
富士フイルムグループは、企業理念でうたっているように、「顧客満足（CS：Customer Satisfaction）」を

経営の基本とし、お客様にとって安全・安心で魅力ある「最高品質の商品、サービス」の提供を目指していま

す。お客様に満足していただくためには、お客様の多様な声を拾い上げ、効果的に商品・サービスに反映でき

る仕組みが重要です。そのため、お客様との接点となる窓口でのコミュニケーションを大切にし、迅速・親切・

的確・公平性を基本とした対応を図るとともに、お客様の声を正しく把握し、業務プロセスや製品開発の改善

につなげる体制を構築しています。

富士フイルム
　様々な事業を展開する富士フイルムは、企業、病院、一
般消費者など多様なお客様に向けて、それぞれの商品の特
性に適した対応を行っています。各お客様相談窓口では、
お客様からのご提案やご要望を製品に関わる担当部門（営
業・販売・デザイン・開発・研究等の各部門）へ報告し、製品・
サービスの改善や新製品の開発に活用しています。
　「お客様コミュニケーションセンター」「ネットプリントサー
ビスサポートセンター」「FinePixサポートセンター」の各窓
口では、お問い合わせいただいたお客様を対象に年間を通
じて「顧客満足度アンケート」を実施しています。2015年
度は、約1,200件の回答をいただき、製品・サービスの改
善や開発に反映しました。また、各窓口で使用する「お問い
合わせ管理システム」を一つに統合し、「お客様の声」を一
元的に管理し活用できるようにしました。また、ホームペー
ジへのお問い合わせには、AI（人工知能）を用いて、最新の
お問い合わせ傾向からQ&A（よくあるお問い合わせ）をリ
アルタイムにランキングして提供するサービスを開始しま
した。本システムの活用により、お客様からいただく多くの

お問い合わせに、タイムリーかつ的確に情報を提供するこ
とで、お客様満足の向上を実現していきます。

富士ゼロックス
　富士ゼロックスは、お客様満足が企業活動のすべての起
点になると考えています。お客様満足を高めるためには、お
客様の期待や要望を知ることが重要です。そのため、お客
様とのインタラクティブなコミュニケーションを大切にして
います。①お客様統合サポートセンター（主なお問い合わせ
窓口）、②VOC（Voice of Customer：お客様からの総合的
な情報収集の仕組み）、③公式ホームページ、④各種市場調
査、⑤CSプログラム（CS調査に基づく改善活動）の各仕組み
をもとに、お客様の声を真摯に受け止め継続的に改善を行う
ことをCS向上の基本としています。収集したお客様の声や
CS調査結果は、営業、保守という直接お客様を担当する部
門だけでなく開発部門へもフィードバックし、新たな商品開
発に反映しています。お客様統合サポートセンターにお問い
合わせやご要望をいただいたお客様に対して実施している
満足度調査では、2015年度は全体の98％のお客様から「非
常に満足」もしくは「満足」という評価をいただきました。この
ような全社を挙げた活動の結果、2015年度も外部機関の
お客様満足度調査でも高い評価をいただいています。
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お客様の声を反映した
製品・サービス

●お客様満足度向上に向けた取り組み

リニューアルオープンした「ASTALIFT六本木店」。お客様へのカ
ウンセリングも実施

2015年度の活動

▼お客様対応の仕組み（富士フイルムと国内関係会社）
ISO10002（苦情対応マネジメントシステム）

「お客様の声」に戻る

お客様の声 検討 お客様の声を反映お客様相談窓口（BtoCのみ）

ご要望

お問い合わせ

ご提案

ご指摘

経営トップ
製品・

サービスの改善

新製品・
新サービスの採用

部門長

関連部門で
検討

営業・販売
デザイン
開発・研究

 

 

