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推進方針

3

多様な社員が能力を発揮できる会社を目指す
2 「Work
Style
Innovation」
FUJIFILM
Sustainable
Value
Plan 2016 活動
重点課題

少子高齢化と人口減少

をサポートする）
という3つの柱に沿った活動を継続的に実施し、

事業を通じた社会課題の解決
の進む日本は、今後、生
相乗効果につなげていきます。
産労働人口がおよそ約半

1. 医療サービスへのアクセス向上
分になっていくといわれ
ています。日本企業が競争力を維持・強化していくためには、
2. 疾病の早期発見への貢献
性別／年齢関係なく、働く意欲ある人材が自分の強みを生き

3. アンメットメディカルニーズへの対応

生き発揮できる環境を作ることが重要です。富士フイルムで

4. 健康増進、美への貢献
は、多様な社員一人ひとりが能力を発揮できる会社を目指し、
自分の強みを持ち、効率的な働き方で成果を出す風土に変革

健 康
する全社活動として
「Work Style Innovation」
をスタートし

ました。
生産性と成果を高める工夫をする）
（2）
多様な社員の能力発
1. 地球温暖化への対応 、

揮
（性別・年齢に関係なく、自分の強みを持ち、仕事に生かす）
、

2. 水問題への対応

（3）
支援の充実
（育児・介護との両立など多様な働き方の実現

重点課題

3

FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016

基本的な考え方

事業を通じた社会課題の解決

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

（1）
働き方の変革

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

● 会議効率化を目的としたファシリテーションセミナーを開催。
● ITツール活用の観点から社内共通システムであるGoogle

とした
「Google Festa」
を開催

Apps活用をテーマ

1.
安全、安心な社会づくりへの貢献
● 生産性の向上と、
長時間労働の抑制を目的として、全事業場で定時退社日を
1日→2日／週に拡大

1. 医療サービスへのアクセス向上

2. 疾病の早期発見への貢献
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。
3. アンメットメディカルニーズへの対応

（2）
多様な社員の能力発揮

● 働き方改革や女性社員のマネジメントをテーマとした有識者講演を開催

生 活

2014年度の活動

● 入社10年目を目処に自分の強みを棚卸し、
今後の発揮領域を考える研修を実施
● 入社5年キャリア研修と位置づけ、
女性社員を中心に
「キャリアデザインセミ

ナー」
を実施。また、
セミナーに参加した社員の上長を対象とした
「多様性マネジ
メントセミナー」
を開催

（3）
支援の充実
● 介護相談窓口の拡充
● 介護実態調査アンケート実施
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推進方針

キャンペーン）

2. 心の豊かさ、人々のつながりへの貢献

健 康

生 活

富士フイルムグループでは、事業活動を通じて社会に貢

約

1. 地球温暖化への対応

1. 情報の壁を越える
コミュニケーションの促進

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

2. ダイバーシティーの促進

3.事業の特性を生かし、
エネルギー問題への対応
ます。
文化財・美術品のアーカイブ化

● 在宅勤務制度トライアルの実施
（2015年夏導入）

1. 安全、安心な社会づくりへの貢献
ピンクリボン運動は世界各地で実施（写真は北米での

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

4. 健康増進、美への貢献

2. 心の豊かさ、人々のつながりへの貢献

製品・サービスなどを通じて、環境、
環 境
働き方
人々の健康・生活・働き方に関する
電子機器・材料業界におけるCSR調達を推進する
社会課題の解決に貢献
富士フイルム エレクトロニクスマテリアルズ
（FFEM）

2. 水問題への対応
流を行い、
社会の持続的発展に貢献する活動を行ってい

1

推進方針

9億円

社会貢献活動の
支出額※

（単位：百万円）
将来世代への教育活動
地域社会との調和

社会への文化芸術振興
（国内） 813

1. 情報の壁を越える
国際社会の文化・社会への配慮
8
コミュニケーションの促進
NGO・NPOとの協働
19
合計
905
2. ダイバーシティーの促進

※将来世代、コミュニティ、国
際社会、NPO・NGOへの活
（記録保存）
、新興国や災害現場への医療機器提供、新興
動に要した費用
製品・サービスなどを通じて、
環境、

