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働きやすいセンターの条件

第2特集

スは、拠点統合を兼ねて横浜にセ

ンターを新設。移転前には、「新セ

ンターをどのようにしたいか」を

議論するワーキンググループを作

って検討し、椅子などはアンケー

トで選定。社員の声を反映するこ

とで、居心地の良いセンターづく

りを図った。

　どのセンターも、現場のメンバ

ーにリラックスしてほしいのか、

ポジティブになってほしいのか、

具体的なイメージを持ったうえ

で、それぞれ独自のセンターを形

づくっている。また、すべてのセ

ンターに共通することとして、現

場の声を反映すること、コミュニ

ケーションが高まる構造にするこ

と、経営層との一体感などが挙げ

られる。KDDIエボルバやまがた

では、この環境づくりを徹底した

結果、2％という低い離職率を実

現した。居心地の良い環境づくり

は、採用と継続率に大きな影響を

与えるといえる。

はプレステージ・インターナショ

ナル富山BPOタウンだ。屋外の広

場を地域の方や従業員の家族との

交流の場としても活用している。

　移転に伴って、センターを新規

構築したのが、えがおと富士通コ

ミュニケーションサービスだ。え

がおは、社屋の中心部に扇状にセ

ンターを配置。センターに入った

顧客の声が商品開発にダイレクト

につながる一体経営を体現した。

富士通コミュニケーションサービ

するセンターが多かった。今回は、

あたたかさとポジティブな効果を

狙ってオレンジを採用したトラン

スコスモスや、自宅のような落ち

着く空間づくりを目指してグレー

やベージュを多用したKDDIエボ

ルバやまがたなど、これまでとは

違う色づかいも見られた。

現場の声を活かし
完成する快適空間

　オペレーションルームが特徴的

だったのはKDDIエボルバ九州・

四国支社とプレステージ・インタ

ーナショナル山形だ。KDDIエボ

ルバ九州・四国支社は、責任者の

席を床上げし、扇状に席を配置す

ることで全体を見渡せるようにし

た。また、机の島を少人数制にす

ることで、SVや社員とコミュニ

ケーションを取りやすい配置とし

た。プレステージ・山形は、ショ

ールームをイメージしたガラスケ

ースのオペレーションルームを構

築。「見られている」という緊張感

を持ちながらも、ゆとりある空間

がストレスを軽減するような構造

となっている。

　リフレッシュルームにこだわっ

ていたのは、KDDIエボルバやま

がた、大和証券、ソフトバンク、

りらいあコミュニケーションズ

だ。KDDIエボルバやまがたは、

蔵王連峰を臨む景観を活かし、ホ

テルのラウンジをイメージさせる

休憩室を実現した。大和証券は、

席数の増加に伴って、リラクゼー

ションルームを大幅にリニューア

ル。プロジェクトには、現場スタ

ッフも数名携わり、意見を反映し

たという。ソフトバンクは、天井

が低い、窓がないなどの制約があ

るなかで、「短時間でリフレッシ

ュできる空間」を目指した。自宅

のリビングのような空間をイメー

ジして、靴を脱いだり、視線を排

除するようマッサージチェアの配

置を工夫することでリフレッシュ

効果を狙った。りらいあコミュニ

ケーションズはリフレッシュルー

ムのファニチャーを多様化し、そ

のときの気分や状況で変えられる

ような工夫を施した。

　地域との共生で成功していたの

　コールセンター運営企業の取り

組みを表彰する「コンタクトセン

ター・アワード」（主催：リックテ

レコム「コールセンタージャパン

編集部」、共催：イー・パートナー

ズ）は、第２回オフィス環境賞を

実施した（協賛スポンサー：コク

ヨファニチャー）。

　オフィス環境賞は、3年に1度、

実施しており、2016年は10カ所

のコンタクトセンターを選定。う

ち、4カ所のセンターが優秀賞に

選ばれた。

　評価の基準は、働きやすい配慮

がなされたオフィス設計や建築、

食堂やリフレッシュルームの快適

性や改善プロセス、地域との共生