 修理サービスセンター／サービス
ステーション（全国3カ所） 合計 約30名

ヘルスケアラボラトリーコールセンター 約100名

約10名

お客様コミュニケーションセンター 約10名

国内営業部門／国内販売会社

フジフイルムスクエア

各相談窓口で、お客様からのご意見やお問い合わせなどの
情報をデータベース化

技術サポートセンター 
約40名（FinePixサポートセンター、ネットプリントサービス

サポートセンター、フジフイルムモールサポートデスク）

お問い合わせ件数
年間約33万件

双方向
コミュニケーション

報告 フィード
バック

手紙・電話・
eメール・来社・お店で

▼お客様とのコミュニケーションの仕組み（富士ゼロックスと関係会社）

▼富士ゼロックスのCSプログラム（CS調査に基づく改善活動） ▼2015年度　外部機関からの評価
（富士ゼロックス）

経営TOPによるCS活動
社長を議長としたCS会議を通じた全社方針や重要課題解決方法の決定、EA活動など

お客様（ALL VOC）

お客様統合サポートセンター
（主なお問い合わせ窓口）

お客様接点をもつ富士ゼロックス
及び関連会社の従業者

各種市場調査

CSプログラム
（お客様満足度調査）

富士ゼロックスユーザー
CSプログラム
実施状況 約5.5万件

企業比較
CSプログラム
実施状況 約1.75万件

公式
ホームページ

日常のお客様の声（苦情・クレーム、要望、お問い合わせなど） お客様を取り巻く環境変化・市場の動きなど お客様の評価

各機能本部によるCS改善活動
苦情・クレームゼロ化、意見・要望に基づく業務プロセス改善/商品企画力強化など

個々のお客様との関係性強化、苦情・クレームゼロ化/意見・要望に基づく業務プロセス改善など
お客様接点におけるCS改善活動

PDCA

満足度調査
（調査にご承諾・回答いただいた件数） 6,798件

VOC
（Voice of Customer） 情報入力数 約25.8万件

補完関係

2つのCSプログラム 結果の活用目的

企業比較CSプログラム

富士ゼロックスユーザーCSプログラム

企業と比較して課題を
抽出するCS改善活動

現場/各機能
全社の改善活動

個々のお客様との
関係性を強化する
CS改善活動

お
客
様

CSの市場ポジションを把握し、
強みをさらに伸ばし、
弱みを改善する活動へとつなげていく。

お客様からの評価をもとに改善を促進し、
個々のお客様との関係性を強化する。
調査結果は営業部門や保守部門だけでなく、
開発部門にもフィードバック。 P

C

AD

2015年日本カラーコピー機顧
客満足度調査SM、2015年カラ
ープリンター顧客満足度調査SM

第1位
（6年連続）

J.D. パワー アジア・パシフィック

（顧客満足度指数） （顧客満足度指数）0

※お客様コミュニケーションセンター
※顧客満足度算出方法など、詳しくはウェブサイト参照

※お客様コミュニケーションセンター/ネットプリントサービス
　サポートセンター/FinePixサポートセンター３窓口の合算
※顧客満足度算出方法など、詳しくはウェブサイト参照

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

▼「顧客満足度アンケート」集計結果（電話・書簡応対※） ▼「顧客満足度アンケート」集計結果（メール※）

1. 問い合わせ時の電話応対

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. 回答時間の早さ
2. 不具合品送付の案内 2. 回答内容のわかりやすさ
3. 書面が届くまでの日数

3. 回答レイアウトの読みやすさ
4. 書面内容のわかりやすさ

4. 今後の当社製品の利用意向5. 今後の当社製品の利用意向
5. 友人知人への推奨意向6. 友人知人への推奨意向

2014年
2015年

2014年
2015年

2015年度顧客満足度アンケート回答数（富士フイルム）

約1,200件
※J.D. パワー アジア・パシフィック 日本カラーコピー機顧
客満足度調査SM及びカラープリンター顧客満足度調査SM

カラーコピー機・カラープリンター顧客満足度調査※
（富士ゼロックス）

6年連続1位

基本的な
考え方
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富士フイルム
　より使いやすい商品をお客様に提供するため、製品デ
ザインを担当するデザインセンターでは、ユーザビリティ
デザイングループを編成、2001年から“使いやすさ”とい
う観点から製品のユーザビリティ評価を行っています。製
品の対象・用途等様々な要素を考慮して選抜した複数の
ユーザーによる評価のほか、利用現場での検証などを実
施。グローバルに展開する製品の場合は、国ごとの文化・
環境などの違いなども検証し、分析結果を製品デザイン
に生かしています。2015年度もX線画像診断システム等
メディカルシステムを中心にユーザビリティ評価を行いま
した。今後も様々なお客様の“使いやすさ”を追求し、製品