環 境

3
62

働き方

国における教育支援、伝統文書の複製活動、拡大教科書の
人々の健康・生活・働き方に関する

社会課題の解決に貢献
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
ア、欧州、米国など世界各地へ活動が広がっています。

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

また、ボランティア休暇などの社内制度も整備し、従業

近年、企業のCSR活動として責任ある調達活動が重要視され

監査を実施していますが、2014年度は事業所ごとにバラバラ

育支援活動、地域との共生を図る様々な活動を継続的に

員一人ひとりのボランティアマインドを高める仕組み・環境

ています。特に電子機器業界は、2004年にEICC ®(電子業界

だった監査ツールを共通化し、そのツールを使い、15社への訪

行っています。写真撮影や写真の楽しみを知ってもらう子

づくりにも注力しています。

CSRアライアンス)行動規範※が策定されたこともあり、CSR調

問監査を実施しました。監査ツールを共通化することでサプラ

達を基盤にしたサプライチェーン管理が国際標準として浸透し

イヤーの負荷を軽減するとともに、海外のお取引先への訪問監

供たちへのワークショップ、乳がんの早期発見・早期診断・

つつあります。

査を海外のグループ会社で実施するなど、一歩進めたグローバ

2
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ルなサプライヤー管理を行っています。今後は、富士フイルム

体関連プロセス材料事業をグローバルに展開しています。日本

グループ全体でFFEMのノウハウや情報の共有化を図り、サプ

を含むアジア拠点に加えて、欧米にも開発
・製造・販売ネットワー
生産活動などの

ライヤーとお客様双方に配慮したCSR調達を目指します。
企業活動を支える
CSR基盤を
®
※EICC （Electronic
Industry Citizenship Coalition®）
：電子産業の
バリューチェーン全体にわたり強化
サプライチェーンの労働環境が安全であること、そこで働く従業員が

事業プロセスにおける
ク基盤をもつことから、数年前から特に海外のお客様からの監
環境課題への積極的な取組みを推進
査が急増しています。書面監査が中心ですが、すべてEICC®の

ツールで共通化されているわけではなく、なかには700項目に
も及ぶ質問に回答するケースもあります。また日本企業の雇用

敬意と尊厳をもって処遇されること、そしてその業務が環境責任と企
業倫理に則って遂行されることを目的とした統一基準を定めるもの

▼FFEMのグローバルなサプライヤー管理体制

もあり、当初は質問内容の主旨が把握できないなど、対応が大

グローバルで共通化

きな負担となっていました。現在では、
多くの監査に対応するこ
1. 地球温暖化対策の推進

1. グローバルなコンプライアンス意識の向上と
リスクマネジメントの徹底

とでチェック内容への理解が進み、改善活動や負荷軽減につな

3. 製品・化学物質の安全確保
外6件、国内1件）
、書類監査66件に対応しました。

一方でFFEMは、サプライヤーであると同時に自らもサプラ
イチェーンを管理する立場にあり、自身のサプライチェーンマネ
ジメントもEICC®の重要な監査項目となります。FFEMでは、原

アメリカ・
2. ベルギー
多様な人材の育成と活用
ロードアイランド
韓国 日本・東京
中国・蘇州
アメリカ・メサ
日本・静岡
3. CSR視点でのバリューチェーン
・
香港
台湾

マネジメントの強化
シンガポール

事業プロセスにおける環境・社会への配慮

材料を購入する国内サプライヤーの120以上のサイトを対象に
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● グループ会社
● 子会社

推進方針

●

2

写真救済プロジェクト(富士フイルム）

2014年度はこうした継続的な活動に加えて、富士ゼロッ
クスが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新たにフィリピンで開始。今後はミャ

