献していき

お客さまにとっての「便利でお得」を追求しています。

たい、
と考えています。また、カタログ
では得られない情報や、商品にまつわ
る話をJoshin web担当者が紹介する
「スタッフブログ」
も開設しています。

お客さまの商品選びをサポートし、お買い物の便利さを向上させ
るため、ジョーシンアプリ
（※2）がポイントカードとして使えるデ
ジタル 会 員 証 や 、商 品バーコード使 用による商 品 選 び がより便
利になりました。また、ジョーシンクレジットカード会員さまには、

2019年度「Joshin web 」が各出店サイトにてさまざまな賞を受賞しました。

〈当社のクロスメディア戦略〉

家電、パソコン、ホビーなど、豊富な商品の品揃え、売上、お客さまからのご支持･満足度が評
価され、
「Joshin web 」が出店している国内有数のネットショッピングモール「楽天」
「Yahoo!
ショッピング」
（
「PayPayモール」
）
、
「au PAY マーケット」
の3社より、栄えある賞を受賞しました。
Yahoo!ショッピング
ベストストアアワード2019

楽天市場
ショップ･オブ･ザ･イヤー2019

Yahoo!ショッピング及びPayPayモールに出店中の
約80万のストアの中から、お客さまからの評価、売上
などを指標とし、優秀な成績を収めたストアに贈られ
る「Yahoo!ベストストアアワード」において、Joshin
webが総合部門で2位に、
また他3部門において部門
賞を受賞しました。

4万点以上の楽天市場の中からお客さまによる得票
数、本年度の売上、注文件数、売上の成長率、お客さま
対応などから、最も秀でたショップに授与される
「楽天
ショップ･オブ･ザ･イヤー2019」においてJoshin web
CD/DVD店が、CD・DVD・本部門においてジャンル賞
を受賞しました。

「Joshin web ｣の受賞内容
● 総合
● パソコン、周辺機器部門
● ゲーム、おもちゃ部門
● ソフト部門

第2位
第2位
第1位
第1位

デジタル会員証
テレビ
CM

「au PAY マーケット BEST SHOP AWARD 2019」
で
家電カテゴリー賞を受賞しました。

「Joshin web 」の受賞内容
● 家電カテゴリー賞

〈ネットで注文、店舗受け取りサービスの仕組み〉

QR

②メールで注文確認

③メールで手配完了連絡

④ご来店

⑤多彩な決済方法で
お支払い、商品お受取り

⑥商品お持ち帰り、
送料も不要

※サービス対象店舗など、
くわしくはこちらから。

ポイントの
付加及び行使

チラシ

ジョーシンアプリ（※2）

二次元バーコードを用いた
お買い得情報の発信

（スマートフォン）

ダイレクト
メール

2019年6月より、時間を気にせずネットでご注文頂いた商品を帰り道や自宅近くの店舗で受け取れ、店舗ならではの多彩なお支払いプランに
対応できる新しいサービスとして
「ネットで注文、店舗受取サービス」
も実施しています。
（※1）
また、店頭に商品在庫がない場合でも、各種端末
を使用してJoshin webの商品在庫からご購入いただけます。

①ご自宅からネットでご注文

ご利用いただけるお支払い方法
店

au PAY マーケット
BEST SHOP AWARD 2019

「Joshin web 」の受賞内容
● CD・DVD・本ジャンル ジャンル賞

従来からの長期無料保証や期間限定の代金ご請求時割引セー
ルなど、ご購入からアフターサービスまでをトータルにサポート。
ジョーシンクレジットカード以外にも、スマホ決済や電子マネーに
も対応し、更なる利便性の向上を目指します。

会員さまへの
お買い得情報、
クーポンの発信

舗

Joshin webショップ

◯

各種クレジットカード

◯

◯

電子マネー

△（※ア）

◯

スマホ決済

△（※イ）

ー

コンビニ決済

◯

◯

デビットカード

ー

◯

ギフトカード

◯

共通ポイント
Joshin web

ご確認ホームページ

※い ずれも、一部お取
り扱いできないもの
もございます。詳し
くはホームページに
てご確認ください。
※ア J o s h i n w e b
ショップ の 電 子
マ ネ ー は「 楽 天
E d y（ エ ディ）」
「 nanaco 」のみ
となります。
※イ J o s h i n w e b
ショッ プ の ウ ォ
レ ット 決 済 は
「 LINE Pay 」の
みとなります。

省エネ型給湯器・水回り住宅設備機器を中心としたリフォーム事業。
住宅リフォームの中でも、バス・キッチン・トイレ・洗面などの水回
り住宅設備は、国内の住宅ストック数が約6,000万戸と推定され
る現在、多くの需要が見込まれますが、
「 安心して任せられる業者
がわからない」や「工事価格が不透明」
といった不安材料から、そ
の需要は顕在化していないのが実状です。そこで当社は「 製品・
標準工事・解体撤去すべて込み価格」で価格を明確にし、
「製品・
工事10年保証 」
「 24時間コールサービス」
（※3）
「 水まわりレス