開発を進めていきます。

富士ゼロックス
　使えない部分を使える状態にする「アクセシビリティ」、使
いにくい部分を使いやすくする「ユーザビリティ」、対象とな
るお客様を広げる「ユーザーダイバーシティ」をユニバーサ
ルデザインと考え、「ひとりでできる、みんなができる」を目
指した商品開発を進めています。例えばコピーなら、認証、
原稿セット、機能選択、出力、用紙補給の一連の操作ができ
ることが大切です。一つでもできなければ、あきらめるか、
人に頼むしかないからです。開発にあたっては、当社に寄せ
られたお客様の声、お客様訪問などから情報を収集。ISO
やJISと連携・反映した社内各種ガイドラインなどをもとに、
デザイナー自身が行う弱視や車いすの方の操作性の疑似
体験なども交え、商品化しています。

●多様なお客様に対応するものづくり

2015年度の活動

デジタル・インクルージョン－ICTの技術を生かし、格差の少ない社会の実現を目指す

　ICTが社会に深く浸透し、生活を支えるインフラ
となっている現在、すべての人がICTのメリットを享
受できる社会をつくる「デジタル・インクルージョン」
という考え方が注目されています。富士フイルムグ
ループは、多くの人ができるだけ格差なく、様々な
サービスを受けられる環境をつくるために、ICTの技
術を生かした新たなシステムやサービスを提供して
います。
　富士フイルムは、診療所と総合病院や専門病院
をつなぐ地域医療連携サービスに取り組んでいま
す。住んでいる場所にかかわらず、高度な医療を受
けられる仕組みをつくることで、地域格差のない医
療サービスの提供につながっています。また富士ゼ
ロックスは、弱視児童・生徒をサポートするボラン
ティアの拡大教科書※の製作支援を行っています。
教科書バリアフリー法の施行によってデジタルデー
タを活用した拡大教科書が製作できるようになり、
その印刷工程を支援することで視覚障がいのある
子供たちの教育格差解消に貢献しています。
　富士フイルムグループは今後も事業を通じて、多
くの人が格差のないサービスを享受できる社会の
実現を支援していきます。
※拡大教科書：弱視児童や生徒のために、一人ひとりの視

力に合うように教科書の文字や絵を大きく写して作製し
たもの

地域医療連携サービスC@RNA Connect

遠隔読影支援システム
SYNAPSE Teleradiology

C@RNA 
データセンター診療所

診療所
患者 診療所 診療所

中核病院

遠隔画像
診断センター

読影依頼
結果報告

検査実施
読影依頼

振り分けによる
読影依頼

契約読影医契約読影医

病診連携
システム

検査実施のための通院

読影結果を
診療所にて閲覧

検査や
専門医の
診療を予約

1994年から始まった拡大教科書の製作支援活動は、拡大教科書の製作ボランティアにカラー
複合機・複写機を無償で利用していただくサービスから開始。これまで、日本だけでなく、中国
やタイなどで様々なパートナーと協働で活動を行っている。また、2009年度からは、文科省の

「教科書デジタルデータ提供に関する調査研究事業」を受託し、「データ管理機関」の運営や研
修会開催を通して、デジタルデータを活用した教科用特定図書等の普及を目的とした活動を
行っている。(写真は拡大教科書と製作しているボランティアの方々）

診療所、地域中核病院、遠隔画像診断センターを連携し、切れ目のない医療を提供するサービス。
地域中核病院（検査実施施設）と遠隔画像診断センターをオンラインで接続し、検査結果の読影を
サポートすることで、高度な医療設備や専門医が不足・不在になりがちな高齢化が進む過疎地域
などの医療を支援する。