3

ンマーなどアジア・パシフィ
推進方針 ック地域各国へ拡大し（P54参

照）
、10年間で10万人の児童への配布を予定しています。

また東日本大震災の復興支援についても、
グループ合同
CSR基盤を

●

生産活動などの
事業プロセスにおける
PHOTO IS 想いをつなぐ。30,000人の写真展(富士フイルム）
環境課題への積極的な取組みを推進
アルバムカフェ(富士フイルム）

●

ピンクリボン運動(富士フイルム）

レッジ」
（P22、55参照）
など、さらに発展した活動へとつな

●●

若者世代への写真教室(富士フイルム）

げています。今後も、様々なステークホルダーとのコミュニ

●●

新興国における教育支援
（富士ゼロックス）

●

文化財のデジタルアーカイブ化(富士フイルム）

●
●

伝統文書の複製活動
（富士ゼロックス）

●●

拡大教科書製作支援
（富士ゼロックス）

●

富士ゼロックス株式会社小林節太郎記念基金（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）
2. 資源循環の促進

1. 地球温暖化対策の推進

●
環境保全・生物多様性

2. 資源循環の促進

げています。2014年度は、品質やCSRに関する訪問監査7件
（海

▼継続的に実施している主な社会貢献活動

将来世代の教育支援

慣行や労使関係が、グローバルスタンダードと一致しない部分

推進方針

早期治療の大切さを伝えるピンクリボン運動などは、アジ

本業を通じた社会貢献

富士フイルム エレクトロニクスマテリアルズ
（FFEM）
は、半導

推進方針

52

社会貢献活動

● 役職者を対象としたチームマネジメント強化のディスカッション・研修を継続的に展開

具体的には、
（1）働き方の変革（一人ひとりが時間あたりの

3. エネルギー問題への対応

企業活動を支えるCSR基盤を
バリューチェーン全体にわたり強化

その他CSR活動

版画コレクション
（富士ゼロックス）

●● 聞き書き甲子園(富士フイルム）

3. 製品・化学物質の安全確保

●●「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）

企業活動を支える

バリューチェーン全体にわたり強化
開催の
「東北復興マルシェ」
（P55参照）
、
「遠野みらい創りカ

ケーションやパートナーシップを重視し、本業を生かした社
会課題の解決に資する社会貢献活動を推進していきます。

1. グローバルなコンプライアンス意識の向上と
リスクマネジメントの徹底
▼継続的に実施している主な社会貢献活動
2. テーマ
多様な人材の育成と活用
（目的）
3.

主要分野

● 学術・教育
本業を通じた社会貢献
CSR視点でのバリューチェーン
・
● 将来世代の教育支援
● 文化・芸術・スポーツ
マネジメントの強化
●
● 健康
環境保全・
● 自然環境保全
生物多様性保全
●

連携・協働

事業プロセスにおける環境・社会への配慮
● 自然観察指導員講習会
（富士ゼロックス）
● 中国植林ボランティア活動(富士フイルム労働組合）

・NPO/NGO ・慈善団体 ・地域社会 ・教育機関 ・公共団体 ・従業員・家族

FUJIFILM Holdings Corporation

Sustainability Report 2015
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その他CSR活動

アメリカ

韓国

FUJIFILM Sustainable
【学術・教育】 Value Plan 2016

【健康】

“Walk off the War”の
スポンサーとして
退役軍人の心のケアを支援

事業を生かした産学協力活動を通じ
将来世代の育成活動を開始

事業を通じた社会課題の解決

ドイツ

【文化・芸術・スポーツ】

富士ゼロックス韓国は、韓国で唯一グラフィッ

中国

クアーツ学科を持つソウル工業高等学校と連

歴史的悲劇の証言を未来に残す
1. 医療サービスへのアクセス向上
携し、プロダクションサービス事業を通じた将
活動をサポート
来世代の育成活動を開始。デジタル印刷機の

