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CS(顧客満足) 

NEC は、1899 年の創業当時から「ベタープロダクツ・ベターサービス」をモットーにしています。全社員が、お客さまの

期待をとらえて、考え、行動する企業文化をつくることで、お客さまにとって価値ある商品やサービスを創造し、お客さまか

ら信頼され、選ばれる企業となることをめざしています。 

このモットーに使われている言葉が、“ベスト”ではなく“ベター”であるということの意味は、「決して、ある時点のベス

トで止まることなく、お客さまにとってより良いものを、いつまでも追求し続ける」という NECの強い想いが込められてい

ます。 

NEC では、企業行動憲章の第１項に「お客さまの満足」を掲げ、グループ社員すべての行動の基軸を「お客さま」に置いて

います。そしてお客さまとの信頼関係構築には、CS(顧客満足: Customer Satisfaction)の向上が不可欠であると考えていま

す。 

方針 

NEC では、1992 年に「CSM（Customer Satisfaction Management）コンセプト」を策定しました。CSM コンセプトは、NEC の CS マ

ネジメントのあり方を示した「意義」、アプローチの方法を示した「活動体系」、“お客さま満足度業界 No.1 の達成”という NEC の CSM の

めざす「ゴール」、そして具体的活動の方向性を示した「CS 行動指針」からなっています。 

 

【CS 行動指針】 

NEC のすべての人々が常に、 

・ 「お客さまへの満足の提供」という共通の目標を持つ。 

・ お客さまの立場に立ってお客さまの気持ちや意図を理解し、すばやく柔軟に対応する。 

・ お客さまの使い心地や便利さを第一に考え、納得し安心していただける商品やサービスを提供する。 

・ お客さまのニーズや希望を敏感にキャッチできる感性を磨き、お客さまにとって新しい価値や将来の展望を提供する。 

・ お客さまのお客さまや、お客さまを取り巻く社会や環境までも意識し、その課題解決を行う。 

 

CSM コンセプト 

  

http://jpn.nec.com/cs/thinking.html
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推進体制 

NEC における CS 向上活動は、各事業部門および国内外の関係会社単位で選ばれた「CS 推進責任者」が中心となって行っています。CS 推

進責任者の基本的な役割は、お客さま視点で社内の活動を見つめて、より価値の高い事業活動をめざし、継続して改善活動を推進することで

す。そして、CS 向上活動の進捗状況は、社長以下経営トップが参加する会議で報告され、次年度の活動につなげていくために PDCAサイクル

を回しています。 

 全員でクオリティを追求 

お客さまの声は、調査だけでなく、さまざまな組織や活動を通じて NEC に届きます。NEC は、主要な製品、サービスごとにお客さまから

のご相談やご意見、ご要望をお伺いするために専門の窓口を設けています。個々の窓口では、製品、サービスの専門性を高めるとともに、お

客さまの声に基づいた対応を常に心掛けています。 

 お問い合わせ窓口 

NEC では、扱う事業や製品が多様化しているために、問い合わせをしようとしても「どの窓口に問い合わせたらいいのか、よく分からな

い」という声も聞かれます。そのようなときのために、あるいは NEC に対するご意見、ご要望をいただくなどのために、国内総合相談窓口と

して「NEC カスタマーコミュニケーションセンター（略称：CCC）」を設置しています。この CCC では、まずお客さまのご意見、ご要望を

十分にお伺いし、お申し出の内容を正確に把握することに努め、速やかに関係部門と連携して、お客さまの課題解決に取り組んでいます。  

 

「NEC カスタマーコミュニケーションセンター」へのお問い合わせは、下記のとおりです。 

 

 「NEC カスタマーコミュニケーションセンター（CCC）」の活動詳細 

 

 

  

お客さま

商品・サービスの改善

全従業員

CS推進責任者

経営トップ

お
客
さ
ま
の
声
の
分
析
・
共
有
化

お客さまとの接点

・各事業部門

・ビジネスパートナー・販売店様

・お客さまアンケート

・お問い合わせ窓口

→各コンタクトセンター

→NECカスタマーコミュニケーションセンター

お客さまから求められる
商品・サービスの実現

お客さまからの
・ご意見
・ご要望
・ご不満

総合窓口：0120-190-395（フリーダイヤル） 

携帯電話などフリーダイヤルがご利用いただけない場合は、 

03-3454-3388（通話料金はお客さまのご負担となります）。 

ご利用時間：8:30～17:15 月曜日～金曜日（年末年始、祝日および当社休業日を除く）。 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。お電話だけでなく、Web でも受け付けています。 

http://jpn.nec.com/cs/quality.html
http://jpn.nec.com/contactus/index.html?
http://jpn.nec.com/cs/voice_cccactivity.html
https://www.nec.co.jp/cs/cgi-bin/opinion_form.cgi?cspage
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2016 年度の主な活動実績 