T O P I C

富士フイルムグループでは、企業が社会に対して果たすべき責任として、社会の持続可能な発展に貢献し、良

き企業市民として社会とともに歩み、社会の要請や期待に誠実に応えることを掲げています。2008年に社会

貢献方針を定め、活動の対象として、「学術・教育」「文化・芸術・スポーツ」「健康」「自然環境保全」の分野を

中心とし、NGO・NPO、地域社会等との協働・連携、そして従業員の自発的参加による貢献を大切に活動し

ています。

富士フイルムグループ 社会貢献方針 http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/society.html

　富士フイルムグループでは、事業活動を通じて社会に貢
献するとともに、企業市民として地域社会とも積極的に交
流を行い、社会の持続的発展に貢献する活動を行ってい
ます。事業の特性を生かし、文化財・美術品のアーカイブ化

（記録保存）、新興国や災害現場への医療機器提供、新興
国における教育支援、伝統文書の複製活動、拡大教科書の
製作支援など、富士フイルムグループならではの特徴的な
活動を多く実施しているほか、環境教育をはじめとした教
育支援活動、地域との共生を図る様々な活動を継続的に
行っています。子供たちへの写真のワークショップ、ピンク
リボン運動などは、世界各地へ活動が広がっています。
　2015年度は、全国1,000カ所程度に設置されたモニタ
リングサイトで行われた哺乳類調査に2007年から2014
年にかけて高感度ネガフィルムを提供し、次期センサーデ
ジタルカメラ開発に対する助言などを行った貢献が認めら

れ、富士フイルムホールディングスが環境省生物多様性セ
ンターと公益財団法人日本自然保護協会から感謝状を贈
呈されました。海外では、富士ゼロックスが企業やNGOと連
携しフィリピンで始めた教材提供活動を、ミャンマーやタイへ
拡大したほか、中国の印刷業界全体を巻き込んだ植林・省エ
ネ活動などを実施しています。また東日本大震災の復興支援
についても、震災後5年を振り返り、改めてこれからの支援内
容を見直す機会を設けています（P55参照）。今後も、様々な
団体・ステークホルダーとのパートナーシップを重視し、本業
を生かした社会課題解決に資する社会貢献活動を推進してい
きます。

社会貢献活動
米国や中国など世界各地の従業員が参加し
ているピンクリボン運動

2015年度の活動

社会貢献活動の支出額※

※将来世代、コミュニティ、国際社会、NPOへの活動に要した費用

約11億円

将来世代への教育活動 12
地域社会との調和 94
社会への文化芸術振興（国内） 902
国際社会の文化・社会への配慮 103
NGO・NPOとの協働 17
合計 1,128

（単位：百万円）

基本的な
考え方

● 写真救済プロジェクト(富士フイルム）
● 文化財のデジタルアーカイブ化(富士フイルム）
● “PHOTO IS”想いをつなぐ。30,000人の写真展(富士フイルム）
● アルバムカフェ(富士フイルム）
● 伝統文書の複製活動（富士ゼロックス）
● ピンクリボン運動(富士フイルム）

●● 若者世代への写真教室(富士フイルム）
●● 拡大教科書製作支援（富士ゼロックス）
●● 新興国における教育支援（富士ゼロックス）

　● 富士ゼロックス株式会社小林基金（富士ゼロックス）
　● 版画コレクション（富士ゼロックス）
　● スペシャルオリンピックス（富士ゼロックス）

　●● 聞き書き甲子園(富士フイルム）
　●● 「みどりの小道」環境日記(富士フイルム）
　●● 「Kids’ ISO 14000」プログラム（富士ゼロックス）

　　● 公益信託 富士フイルムグリーン・ファンド(富士フイルム）
　　● 南阿蘇「水田お助け隊」(富士フイルム）
　　● 中国植林ボランティア活動(富士フイルム労働組合）
　　● 自然観察指導員講習会（富士ゼロックス）

本
業
を
通
じ
た
社
会
貢
献
将
来
世
代
の
教
育
支
援
環
境
保
全・生
物
多
様
性

▼継続的に実施している主な社会貢献活動
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東日本大震災復興支援活動