2. 疾病の早期発見への貢献
寄贈や教育プログラムの共同開発・提供を実

FUJIFILM Recording Media Germany
GmbHは、ドイツ及びヨーロッパでの歴史的悲

【自然環境保全】

日中の社員が一丸となって取り組む
中国の砂漠植林活動

施しています。また、同校の学生及び関係者
3. アンメットメディカルニーズへの対応
1. 安全、安心な社会づくりへの貢献
劇の証言を記録するドイツの組織
「Gedachtnis
26名が来日し、富士ゼロックスのお客様やお
富士フイルム労働組合が1998年から中国・内
der Nation」
の活動をサポート。生存者の貴重
モンゴル自治区ホルチン砂漠で活動を開始し
4. 健康増進、美への貢献 客様価値創造センターなどを訪問しました。
2. 心の豊かさ、人々のつながりへの貢献
なインタビューを残す記録メディアとして、LTO
た
「緑の協力隊」
に、2006年から富士膠片
（中
テープを継続的に無償で提供しています。
国）
投資有限公司をはじめ中国の関連会社や

健 康

生 活

1. 地球温暖化への対応
2. 水問題への対応

1

3. エネルギー問題への対応

1. 情報の壁を越える
コミュニケーションの促進

【学術・教育】

行政・学校・地域企業が一体になって
「はたらく」
ことを伝える育成活動
富士ゼロックス大阪は、西成区役所及び区内

FUJIFILM SonoSite, Inc.は、ルワンダ、ウガン
ダ、ケニアなどアフリカの臨床医への超音波検
査教育に取り組む非営利団体PUREに携帯型
超音波診断装置を提供、その活動を支援して

FUJIFILM
（Malaysia）
Sdn. Bhd.は、写真撮
影を通じて才能や創造性など隠された可能性
を発見・サポートすることを目的とした
「自閉
症の目を通して」
プロジェクトのワークショップ
に参加。基本的な撮影の仕方や屋外での撮影

2

の指導、写真展などをサポートしました。

推進方針

います。写真は、リベリアでエボラ出血熱に対
生産活動などの
応した教育に取り組むPUREのヘンウッド医師。

事業プロセスにおける
環境課題への積極的な取組みを推進

失った企業の販路開拓・拡大を目指す石
巻販路開拓支援センターが連携して実施

してきました。2014年は岩手・宮城・福島
の東北被災地3県・計7団体をパートナー
に、石巻から東北全体へと支援対象を広
げ、富士フイルムホールディングス、富士

ある東京ミッドタウンでも開催。従業員が
気軽に参加できる支援活動として、今後
も多くの事業所へ開催地を拡大していき
ます。

大阪市立弘治小学校の子供たちに、端材であ
る本物の皮革を使った作品づくりに取り組ん
でもらいました。

日本

【文化・芸術・スポーツ】

写真撮影を通じて自閉症児の
才能を育てるワークショップ

アフリカの医療環境改善を目指し
携帯型超音波診断装置を提供

が
「復興マルシェ(市場）
」
です。当初は、富
士ゼロックスCSR部と震災により販路を

フイルム、富士ゼロックス合同で本社の

の小学校、お客様と協働して、子供たちに
「は
たらく」
ことについて考えてもらうプログラム
を実施、次世代育成活動に取り組んでいま
す。2014年度は高級靴メーカーのご協力で、