当社では、お客さまとゆるぎない信頼関係を築き選ばれる企業であり続けるために、CS 活動を、お客さまへの価値提供に向けた事業活動の

一環ととらえています。そのため、全社画一的な活動ではなく、各事業領域の特性に即した取り組みを推進しています。 

 

事業部門における CS 活動の実践 

2016 年度は、各事業部門がそれぞれの領域に応じて注力領域や改善すべき課題を明確にし、CS 向上活動に取り組みました。その際、お客

さまのご不満と感じる要因がどこにあるのか、仮説を立てたうえで対策を講じ、その有効性や活動の成果をお客さまの声や CS 調査で確認す

る PDCA サイクルを回しました。 

 

また、それぞれの部門では、日頃の活動から得られるさまざまなお客さまの声や CS 調査の結果を、問題点の原因究明や製品・サービスの

強化・改善につなげると同時に、お客さまの潜在的なニーズやお困りごとの発見に活用し、提案活動に取り組んでいます。 

 

お客さま起点の企業風土の定着化 

お客さまにご満足いただける製品・サービスを開発し、提供するための基盤となるのは「人」です。私たちは自ら気づき、自立的な改善を

促進する「人づくり」に着目して、職種別・階層別にさまざまな教育を進めています。 

 

・全社共通 CS マインド醸成教育 プログラム「お客さまを意識して仕事を進める（Customer-oriented Business）」 

 → 当社新入社員、新任主任、途中採用者、また当社への出向者全員対象（2016 年度 約 1,700 人受講） 

・新任マネージャ研修プログラム「CS 経営」 

 → 当社新任マネージャ全員対象 

 

また、お客さま視点、あるいは、お客さまの先のお客さま（生活者・消費者）視点で実践された活動を表彰する取り組みも継続していま

す。「ベタープロダクツ・ベターサービス」の実現に向け、地道な活動にも光を当てることで、従業員のさらなる実践意欲の醸成が期待され

ます。 

 

 CS 教育の詳細 

 

意識から行動へ（CS マインド醸成教育） 

当社では、お客さま起点での行動を日々の活動の中で具体的に実践するために、職種別・階層別の教育に加えて、個別集合教育にも取り組

んでいます。CS マインドの醸成による意識づけから、具体的な行動につなげるためのアプローチ方法の習得、さらに、事例を通して顧客価値

創造、CS 向上のポイントを学ぶなど、CS を意識から行動へつなげるための一連の教育プログラムを展開しています。 

  

http://jpn.nec.com/cs/pursuit.html
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目標と成果 

中期目標（2016～2018 年度） 

 

2016 年度の目標、成果・進捗、達成度 

（達成度：◎目標達成、〇目標ほぼ達成、△目標一部達成、Ｘ進捗なし） 

目標 成果・進捗 達成度 

１．お客さまからの「声」を起点とした改善

活動を、全社画一的ではなく、それぞれ

の事業特性に即した形で進める。 

・ 当社の各事業部門が注力領域を明確化した上で、それぞれ個別に CS 向

上目標を設定し CS 活動計画を策定。お客さまの声や CS 調査から活動の

成果を確認し、改善につなげています。 

・ 外部からは、次のような評価を受けています。 

・「日経コンピュータ 顧客満足度調査 2016-2017」 において、PC サー

バー 部門で 1 位を獲得しました。 

・「日経コンピュータ パートナー満足度調査 2017」 では、次の 6 部門

で 1 位を獲得しました。「PC サーバー部門、エンタープライズサー

バー部門］「タブレット部門」「ネットワーク機器部門」「シンクラ

イアントシステム/デスクトップ仮想化ソフト部門」「統合運用管理

ソフト（サーバー/ネットワーク系）部門」。 

○ 

２．お客さま起点の企業風土づくりを定着さ

せるために、国内外の NEC グループ従業

員の CSマインドの醸成をはかり、好事例

の情報共有をはかる。 

 

・ 社長をはじめとする経営トップからの社員に向けた顧客視点や CS の重

要性について、継続的なメッセージの発信や CS 研修、社内 Web サイト

での社内外の好事例の共有などを通じて、社員の CS マインドを醸成し

ています。 

・ お客さま起点の企業風土づくりの定着化をめざし、NEC の価値観のひと

つでもある、お客さまに対する「ベタープロダクツ・ベターサービス」

を体現する優れた活動を社内で表彰し、その取り組みを広く共有してい

ます。 

◎ 

2017 年度の目標 

 

１．お客さまからの「声」を起点とした改善活動を、全社画一的ではなく、それぞれの事業特性に即した形で継続的に進める。 

 

２．お客さま起点の企業風土づくりを定着させるために、国内外の NEC グループ従業員の CS マインドを継続的に醸成し、好事例の情

報共有をはかる。 

お客さまからゆるぎない信頼を獲得し、“選ばれる企業”であり続ける。 

 


