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コンタクトセンター・アワード 2022、決定︕

最優秀部⾨賞、部⾨賞、審査員特別賞、個⼈賞を表彰 

最優秀部⾨賞は、NTTマーケティングアクトProCX、EPファーマライン、みずほ証券、東⽇本電信電話／

キューアンドエーの５社４申請

「コンタクトセンター・アワード 2022」（主催︓株式会社リックテレコム「⽉刊コールセ

ンタージャパン」、共催︓イー・パートナーズ有限会社）の最終審査会が９⽉ 22 ⽇に開催さ

れ、最優秀部⾨賞および部⾨賞、審査員特別賞が決定しました。

本アワードは、企業で運営されているコールセンター（コンタクトセンター）における業務

改善の取り組みを申請し、参加者同⼠が相互に評価しあうオープン形式の表彰制度です。 

申請部⾨は、「ピープル」「オペレーション」「ストラテジー」「テクノロジー」の４部⾨で、

コロナ禍にも関わらず、24 社・25 申請の申し込みがありました。参加企業のみで⾏われた⼀

次発表会、参加企業による投票、審査員審査を経て部⾨賞８申請が決定。9 ⽉、東京都の KFC

ホール（両国）で最終審査会が開催され、最優秀部⾨賞５社４申請が決定しました。また、審

査員特別賞および個⼈賞である「リーダー・オブ・ザ・イヤー」「マネジメント・オブ・ザ・

イヤー」の発表と表彰も同⽇、⾏われました。

なお、ご⽀援いただいたスポンサー各社は次の通りです。 

ゴールドスポンサー︓株式会社コムデザイン、楽天コミュニケーションズ株式会社、株式会社

アドバンスト・メディア、東⽇本電信電話株式会社

シルバースポンサー︓ ＮＴＴテクノクロス株式会社、GN オーディオジャパン株式会社、株

式会社リンク、株式会社 Me-Rise、Nuance Japan 株式会社、株式会社 TMJ、株式会社セー

ルスフォース・ジャパン、ジェネシスクラウドサービス株式会社

＜受賞企業 -センター表彰部⾨-＞ 

最優秀部⾨賞は次の５社４申請が受賞しました。 

最優秀ピープル部⾨賞 

東⽇本電信電話株式会社／キューアンドエー株式会社 

「シニアマイスターの流儀 〜マイスターが教えるシニア対応の３つの極意〜」 
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最優秀オペレーション部⾨賞 

株式会社 EP ファーマライン 

「コロナ禍の医療現場へ適正情報を届けるために 卸が繋ぐ医師とコンタクトセンターの MR」 

 

最優秀テクノロジー部⾨賞 

株式会社 NTT マーケティングアクト ProCX 

「効率的な応対品質の向上に向けた Act Quality Management（AQM）の導⼊」 

 

最優秀ストラテジー部⾨賞 

みずほ証券株式会社 

「Try & Learn︕ 〜「AI ⾳声ボット」を起点とした、挑戦し、成⻑できる組織運営の再始動

〜」 

 

部⾨賞は、4 社が受賞しました。 

オペレーション部⾨賞︓ 

株式会社スカパー・カスタマーリレーションズ 

「無理な引き留めを⾏わない︕ サブスク商品の解約抑⽌」 

 

テクノロジー部⾨賞︓ 

株式会社 NTT ドコモ 

「全国 2310店舗︕ ドコモショップ 来店予約 完全⾃動化へのロードマップ」 

 

テクノロジー部⾨賞︓ 

株式会社ＮＴＴ東⽇本ー南関東 

「電話での解決を⽬指せ︕ ⼿にしたアイテム、その名は「ＲＡＴ」 〜百聞は⼀⾒に如かず︕

お客様のお困りごとを⽬視で確認せよ〜」 

 

ストラテジー部⾨賞︓ 

アフラック⽣命保険株式会社 

「横断的組織とアプローチ⼿法の確⽴〜感動的なユーザー体験の創出に向けて〜」 
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また、審査員特別賞には次の４社が選ばれました。 

DHL ジャパン株式会社 

「やらされ感からヤル気へ︕ ペーパードライバーから F1 ドライバーに〜現場主導の

KAIZEN活動〜」 

 

弥⽣株式会社 

「CAREER SHIFT－退職者 100 ⼈時代の⾏動戦略 〜キャリア⽀援による⼈材定着への取り

組み〜」 

  

株式会社スカパー・カスタマーリレーションズ 

「スカパー・カスタマーセンターの成果創出サイクルを⽀える システムと現場の架け橋 〜 

DX推進の秘訣はデータ活⽤の内製チームづくり 〜」 

 

東⽇本電信電話株式会社 

「エッセンシャルワーカーがテレワーカーへと変貌を遂げた 在宅の扉を開いた成功の鍵」 

 