【文化・芸術・スポーツ】
リベリア

の市民生活への移行を支援する治療プログ
ラムで、スポンサーとしてデジタルカメラを提
供するほか、社員からの寄付を行っています。

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・販売するの

働き方

製品・サービスなどを通じて、環境、
人々の健康・生活・働き方に関する
社会課題の解決に貢献
マレーシア

【健康】

援しています。長距離を歩くことで退役軍人

物産販売を通じて被災地を支援する
「東北復興マルシェ」

2. ダイバーシティーの促進

推進方針

環 境

代理店なども含めた多くの従業員が参加。日
中が一丸となり緑化活動に取り組んでいます。

日本

アメリカの富士フイルムグループ各社は非営
利団体が実施する
“Walk off the War”
を支

●東日本大震災復興支援活動

フィリピン・ミャンマー

【学術・教育】

日本

【文化・芸術・スポーツ】

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

知的障がい者のための
「スペシャル
オリンピックス」
をサポート

富士ゼロックスは、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

知的障害のある人たちに様々なスポーツト

3

推進方針

を2014年にフィリピンで、2015年6月にミャ
ンマーで開始しました。企業同士やNGOなど
企業活動を支える
との連携により効果の最大化を図り、アジア・
CSR基盤を
パシフィック地域各国で、2023年までに10万
バリューチェーン全体にわたり強化
人の児童への支援を目指します。

レーニングとその成果の発表の場である競技
会を提供している国際的なスポーツ組織
「ス
ペシャルオリンピックス」
の活動を、富山化学
工業テニス部のメンバーがボランティアとし
てサポート、テニスの楽しさを伝えています。

2015年で10回目を迎える
日本最大級の参加型写真展
2006年より規模を拡大しながら開催して
いる富士フイルム
「“PHOTO IS”想いをつな
ぐ。30,000人の写真展」
は、応募者全員の写
真を写真に込められた想いとともに展示する

参加型写真展です。第1〜9回目の応募総数は
157,762点、総来場者数約291万人にのぼり、
全国29会場で展示しています。
なお同写真展は、公益社団法人 企業メセナ
協議会より、企業が取り組むメセナ活動の一つ

として
「This is MECENAT 2015」
に認定され
ました。

復興支援活動の延長として生まれた
「遠野みらい創りカレッジ」で
地域社会の課題解決に取り組む
富士ゼロックスは、東日本大震災被災
地へ後方支援活動を行う遠野市ととも
に、様々な支援活動を行ってきました。こ

の活動の延長として、2014年4月に
「遠
野みらい創りカレッジ」
を開校、遠野市と

協働で地域のみらいを考えるプログラ
ムの構築・運営を行っています
（詳しくは
P22参照）
。
2014年度は
「災害時後方支援拠点研究
プログラム
（写真上）
や
「みんなの未来共創
プログラム」
（写真下）
など多くのプログラ
ムを開催、産学官の連携により地域社会の

課題解決と価値共創に取り組んでいます。

1. 地球温暖化対策の推進
2. 資源循環の促進
3. 製品・化学物質の安全確保

1. グローバルなコンプライアンス意識の向上と
リスクマネジメントの徹底
2. 多様な人材の育成と活用
3. CSR視点でのバリューチェーン・
マネジメントの強化

事業プロセスにおける環境・社会への配慮
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その他CSR活動

お客様の声を反映した製品・サービス
基本的な考え方

▼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）

FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016

お客様の声

事業を通じた社会課題の解決

お客様相談窓口
（BtoCのみ）

10名
ヘルスケアラボラトリーコールセンター 約100名

お客様コミュニケーションセンター

お問い合わせ

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（ C S：
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

ご要望

1. 医療サービスへのアクセス向上

双方向
コミュニケーション

（ファインピックスサポートセンター、
FDiサポートセンター、
フジフイルムモールサポートデスク）

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
3. アンメットメディカルニーズへの対応
1. 安全、安心な社会づくりへの貢献

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。

4. 健康増進、美への貢献

2014年度の活動

2 0 1 5 年 2 月 にリニュー ア ル オ ー プ ンした 直 営 店
「ASTALIFT GINZA
（アスタリフト ギンザ）
」

2. 心の豊かさ、人々のつながりへの貢献

ご指摘

33万件

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

健 康
生 活
お客様満足度向上に向けた取り組み
（顧客満足度指数）0

様々な事業を展開する富士フイルムは、企業、病院、一般

2. 水問題への対応
消費者など多様なお客様があり、
それぞれの商品の特性に
3. エネルギー問題への対応
適した対応を行っています。各お客様相談窓口では、
お客