や環境にこだわった施設か否かな

どで、今回はアワードに参加した

企業による採点も反映した。

　オフィス設計の面では、執務空

間には色や光の取り入れ方、空調

の最適化などにより、スタッフが

業務に専念できるような工夫を行

っている企業が多く見られた。従

来は、集中力を高めるとされる緑

色をオペレーションルームに多用

目指すは「採りやすく、辞めない」センター
オペレータの声を反映した10拠点の設計

コクヨ　スペースソリューション事業本部 
クリエイティブデザイン部

新居 臨
　第2回目となるコンタクトセンター・
アワード オフィス環境賞の審査を経て、
コンタクトセンター環境に求められる要
求がより多様化していると感じました。
企業の持つ経営課題に対して、完成した
「空間」の生産性・快適性・創造性だけで
なく、その「構築プロセスそのもの」に工
夫が見られる応募が多数あり、また完成
後の「運営支援」でより良い運営を目指
した改善活動を継続的に実施するなど、
単なる“場”の審査ではなく、現在の働き
方の変化に対応する、継続的なエコシス
テム構築をいかに実現したか、という視
点で興味深く拝見しました。
　今、執務環境に求められる機能やデザ
インはこれまでになく変化しています。
変化を牽引するトリガーのひとつが「政
府主導での働き方改革」です。これまで、
より快適な環境の提供やフレキシブルな
働き方の検討は、企業の自助努力で実施
されてきました。現在の日本は少子高齢
化が進み、労働力の将来的な減少が見込
まれ、またワーキングマザーやシルバー
世代セカンドキャリアへの労働環境支援
が十分でないことから、ライフステージ

求められるニーズの変化に、柔軟に
対応できる継続的な環境構築を評価

なっています。
　第3の変化は「企業CSR活動の進化」
です。これまでの企業CSR活動は、社会
的な貢献活動・慈善活動といった、企業
ブランディングのための利益還付の側面
もあったのではないでしょうか。しかし
近年発生している大規模災害の教訓か
ら、ワーカーの安全性確保や近隣住民と
ともに活動する生活支援など、BCP対
応の準備は企業の経営姿勢を示すもの
となっています。また地方拠点構築にお
ける遊休不動産の活用や、自治体と連携
した雇用創出は、その地域に出展する企
業にもメリットのある連携です。企業の
社会貢献は、CSRからCSV（Creating 
Shared Value）へと進化しています。
　これらの変化を包括的に表現するの
が、“働く環境の構築”です。とくにコン
タクトセンター業務は、時代性や景況感
の影響を受けやすい業種だと認識して
おり、まさに日本の企業生産活動を映す
“鏡”だと考えます。今回のオフィス環境
賞審査では、「働く環境の構築は経営資
源の活用であり、企業課題をいかに解決
したか」という視点で審査しました。応募
企業の中から、今回受賞された企業は、
とくにこれらの課題設定／課題解決に優
れていると考えます。今後も、変化に柔
軟に対応できる、継続的な取り組みに期
待するとともに、コクヨも「働く・暮らす・
学ぶ」環境構築のプロフェッショナルと
して、お手伝いできれば幸いです。

に合わせた労働選択肢は限られたもので
した。現在、政府主導でこれらの課題を
解決すべく働き方改革指針が検討されて
おり、具体的には経済産業省の認定する
「健康経営銘柄」や厚生労働省の認定す
る「プラチナくるみん認定」などがあり、
これらの取得は企業の他社差別性＝企
業ブランディングにつながります。働く環
境を考えることが企業ブランディングに
直結するようになったのです。
　第2の変化は「ワーカーの嗜好の変
化」です。高度成長期を経て、団塊ジュ
ニアはがむしゃらに働いてきました。生
産活動量に応じて企業利益を得ること
のできた時代は、労働時間が企業の利
益に直結していました。しかしポスト団
塊ジュニアからミレニアル世代は、幼少
期から日本の低成長期の中で生活し、物
質的な豊かさだけでなく、感性的な快適
性や仲間意識などを重視した青年期を
送っています。企業の提供する賃金とい
う定量的な価値だけでなく、執務環境の
快適さや仕事のやりがい、仲間のサポー
トといったコミュニティ形成など、定性
的な価値提供が大きな評価ポイントに