キューサービス」
（ ※4）で安心を提供することで需要を顕在化し、
事業の拡大を図っております。
中でもトイレリフォームについてはトイレの使用水量に規制がな
い日本国内では、一般家庭の中で風呂や炊事と並んで使用水量
が多いことから、より環境にやさしい節水型トイレ（※5）を提案し
ております。

〈店舗のショッピング環境が進化〉

または
店頭に商品在庫がない！

※1 一部未導入の店舗もございます。

27

従業員のPDA端末より発注し、
そのまま購入手続きへ。

専用端末（タッチde商品えらび）で発注し、
プリントされた用紙をカウンターへ。
そのまま購入手続き。

最短で翌日配送を実現。

進化する「幸せ提供業」

※2「ジョーシンアプリ」は、Android OS バージョン4.3以降がインストールされているAndroid5.0以降搭載端末、およびiOS10.0以降搭載のiPhoneに対応して
おり、App StoreとGoogle Playから無料でダウンロードできます。
・Android、Androidロゴ、Google Play、Google Playロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
・Apple、Appleのロゴ、Apple Storeは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。
※3 10年保証・24時間コールサービスは、2014年4月よりサービス開始。
※4 水まわりレスキューサービスは、2014年8月よりサービス開始。 ※5「節水型トイレ」は洗浄水量6リッター以下と定義。
（日本衛生機器設備工業会）
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経営戦略
「お客さまの声」を経営施策に反映させています。

WEBアンケートで頂戴した
お客さまのお声に基づくCS向上活動。

WEBアンケートやホームページ、コールセンター等から

廃家電品の発生を抑える、
長期修理保証を実施しています。

法人様に対しても家電にかかわるビジネス全般を、
専任体制でしっかりサポートいたします。

2017年5月から、お客さまにお渡ししているレシートに、

お客さまの率直なご意見等を収集し、経営施策に反映さ
せる取り組みを行っています。

お客さまアンケートウェブサイトに繋がる2次元バーコー

また 、商 品 の 配 達・工 事・修 理 にお 伺 いした 際 に は 、

ドとURLを印刷してお客さまにアンケートへのご協力を

長期修理保証に加入していただくと、わずかな掛け金で

法人様に特化した当社法人営業部の強みと豊富な過去

「 W E Bアンケート招 待カード兼 名 刺 」をお 渡しし、アフ

メーカー保証期間が過ぎた後でも修理代金を気にせず

事例を生かして、法人様に最適な家電製品をピックアッ

ターサービスの品質管理等を行っており、配達・工事・修

このアンケートを社内では「WEBアンケート」
と呼んでい

修理に出せるため、家電製品をより長く使っていただくこ

プし、業務用製品を含めた多彩なラインナップの中から

理に関するご意見の場合は、サービスセンターで対応し

ますが、WEBアンケートを導入したことにより、導入前ま

とができます。廃 家電 品の発 生 抑 制につながる地球に

ご提案させていただきます。

ています。これらの情報はすべて社内で情報共有し、内

では漠然としていた「 当社各店に対するお客さまのご満

容を分析するとともに従業員の教育や経営施策に反映 。

足度合い」や「CS向上のために各店舗及び本社が改善す

今後とも、お客さまのお声を貴重な経営資源として、真摯

べき点」
「競合他店のご利用状況」等を、お客さまのお声

に受けとめてまいります。

から正確かつタイムリーに把握できるようになりました。

やさしい制度だと考えています。保証期間は商品により
シンクレジットカード会員さまには指定商品について、加
入料無料で当サービスを提供しています。また、TVゲー
ム機本体についても、わずかな加入料で税込商品購入
金額を保証限度額とする3年間の修理保証（メーカー保
証含む）を行う
「ジョーシン ゲーム機まごころ保証サービ
ス」を2015年3月16日より開始しています。
（ ※1）

ホームメンテナンスサービス「楽助（ラクスケ）」、
P C・デジタルサポートなどのアフターサービス
施策を積極的に展開しています。
照明器具の管球交換、各種クリーニングなど家庭のお困
りごとを解決するホームメンテナンスサービス「 楽助 」、