1

推進方針

1位

1. 情報の壁を越える
コミュニケーションの促進

5年連続

2. ダイバーシティーの促進
カラーコピー機・
カラープリンター
顧客満足度調査※

製品・サービスなどを通じて、環境、
環 境
毎年実施 働き方
し、製品主管部門はその内容を評価して、製品・サービスの

様からのご提案やご要望を製品主管部門へフィードバック

人々の健康・生活・働き方に関する
顧客満足度調査
社会課題の解決に貢献
改善や新製品の開発に反映※しています。また、
「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」
「ファインピックスサポートセンター」
の各窓口

〈富士ゼロックス〉

※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

〈富士フイルム〉

にお問い合わせいただいたお客様を対象にした顧客満足

の接点におけるコミュニケーションを大切にし、①お客様統合

度調査を実施しており、2014年度には約1,300件の回答

サポートセンター
（主なお問い合わせ窓口）
、②VOC
（Voice

をいただきました。この結果を真摯に受け止め、調査結果

of Customer：お客様からの総合的な情報収集の仕組み）
、③

から抽出された問題点に対して改善に取り組んでいます。

公式ホームページ、④各種市場調査、⑤CSプログラム
（CS調

2

3

2014年度は、
「富士フイルム
東京サービスステーショ
推進方針

査に基づく改善活動）
の5つの仕組みでお客様の生の声
（ALL
推進方針

生産活動などの
（P58参照）
、スキンケアシリーズ
「ASTALIFT
（アスタリフ
事業プロセスにおける
環境課題への積極的な取組みを推進

ています。また、CSR基盤を
お客様の経営層からの経営課題を直接聞く

ン」
を池袋から六本木に移転しサービスを充実させたほか

VOC）
を収集、分析・蓄積する
「iVOC」
システムで一元管理し
企業活動を支える

バリューチェーン全体にわたり強化
機会の多い
「お客様共創ラボラトリー」
でのご意見なども集約

ザ」
を移転・リニューアルオープンしました。新店舗では、

しています。さらに社内では、CS向上委員会／お客様接点CS

最新の3D肌画像診断に基づいたカウンセリングなどの新

委員会・品質会議／CS会議の三層の体制を設けて、お客様満

サービスも提供し、より多くのお客様ニーズにお応えして

足の向上に向けた改善活動を推進し、お客様の声をもとに商

います。このように直接お客様と接する機会の充実を図り、

品・サービス企画、マーケティングなどの活動にも反映させて

お客様とのコミュニケーションを強化しています。

います。2014年度は、
「iVOC」
システムの海外情報も日本語

※

に機械翻訳し、海外のお客様のニーズや要望を国内のマーケ

2. 資源循環の促進

ユーザビリティの取り組み http://www.fujifilm.co.jp/corporate/
environment/preservation/design/healthcare.html

3. 製品・化学物質の安全確保

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

1. グローバルなコンプライアンス意識の向上と
リスクマネジメントの徹底
2. 多様な人材の育成と活用

ティング部門や開発部門に届きやすくしたほか、国内外双方

3. CSR視点でのバリューチェーン・
マネジメントの強化

のデータを年度に関係なく一括検索し、活用できるように利
便性を向上させています。また、
“お客様からの信頼の獲得”

事業プロセスにおける環境・社会への配慮
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
外部機関から様々な評価をいただきました。

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
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新製品・
新サービスの採用

関連部門で
検討

を目指して全社をあげて取り組んだ結果、2014年度も主要

10
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40

50

60

70

▼「顧客満足度アンケート」集計結果
（メール※）

80

90 100

（顧客満足度指数）0

1. 問い合わせ時の電話応対

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

10

20
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40
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60

70

80

90 100

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
5. 今後の当社製品の利用意向

4. 今後の当社製品の利用意向

6. 友人知人への推奨意向

5. 友人知人への推奨意向

※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/ファインピックスサポートセンター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