熊本地震への支援

　被災地の支援活動として、被災地の物産
を国内の事業所内で紹介・販売する「復興マ
ルシェ(市場）」を、富士フイルムホールディ
ングス、富士フイルム、富士ゼロックス合同
で本社のある東京ミッドタウンで開催しまし
た。従業員が気軽に参加できる支援活動と
して、各地の事業所へと開催地を拡大して
います。
　また、富士ゼロックスの復興推進室が行っ
ている「遠野みらい創りカレッジ」（P18参照）
における地域課題解決活動など、この5年間
の活動を振り返る情報共有会を開催。未来
を見据えたディスカッションを行いました。
今後は、遠野市で行った災害時後方支援拠
点となるみらい創りカレッジの開校のための
活動を、神奈川県南足柄市、北海道白老町
でも行っていく予定です。

富士フイルムホールディングス・富士フイル
ム・富士ゼロックス共同で義援金を寄付、水・
食糧・物資などの支援を行ったほか、下記の
支援を行いました。

・従業員による募金活動
富士フイルムグループ各社で、労働組合な
どと連携し、募金活動を実施。集まった金額
を熊本県などへ提供
・ブルーシートの提供
各拠点で設備保全用に備蓄していたブルー
シートを、被災した上益城郡益城町、甲佐町、
菊池郡大津町へ提供
・検査・診断装置の無償貸与
エコノミークラス症候群の診断対応や断水
などによるシステム故障に対応し、検査・診
断機器を提供
・複合機の無償貸与
・インターネットショップのポイントの寄付
富士ゼロックスインターフィールドの運営す
る、法人向けオフィス用品の会員制販売サイ
ト「イー・クイックス」で、お客様の注文金額
に応じて発生するポイントを被災地への支
援に活用。100ポイントを1口とし、1口あた
り50円を富士ゼロックスを通じて寄付

イギリス
【健康】

中国
【自然環境保全】

中国
【学術・教育】

台湾
【健康】

日本
【自然環境保全】

マラウイ共和国
【健康】

マレーシア
【文化・芸術・スポーツ】

ベトナム
【学術・教育】

タイ
【学術・教育】

病院船「アフリカ・マーシー号」に 
迅速・簡便に検査ができる 
検査装置を提供
FUJIFILM UK Ltd.は、独自で病院船を運営
し開発途上国で医療奉仕を行うイギリスの慈
善団体「マーシーシップス」からの要望に応え、

「アフリカ・マーシー号」に迅速・簡便な検査
が可能な「富士ドライケムNX500」を提供しま
した。コンパクトでインフラの整っていない場
所でも信頼性の高い検査結果を導き出すコ
ンパクトな同製品は、様々な医療現場で貢献
しています。

中国印刷業界とともに 
中国での砂漠植林活動を拡大
富士フイルム労働組合は、1998年から中国・内モンゴル
自治区ホルチン砂漠での植林活動「緑の協力隊」を行って
います。2006年から富士フイルム（中国）投資有限公司を
はじめ、中国の関連会社や代理店も参加、2015年までに
延べ441人が参加しました。
さらに2015年からは、富士フイルム（中国）投資有限公
司が中国印刷技術協会、中国印刷雑誌社と協力し「業界
共創グリーンプリンティング植林活動」への取り組みを開
始。植林活動の拡大と中国印刷業界における「グリーンプ
リンティング」の普及を目指しています。

農村地域に残された「留守児童」を 
サポートする愛の貯金箱プログラム
中国では、両親が工業地帯に出稼ぎに行
き、貧困地域の農村に残される「留守児
童」が社会問題化しています。富士ゼロッ
クスシンセンは、この課題解決に貢献する
ため、自身の子供を故郷に残している従
業員へのアンケートを実施。子供たちが
心身ともに健康に成長するための支援を
目的に、毎月の給与の端数を天引きして
寄付をする「愛の貯金箱」活動を開始、全
従業員の4割にあたる約2,500人が参加
登録しました。