全体講評
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センタープロフィール
■センター名称：やまがたワークプ
レイス

■所在地：山形県山形市みはらしの
丘2-36

■延床面積：4,815㎡

■設備構成：オペレーションエリア
×6、研修・プレゼンテーション
ルーム、会議室×7、面接・フィー
ドバックルーム×7、休憩室・食堂
×3、マッサージルーム×1、救護
室×2、ロッカールーム×1、応接
室×1、管理スタッフ控室×3、駐
車場500台、ビニールハウス２棟

■ブース数：約550席　

■業種・業態：家電メーカー、通信会
社、食料品メーカー、自動車メー
カー、保険会社

■運用開始時期：2014年9月1日

受賞コメント
このような栄えある賞を受賞でき、
大変嬉しく思います。全国の社員の
声を反映させ働きやすさを追求した
設備面と、多様な働き方を取り入れ
たセンター構築を評価いただいたこ
とをセンター一同の励みとして、今
後ともコンタクトセンター業界の発
展に寄与できるよう邁進して参りま
す。

講評
2020年の企業ビジョンを掲げて、
山形というコンタクトセンター未開
拓の立地に、新しい執務環境を戦略
的に構築し、雇用を提供している点
が素晴らしい。地域共生や地域貢献
の視点でさまざまな取り組みが実施
されており、ワーカーの満足度向上
と企業ロイヤルティの向上が非常に
高い次元でバランスできていると感
じる。

KDDIエボルバ やまがた

退職率2％以内を実現
蔵王の自然と融合する絶景センター

550席のオペレーションブースの間隔は
140cm、天井高3m、窓は高い位置に配置する
ことでセキュリティを確保した

ウッドデッキからは180度の蔵
王連峰を望め、四季を楽しめる

社員食堂は、250名が同時に利用できる。中央部には
地元の名木材「金山杉」を18m使ったビックダイナー
を設置している

通常のトレーニングルームとは別に、触る、見る、話し合う、アウト
プットするという能動的な学習を促進する部屋を設けている

障がい者や高齢者を直接雇用し、日常清掃、
植栽業務、ベビーリーフを栽培する。ベビー
リーフは食堂のサラダバーやスムージーにし
たり、地元の農産物直売所で販売している
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センタープロフィール
■センター名称：プレステージ・イン
ターナショナル富山BPOタウン

■所在地：富山県射水市黒河846-1

■延床面積：約1万1,000㎡

■設備構成：オペレーションルーム
×24ルーム、託児所、社員寮48
部屋、宿泊所5部屋、カフェテリア
×2、アリーナ、トレーニングルー
ム、ジム、会議室×6、リフレッ
シュルーム、非常用発電装置1台、
無停電装置1台、駐車場1000台

■ブース数：1000席

■業種・業態：自動車保険のロード
サービスや海外旅行傷害保険の受
付などのお客様対応業務

■運用開始時期：2015年4月

受賞コメント
富山BPOタウンは、従業員たちに
とって単なる仕事場ではなく、豊か
な生活空間でありたいという想い
があります。従業員が活き活きと働
ける職場環境が、私たちの質の高い
サービスを支えています。今後も従
業員一人ひとりの声に耳を傾け、従
業員が夢とやりがいを持って働ける
職場環境を提供して参ります。