オフィスや 店 舗での家 電 製 品に関す
るお 困り事 に 応 え、ビジ ネス の 効 率
アップに最適なソリューションをご提
案します。
業界別

（※2））を展開しています。

福祉施設・介護施設

ご利用者の使いやすさや満足度を考
えて商品選定を行い、見積もりから納
品まで迅速に手配させていただきます。

業界別

社員寮・宿泊施設

新規施設への一括納品や設置工事は
もちろんの 事 、既 築 施 設 の 故 障 品 の
修理や入れ替えにも対応致します。

パソコンやデジタル機器の各種設定等のサポートサー
ビス（訪問型サポート・店舗デジタルサポートカウンター

オフィス・店舗

用途別

販促景品

プロモーション、永年勤続品、賞品、景
品に人気の家電。喜ばれるプロモーショ
ンを、法人営業部がお手伝いします。

（※3）
安心の配達・工事・修理体制を整えています。

1956年に自社サービス部門を開設しアフターサービス
の責任が持てる体制を整備。現在は100%出資の子会社
「ジョーシンサービス株式会社」
として独立、876名（※4）
体制となっています。

WEBアンケートの開始から沢山のお客さまからご回答を

CS推進活動フロー

頂戴できており、全社を挙げてお客さまから頂戴した貴重
なお声に基づいたCS向上の取り組みを実施しています。

お 客さまの声を聴く仕 組 み
WEB
アンケート

ホームページ
（問合せ）

コール
センター

CSコール※6

※毎月、
アンケートにご協力いただいたお客さまの中から抽選で200名様に500ポイントを進呈しています。

その他

〈流 れ〉 1. 会 計 終了
※レシートお渡し

情報共有

CS推進部

情報システム部

各営業部

商品部

当社は、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般
競争（指名競争）の入札参加資格のうち「 全省庁統一資
格 物品販売A 」を取得 。一般企業のみならず、各省庁の
様々なニーズにもお応えして参ります。

※2次元バーコード
（又はURL）から
アクセス

販売促進部

レシート
下部イメージ

その他
本社関連部署

3.お客さまが
アンケート回 答

•しかるべき対応
•業務改善

4.データ蓄 積・
処理

電話のつながりにくさを解消するため、アフター
サービスコールセンター（※7）を開設しました。
コーポレートサイトでは
バーチャルエージェント
「アイコ」が
お客さまからのご質問にお答えします。

の不満を解消するため、2012年6月より、出張修理受
付専用のアフターサービスコールセンターを開設しまし

2019年4月より、当社コーポレートサイトに、お客さま

た 。同年12月には、対応メニューに「 配達・工事の問い
合わせ受付」を追加し、CS向上と店舗支援を強力にバッ

からのよくあるご質問にお答えするバーチャルエージェ

クアップしています。

ント
「アイコ」が登場しました。

また、コールセンターの営業時間外には、SMSを活用し

「アイコ」は、お客さまがわざわざ
電話やEメールでお問い合わせ

を2018年4月より開始し、更なる利便性の向上を図って

をしなければならない煩わしさ

この資格は、該当する競争参加地域のうち、希望する地域ごとに所在する

います。2019年3月より最大能力を従来の2倍弱まで増

を解消するため、人工知能（AI ）

各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格となるものです。
（当

強し、繁忙期の対応力を更に強化しています。

により、お客さまからのよくある

社の競争参加地域：関東・甲信越/東海・北陸/近畿）売上高や従業員数、

質問にチャット形式で自動応答

財務諸表の数値などによって、会社の規模ごとにA～Dのランク付けが行

します（ジョーシンアプリやLINE

われ 、名簿が公開されています。当社は「物品販売A 」を取得しています。

からもコンタクトが可能です）。

アフターサービス担当従業員（※5）

※1「Joshin webショップ」
を除く、TVゲーム機本体取扱全店舗にて取り扱っています。
※2 デジタルサポートカウンター導入店舗：京都1ばん館、大日イオンモール店、岸和田店、光明池店、登美ヶ丘イオンモール店、西宮ガーデンズ店
※3 当社の社内修理体制は、お客さまのご自宅へ訪問する出張修理と、故障した機器をお預りする持込修理があります。P16に関連記事を掲載しています。
※4 社員の他、パートタイマー等を含む従業員数。
（2020年5月1日現在）
※5 アフターサービス担当の従業員は、商品とお客さまのお宅を汚さないよう白手袋および靴下カバーを着用して対応しています。

5 .お 客さまのお 声に
基づくC S 向 上 活 動

経営施策への反映

てインターネットでの24時間受付をご案内するシステム

【全省庁統一資格とは】

29

2.レシートから
アンケートへご 招 待

ジョーシン
サービス㈱

店舗への電話が集中しつながりにくい、というお客さま

全省庁統一資格を取得し、
各省庁のニーズにも対応

お客さまへのまごころ

3年、5年、10年を選択していただけます。さらに、ジョー

業界別

お願いしています。

※6 ジョーシンサービス
（株）のみ
※7 アフターサービスコールセンターは、専用ナビダイヤルを利用したサービスです。
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