爆発事故の被害者救済に向けて 
再生医療等製品を用いた支援を実施
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングは、台
湾の八仙水上楽園で2015年6月に発生した
粉塵爆発事故の熱傷患者に対して、再生医
療等製品「自家培養表皮ジェイス」を現地医
療機関向けに無償提供しました。台湾Food 
and Drug Administrationからの依頼にも
とづき、日本・現地の関係機関の共同でジェ
イスを用いた治療が実施
され、5人の方々にジェイ
スが移植されました。今回
の支援は、日本企業初の再
生医療等製品を用いた国
際支援です。

伝統文書を複製・復元し 
希少な文化や情報の伝承と活用を目指す
富士ゼロックスは、自社の複合機や保有技術
を活用し、古文書などの伝統文書を原本そっ
くりに複製・復元し、経年劣化が心配される原
本の代わりに神社仏閣・教育機関などに贈呈
する活動を2008年から行っています。2015
年度は、ユネスコ世界記憶遺産に登録された

「東寺百合文書」と舞鶴引揚記念館の資料の
複製など30数点を贈呈しました。

女性の心臓病予防を支援するイベント 
「National Wear Red Day」 に参加
米国では心臓病による女性の死亡率が高く、
その予防や検診を呼びかけるイベントが、赤
い服を着て集まる「National Wear Red 
Day」です。28カ所の富士フイルムの北米グ
ループ会社で、従業員が赤い色の服を着用
し、イベントや寄付プログラムに参加するとと
もに、寄付を行いました。

熊本の「地下水保全顕彰制度」で 
ゴールド認定
富士フイルム九州は、公益財団法人くまもと
地下水財団主催の「平成26年度 地下水保全
顕彰制度」でゴールド認定を受け、2015年8
月、認定書交付式に出席しました。地下水リサ
イクル推進、雨水管理、節水、住民との対話、
工場見学、従業員教育、地産地消のPRなど、
工夫を凝らした様々な活動が地下水保全の成
果に結びついていると評価されたものです。

国際的なNGOとともに 
貧困地域に安全な水と 
衛生的な設備を提供
FUJIFILM Europe GmbHは、2012年以来、
貧困地域における安全な水の供給と衛生設
備・衛生習慣の改善に取り組む国際的なNGO

「ウォーターエイド」に、環境負荷の少ない印
刷製品の売上の一部を寄付することで支援を
行っています。2015年には、ウォーターエイド
のチームとともに、プロジェクトが実施されて
いるアフリカ・マラウイ共和国の現場を視察し
ました。

若者のための写真キャンプを 
2007年から継続して開催
FUJIFILM Malaysia Sdn. Bhd.は、若者のため
の写真キャンプを毎年開催しています。学生に
写真撮影技術を向上させ、よく観察することを学
ぶと同時に、芸術感覚や創造性を養ってもらうも
のです。学生は自分たちの作品を熱心にプリント
し、披露しました。2007年に開始され、2016年
で10周年を迎えるこのキャンプは、これまでに
10,000人以上の学生を教育しています。

NGO、日系現地法人との共同により 
貧困地区にある小学校の 
学習環境をサポート
富士ゼロックスベトナムは、老朽化して困難
な学習環境を強いられていた南部アンザン省
の貧困地区にあるBニョンホイ小学校校舎を、
NGOと共同で改修しました。落成式では、同社
の活動に賛同された日系現地法人など7社に提
供を受けた「スクールパック」（ノートや鉛筆、お
菓子や飲み物など）を生徒一人ひとりにプレゼン
ト。同社としては、初めての他社との共同による
CSR活動となりました。 貧困地域児童の 

教育格差是正を支援する 
教材提供プロジェクト
富士ゼロックスは、アジア・パシフィック地域の
新興国における、児童の教育格差是正を支援
するための教材提供活動を2014年から開始し
ました。2015年は6月にミャンマー、8月にタ
イで行い、このプロジェクト全体の教材配付数
は約3,000冊となりました。今後2023年まで
に、10万人の児童への学習支援を目指します。

その他CSR活動
FUJIFILM  Sustainable Value Plan 2016

アメリカ・カナダ
【健康】

日本
【文化・芸術・スポーツ】

台湾政府からの感謝状
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