講評
働く、暮らす、学ぶといった生活環境
すべてを理想的に建築から構想した
場づくりである。独身社員寮の整備
や企業内託児所の併設など、生活環
境を支援する具体的な環境構築がと
ても素晴らしい。富山に、働くを中心
とした生活環境の理想の拠点が構築
されていると感じる。

プレステージ・インターナショナル　富山

1000人勤務でもストレスレス
街並みを感じさせるファシリティ

中庭の緑と自然光が差し込むカフェテラス

社員寮も完備。共有スペースではシステムキッチンで
料理をしたり、ダーツゲームを楽しむことができる

オペレーション席は、シンプルで見渡しのきく形態にしている

オープンスペースは地域
交流の場としても活用して
いる

広いスペースを確保した託児所は、
床暖房を完備。屋外には庭園もある

港町をコンセプトとしたデリ・レストラン。世界各国・ご当地の作りたての日替わりメニューを提供している
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センタープロフィール
■センター名称：大和証券 東京コン
タクトセンター

■所在地：東京都江東区東陽2-3-2

■延床面積：2,600㎡

■ 設 備 構 成：受 電 フロア×2
（SV+OP 500席）、MG14席、企
画部門30席、管理部門63席、研
修室46席、会議室（大1、小2）、
面談室×6、マシンルーム

■設備構成（その他）：備蓄庫、ロッ
カー室×3（ロッカー154台、
611名分）

■設備構成（グループ会社と共有）：
食堂300席、リラクゼーション
ルーム230席、喫煙室、救護室
（ベッド×3）　

■業種・業態：証券業

■業務：フリーダイヤルおよび支店
代表受電における注文受発注・顧
客サポート

■リニューアル時期：受電フロア完
成2014年7月、食堂およびリラ
クゼーションルーム完成2015年
4月

受賞コメント
「オフィス環境賞優秀賞」を賜り、大
変光栄に存じます。MG・SV・オペ
レータが働きやすいファシリティの
構築には、コンタクトセンターの思
いを受け止める経営陣・システム部
門・総務部門をはじめ、関係部署の理
解と協力があればこそ可能になると
今回の受賞で改めて実感しました。
引き続き社内における信頼を深める
努力を続けて参ります。

講評
インハウスのコンタクト部門は、一
般的にはコストセンターと認識され
てお金をかけない効率的な運用をさ
れていると思われるが、可能な範囲
の中で精一杯ワーカーの意見を反映
させることでモチベーション向上に
寄与している。さらに、役員クラスの
経営陣が積極的に現場に訪れてイベ
ント参加するなど、環境改善への企
業支援が「場」だけでなく「運営」に
至るまで連携されているところが素
晴らしい。

大和証券

休憩室、食堂を大幅リニューアル！
用途や状況に合わせたくつろぎ空間を演出

食堂は200席から300席に増席。壁、
床、テーブル、イス、食器を総入れ替え
した

会議用テーブル・イスを配置しただけの空間から、リニューアル。オリジナルソファー席、一人でくつろげる席、カウンター席、大人数で利用できる
エリアを設置した

清潔感のある白と青を基調にした受電ブースは、450席から
500席に増席。デュアルディスプレイを導入し、デスクを120
㎝から140㎝幅に変更した

オペレータ用にデュアルディス
プレーを、センター内には大型
モニタリングボードを設置
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センタープロフィール
■センター名称：えがお本社ビル

■所在地：熊本市東区東町4-10-1

■延床面積：1万1,339㎡

■設備構成：執務フロア（含コンタ
クトセンター、管理部門）、研修・
会議室×16、社員食堂、リラク
ゼーションルーム×4、救護室×
2、レセプションホール、ジム　他

■ブース数：オペレータ400席／
管理者30席／その他30席

■業種・業態：健康食品の通信販売

■運用開始時期：2014年12月

受賞コメント
オフィス環境賞優秀賞に選出いただ
き、誠にありがとうございます。お客
様からいただくお声を中心に、各部
門が連携してさらに価値ある商品・
サービスを生み出す環境として現在
の本社ビルが建てられました。これ
からも全国のお客様に健康と笑顔を
届けるべく、社員一丸となって取り
組んで参ります。