2013年
2014年

2013年
2014年

▼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）
お客様（ALL VOC）
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・経済動向など

お客様統合サポートセンター

お客様相談センター
（総合）
カストマーコンタクトセンター
※
（保守・配送）

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

約2.5万件

VOC
（Voice of Customer）

約400万件

お客様からの総合的な情報収集の仕組み

約21.6万件

お客様の評価

公式
ホームページ

各種市場調査
市場動向調査

適宜実施

お客様接点におけるCS改善活動
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
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
経営TOPによるCS活動
常務執行役員を議長とした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

2つのCSプログラム
●

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。

補完関係

●●

2）富士ゼロックスユーザーCS調査
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。

●

現場/各機能
全社の改善活動
●●

●

●
富士ゼロックスユーザー
CSプログラム

富士ゼロックスユーザー
CS調査
約9.2 万件
企業比較
CS調査

約1.99 万件

調査結果の活用目的

J.D. パワー アジア・パシフィック

企業と比較して課題を
抽出するCS改善活動

2014年日本ITソリューショ
ンプロバイダー顧客満足度調 第 位
査SMの事務機メーカー系事業（3年連続）
者セグメント

企業比較CSプログラム

1）企業比較CS調査

CSプログラム

PDCA

▼2014年度 外部機関からの評価
（富士ゼロックス）

▼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）

1
1

2014年日本カラーコピー機顧
客満足度調査SM、2014年カラ 第 位
ープリンター顧客満足度調査SM （5年連続）

お客 様

ト）
」
ブランドのフラッグシップショップ
「アスタリフト ギン

1. 地球温暖化対策の推進

製品・
サービスの改善

フィード
バック

「お客様の声」
に戻る

▼「顧客満足度アンケート」集計結果（電話・書簡応対※）

富士フイルム
1. 地球温暖化への対応

部門長

営業・販売
デザイン
開発・研究

国内営業部門／国内販売会社

お問い合わせ件数
年間約

40名

報告

全国3カ所／約

フジフイルムスクエア

手紙・電話・
eメール・来社・お店で

約

お客様の声を反映

経営トップ

20名
約10名

サービスステーション
ご提案

約

技術サポートセンター

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

2. 疾病の早期発見への貢献
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

検討

個々のお客様の評価に
基づくCS改善活動

日経コンピュータ
2014年8月21日号 顧客満足
度調査2014-2015 ITコンサ
ルティング/上流設計関連サー
ビス
（情報サービス会社）
部門

FUJIFILM Holdings Corporation

第

1位
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その他CSR活動
2014年度の活動

多様なお客様に対応するものづくり

FUJIFILM Sustainable富士ゼロックス
Value Plan 2016

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

使えない部分を使える状態にする
「アクセシビリティ」
、使

事業を通じた社会課題の解決
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

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

1. 医療サービスへのアクセス向上
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
2. 疾病の早期発見への貢献
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