講評
「25周年の第二創業」という機会の
もと、企業文化の社内浸透や風土改
革を場で実現している。コンタクト
センターに入ったお客様の声が商品
開発にダイレクトにつながるという
一体経営が場全体の計画・設計で実
現されている。また熊本震災時には、
積極的に社屋を開放し地域貢献を実
施するなど、企業の取り組み姿勢そ
のものが、近隣環境と融合し「場」と
して存在している点がとても素晴ら
しい。

えがお

センターを社屋の中心に配置
新本社移転で一体経営を目指す

2014年12月に
移転した新社屋

オフィスの中心部を占めるコンタクトセンター
部門は扇状になっている

ゆとりある保育施設

昼食は4種類の定食から選べ、
副菜小鉢やサラダバーもある

食堂以外にカフェスペースや居酒屋スペースもあり、懇親の場として
活用されている
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センタープロフィール
■センター名称：ソフトバンク 千葉

NWサポートセンター 

■所在地：千葉県印西市武西学園台
1-1-1 ソフトバンク千葉ビル 6F

■延床面積：31.59㎡（リラクゼー
ションルームのみ）

■設備構成：リラクゼーションルー
ム、オペレーションエリア、食堂、
研修ルーム、会議室×２、応接室
×１、休憩室、救護室

■ブース数：非公開

■業種・業務：ソフトバンク携帯電
話の電波に関するお問い合わせ窓
口（つながるお父さんダイヤルの
運用）

■運用開始時期：2016年4月

受賞コメント
今ある設備を工夫し愛情を注ぎ、改
善する取り組み・姿勢が大切という
観点が評価されたことに大きな意義
を感じています。これからも「従業員
が気持ちよく仕事に集中できる環境
づくり」を信念にオフィス環境改善
を推進して参ります。このたびは光
栄な賞をいただきありがとうござま
した。

講評
建築的な制約がある中で、「リフレッ
シュする時間を短く、集中してリフ
レッシュする」というテーマ設定が
まず面白い。場所も極小の中で、自宅
のリビングのようなくつろぎやすさ
の提供と、そこを使うユーザーから
の希望などフィードバックをもらい
ながら、非常に細かいところまで考
えて作り上げられているところが印
象的で素晴らしい。

ソフトバンク

短時間で高い効果を目指す
工夫を重ねたリフレッシュルーム

清潔感のある整備されたセンター

天井が低い、窓がない、
殺風景という条件の中、
靴を脱ぐ、ツートンカラー
などの工夫を凝らしたリ
フレッシュルームを新設
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センタープロフィール
■センター名称：新宿フロントプレ

イスセンター

■所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷
5-33-1

■延床面積：3,924.2㎡

■設備構成：オペレーションエリア
×7、応接室、会議室×2、研修室
×2、休憩室、救護室×2、倉庫、
サーバールーム（メイン、サブ×
７）

■ ブ ー ス 数： オ ペ レ ー タ 750 
SV75 その他20

■業種・業務：公共系企業様 受付・
事務センター

■運用開始：2015年12月

受賞コメント
栄誉ある賞をいただき、誠にありが
とうございました。「働きやすい職場
づくり」を目指し、改善工夫を積極的
に導入して構築を行いました。結果
社内での評判は上々のものとなり、
空きスペースもない状態となりまし
た。ぜひ次回もチャレンジさせてい
ただき上位入賞を目指したいと思っ
ております。

講評
業務内容に応じて柔軟に執務環境

（面積や対応人数）を変化させること
のできる拠点構築計画の立案に興味
をもった。ワーカーの、１名から大
人数でといったさまざまなリフレッ
シュ行為に即した、多様なロケー
ションを設定して癒やしの環境を提
供しているところが素晴らしい。柔
軟な執務環境と、リフレッシュ環境
のバランスが取れている。

りらいあコミュニケーションズ

居心地と生産性の両立を目指した
コミュニケーション重視のレイアウト

緊急の増席にも対応できるよう、ユニバーサルポー
トを活用しフリーレイアウトとしている

ファニチャーを多様化し、対面型を増やすことでコミュニケーション重視型のリフレッシュルームを目指した
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センタープロフィール
■センター名称：プレステージ・イ

ンターナショナル 山形BPOガー
デン

■所在地：山形県酒田市京田4-1-1

■延床面積：4,608.29㎡

■設備構成：オペレーションルーム
×9、ITルーム・トレーニングルー
ム・TV会議室×5、ラウンジ・カ
フェテリア×2、パウダールーム
×3、社員寮×1、自家発装置×1、
企業内託児所×1

■ブース数：500席（オペレーショ
ンルーム各部屋 約50席）※管理
者席など分けずに運用

■業種・業務：アシスタンス業務
（ロードアシスト・ホームアシス
ト・パークアシスト・トラベルアシ
スト）

■運用開始時期：2013年11月

受賞コメント
山形BPOガーデンは「女性の社会
進出支援・女性の働きやすい職場環
境構築」を念頭に、これまで丸３年歩
んで参りました。これからも「地域の
皆様とともに成長できるセンター」
として、建物だけでなく地域イベン
トとのタイアップを含めた活動を推
進し、山形県庄内地方の「アイコン
企業」として進化し続けます。

講評
企業戦略のもと、建築計画段階から
ワーカーのアクティビティを考慮し
た計画となっている。人と人とが出
会って会話する、オンとオフが切り
替えられるなど、人の暗黙的な動き
やコミュニケーションのアクティビ
ティが、建築／インテリア／運営の
三位一体で機能しているところが素
晴らしい。

プレステージ・インターナショナル　山形

コンセプトは「魅せるオフィス」
ショーケース風のガラス張りセンター

センター全体で500席あり、クライアン
ト企業ごとにガラス壁で仕切ることもで
きる

スープランチなど、女性に
人気のメニューが充実して
いるというカフェテリア

自然の光、水音、緑、自然を感じさせるコミュニケーションスペース

❷
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センタープロフィール
■センター名称：マーケティング

チェーンマネジメントセンター那
覇県庁前

■所在地：沖縄県那覇市久茂地1丁
目7番1号 琉球リース総合ビル
内

■延床面積：1,784.33㎡

■設備構成：オペレーションエリ
ア、サーバールーム×1、プレゼン
テーションルーム×1、研修室×
2、面談・救護室×2、休憩室×2、
パウダールーム、採用専用ルーム

（おしごとカフェ）

■ブース数：オペレータ475席、
SV25席

■業種・業務：コンタクトセンター/
ノンボイスサポート

■運用開始：2015年10月

受賞コメント
今回のオフィスは、女性比率が高い
ことから、女性従業員の意見を積極
的に取り入れ、「元気になれる職場」

「従業員同士や地域とコミュニケー
ションがとれる職場」を具現化した
センターとなります。そのオフィス
が環境賞を受賞することができたこ
とは、働いている従業員の誇りとな
ります。今後も、お客様に寄り添っ
た、くくる（心）が伝わるおもてなし
サービスを提供して参ります。

講評
「沖縄という地に根ざした事業展開」
を考え抜き、構築実施している。地域
性を考慮した女性が主役のプロジェ
クト運営や、キャラクターを使った
地方広報により認知向上を図ってい
たり、沖縄の方言を使った部屋の命
名など、結果的に沖縄という地に継
続的な雇用創出を目指す企業姿勢で
場が作られていることが素晴らしい。