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、

3. 利用現場での検証などを実施。
アンメットメディカルニーズへの対応
ザーによる評価のほか、
グ

1. 安全、
安心な社会づくりへの貢献
原稿セッ
ト、
機能選択、出力、用紙補給の一連の操作ができ

ローバルに展開する製品の場合は、
国ごとの文化・環境な
4. 健康増進、美への貢献

ることが大切です。一つでもできなければ、
2. 心の豊かさ、人々のつながりへの貢献あきらめるか、

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

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

健 康
ています。2014年度もX線画像診断システム等メディカル

られたお客様の声、お客様訪問などから情報を収集。ISO

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

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、

も様々なお客様の
“使いやすさ”
を追及し、製品開発を進め

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

ていきます。

体験なども交え、商品化しています。
1. 情報の壁を越える

1. 地球温暖化への対応
2. 水問題への対応

生 活

コミュニケーションの促進

1
デジタルカメラの購入前後で、どちらのお客様ニーズにも応える
ステークホルダーコミュニケーション

3. エネルギー問題への対応

環 境

資料・データ

2. ダイバーシティーの促進

推進方針

働き方

製品・サービスなどを通じて、環境、

人々の健康・生活・働き方に関する
「富士フイルム 東京サービスステーション」

社会課題の解決に貢献
「駅から遠い」
というお客様のご意見にお応えし、2014年8月、池袋で営業して

「資料・データ」
では、富士フイルムグループの活動を客観的かつ具

いた
「富士フイルム 東京サービスステーション」
を東京ミッドタウン
（六本木）
の富

体的にご理解いただけるように、CSR活動の基礎的な情報や人事・

士フイルム本社ビル2階に移転しました。1階には、写真歴史博物館、フォトサロ

労務関連、環境側面などの定量情報を中心に掲載しています。

ン、最新製品を手に取って体験できるタッチ＆トライコーナーのある
「フジフイル
ム スクエア」
もあり、お客様に様々なサービスを提供できる環境となっています。

コンプライアンス・リスクマネジメントに関する情報. ............................................ 60

同施設では、修理／メンテナンスサービス、使い方相談・セミナー、カメラボ
ディ・レンズのレンタルサービスなどを行い、1カ月あたり1,000人以上のお客

2

様が来場しています。特に気軽に高品位レンズを試すことができるレンズレン

推進方針

タルは好評で、これをきっかけに購入に至るケースもあるなど、お客様の新たな
ニーズの開拓と満足度アップにつながっています。
生産活動などの
事業プロセスにおける
環境課題への積極的な取組みを推進

............................................................... 61
人事・労務に関する情報
（富士フイルム）
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推進方針
来店者サービスとして、専門スタッフによる使い方
相談
（無料）
、スタッフが制作したガイドブックの配
企業活動を支える
布なども実施

CSR基盤を
バリューチェーン全体にわたり強化

米国で進めるステークホルダーコミュニケーション

............................................................ 62
人事・労務に関する情報
（富士ゼロックス）
環境側面に関する情報........................................................................................ 63
重点実施事項................................................................................................ 63
地球温暖化対策............................................................................................. 64
省エネルギー対策......................................................................................... 64
物流における環境配慮................................................................................... 64

2014年1月、
富士フイルムが東京本社ビルにオープンした
「Open Innovation

省資源対策. .................................................................................................. 65

Hub
（オープンイノベーションハブ）
」
は、富士フイルムグループが手掛ける多様

生物多様性への取り組み............................................................................... 65

な製品や研究テーマに実際に触れて体感していただき、ステークホルダーの持つ

化学物質排出量削減...................................................................................... 66

様々な課題やアイデア、潜在的なニーズと、自社の技術を結びつける対話型のコ
1. 地球温暖化対策の推進
1. グローバルなコンプライアンス意識の向上と
ミュニケーションの場です。
2015年4月には、同様のコンセプトでシリコンバレー
リスクマネジメントの徹底
2. 資源循環の促進
上：米 国 で オ ー
の中心部となるカリフォルニア州サンタクララにオープン、米国でも、新たなビジ
2. 多様な人材の育成と活用
プ ンし た O p e n
3. 製品・化学物質の安全確保
ネスやパートナーシップ創出の場として機能し始めています。
Innovation Hub
3. CSR視点でのバリューチェーン・
下：革 新 的 な ソ
またFUJIFILM North America Corporationは、2014年10月、イリノイ
マネジメントの強化
リュー ションを 紹

汚染防止対策................................................................................................ 66

介するシカゴ技術
センター

法規制への対応............................................................................................. 66
社外からの評価.................................................................................................. 67
......................................... 68
サステナビリティ会計
（労働環境・社会会計、環境会計）

州ハノーバーパークにあるシカゴ技術センターの大規模改装を実施。印刷分
野における革新的な製品やソリューションを一堂に展示し、お客様コミュニケー

ションの進化につなげています。
事業プロセスにおける環境・社会への配慮
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