トランスコスモス

太陽、海、花のイメージで
「元気になる職場」を目指す

子ども連れでも仕事を探しに来ることが
できるような設備も用意している

カフェスペースには、裸足でくつ
ろぐ小上がりコーナー、複数名
で団欒できるソファコーナー、海
を眺められる一人席などがある

430席のオペレーションエリアは、元気が出るようなオレ
ンジ、ブルー、イエローを採用した
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センタープロフィール
■センター名称：ふくおかワーク
フォレスト

■所在地：福岡県福岡市中央区渡辺
通2-1-82　電気ビル共創館8F

■延床面積：4,293.4㎡

■設備構成：オペレーションエリア
×3、研修・会議室×17、休憩室
×2、マッサージルームマッサー
ジチェア×2、救護室×2、採用面
談室×3、コーチング・面談コー
ナー多数

■ブース数：約700席

■業種・業務：通信会社、食料品メー
カー

■運用開始時期：2015年5月

受賞コメント
「ふくおかワークフォレスト」は森の
ような空間で働きやすさを追求した
オフィスです。ユニット制の運用室
ではオペレータを角席とし、SVと
相談しやすい配置としました。休憩
室にはBOXシートや小上がり、一人
用ビューソファ席も設置しリフレッ
シュを演出。人も会社も成長できる
環境を実現しました。

講評
生産性向上を目指して構築された機
能的な空間を評価。例えば採用希望
者に対してはアットホームな環境、
ワーカーに対しては可変性の髙い
研修室、全体を見渡せるオープンな
ワークプレイス、対応人数に応じて
多様なコーチングコーナーの形成な
ど、機能ごとに考え抜かれた空間構
成を、「フォレスト」というデザイン
テーマとともに具現化している。

KDDIエボルバ　　九州・四国支社

全景を一望できるオープン空間
高い視認性で適確なサポートを実現

ファミレスベンチや床上げスペースはリフレッシュだけでなく複数人での
業務後のミーティングの場としても利用。一人用のソファもある

円形のデスクでメンバー同士が質問、
相談し合いながら実践に近い形で学
べる研修室

全体が見渡せるオープン空間。責任者席は
床上げを行うことで視認性を高めた

71CallCenter Japan   2017.2

センタープロフィール
■センター名称：本社・横浜みなと

みらいソリューションセンター

■所在地：神奈川県横浜市西区みな
とみらい4-4-5 横浜アイマーク
プレイス

■延床面積：2,671.01㎡

■設備構成：サポートルーム、オ
フィスルーム、リフレッシュルー
ム、マッサージルーム、トレーニン
グルーム、カンファレンスルーム、
ミーティングスペース、健康相談
室

■ブース数：非公開

■業種・業務：「コンタクトセンター」
および「ITサポート」のアウトソー
シングサービス

■運用開始：2014年7月

受賞コメント
10年後も成長し続けている企業を目
指して」をテーマに、社員の意見やア
イディアを反映したオフィスです。社
員が働きがいを持って仕事に取り組
み、新しいアイディアを創出できる
環境を整え、お客様の多様なニーズ
により柔軟にお応えしてまいります。

講評
企業の経営戦略を具現化するプロセ
スの中で、ワーカー主体のプロジェ
クトを立ち上げ、ワークショップを
重ねたワーカーの意向をボトムアッ
プ型で積み上げ、うまくバランスが
とれた形で拠点構築を実現してい
る。立地が横浜であり、デザインの中
に横浜のテイスト（船を模したリフ
レッシュルームなど）を取り入れてい
るところも興味深い。

富士通コミュニケーションサービス

働き手のアイデアを採用
“横浜テイスト”を模した快適空間

経営陣の思いと社員の提案を反映したセンター。椅子は社員が投票で選んだという

エントランスでは映像やデジタルサイネー
ジを使い自社の魅力を伝えている

マッサージルームも完
備しており、予約制で
利用できる

社内イベントの場としても活用されるコ
ミュニケーションスペース。明るく開放
的な雰囲気となっている