●最優秀部⾨賞の受賞理由 

東⽇本電信電話株式会社︓ 

多くのコンタクトセンターを悩ませている⾼齢者（シニア）対応。その世代の特徴とニーズを

的確につかんだ応対⼿法とそれを評価する制度設計を申請されたものです。対応スタッフ（オ

ペレータ）の育成に関して、単に評価基準を⾒直しただけでなく認定制度を設け、現場のモチ

ベーションアップとコミュニケーション品質改善をもたらした、まさに⾼齢化社会におけるコ

ンタクトセンターのベストプラクティスです。 

 

株式会社 EP ファーマライン︓ 

コロナ禍で浮上した「（顧客先に）訪問できない」という課題は、製薬業界だけのものではあ

りません。ただ、とくに医療従事者を対象としているだけに、解決の必要性は⾼かったはず。

豊富な医薬情報をナレッジとして体得したオペレータを活⽤した、モバイルデバイスとオンラ

インコンテンツを組み合わせた新しいソリューションによる顧客との関係作りへの挑戦は、参

加企業、審査員を問わず多くの⽀持を集めました。 
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株式会社 NTT マーケティングアクト ProCX︓ 

オペレータの評価はモニタリングに基づいて⾏われます。しかし、その業務は品質管理業務に

従事する⽅々にとって、極めて重い負荷でありながら、公平性・公正性を担保することに限界

があり、なかなかオペレータにも納得してもらえないというストレスフルなものです。同社が

挑んだ AIを活⽤した品質管理のスキーム作りは、そのストレスを解消しうると同時に、より

⾼いレベルのカスタマーエクスペリエンスをもたらす可能性を秘めています。現場視点で最⼤

の課題に取り組んだ点が⾼く評価されました。 

 

みずほ証券株式会社︓ 

⾼齢者が多い顧客に対しては、テキスト⼊⼒が必要なチャットボットよりも⾳声でやり取りで

きる「ボイスボット」が有効であることを実証した申請でした。⽤途を限定したスモールスタ

ートから徐々に対応範囲を拡⼤させていくプロセスも納得性が⾼く、多くの参加者から⽀持を

集めました。顧客層を理解したうえで、戦略的に IT 投資を実施した結果、成果を得ているベス

トプラクティスとして評価されたと⾔えます。 

 

● コンタクトセンター・アワード 2022 を振り返って 

審査員 事務局代表 ⾕⼝ 修 

 

今年度のアワードは、ウィズコロナ３年⽬ではあるものの、移動制限やイベント⾃粛の制約が

ない中で、1 次審査会・最終審査会を会場でのリアルプレゼンテーションで実施できました。

聴衆の反応がつかめないオンラインよりもリアルな説明で、申請企業のプレゼンテーションも

素晴らしいものだったと思います。 

さて、多くのセンターがコロナ禍でコンタクトの量や内容の変化に追いつかず、⼤変、苦労さ

れているようです。しかし、この苦労は、優良顧客の優先接続など、重要度に応じたメリハリ

をつけたコール対応でつながりやすさや対応品質を提供するといった、「やるべきことをやるた

めの環境整備やプロセス改善」がおろそかだったことが露呈したにすぎません。 

コンタクトセンター業界では、コロナ前からの対応や施策展開が戦略的に⾏われたセンター

と、問題を先延ばして後追い的な対応をし続けているセンターに 2分されています。 

アワードに参加される皆さまは、どちらかというと前者のポジションですのでセンターの位置

づけ、リテラシーともに⾼い企業からの応募を頂いていたと感じますが、その申請の中でも共
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通課題がいくつか明らかになってきました。 

１つは、問い合わせ対応の⾃動化においては、完成されたプロセスやシステムが存在せず、ま

だまだ試⾏錯誤が続いているということです。現実として AI がシンギュラリティに達したな

どという状況ではありません。どの企業においても、どういう種類の問い合わせにどう対応す

るかを整理し、正しいソリューションの使い⽅を模索しなければいけないということです。 

いま１つは、とはいえ簡単な仕事はシステムに任せる⽅向は正しく、技術進歩により⼈が対応

する領域が少なくなり、必要とされる領域の問い合わせは複雑・⾼度なものになりつつある現

実があるということです。コンタクトセンターの“有⼈対応領域“には、オペレータというより

は”ナレッジワーカー“というべき専⾨スキルを持つ⼈材が必要です。 

今回、アワードに応募頂いた申請は、コンタクトセンターの IT活⽤の試⾏錯誤した事例や成

功事例、そしてどうしても”⼈“が必要となる領域での⼈の能⼒を強化し、ロイヤルティを⾼め、

組織として顧客満⾜をもたらす施策と成果が語られました。 

パンデミックが落ち着きはじめている今、改めて今回の応募申請を学習材料として研究して頂

き、近代化に向けて近道を⾒つけて頂けたらと願ってやみません。 

 

● 選考過程について 

本アワードは、コンタクトセンター現場運営者の意識⾼揚と相互研鑽の場を提供することを

⽬的に、Web による公募・レポートの相互評価など、国内初のオープンな表彰制度を⽬指し、

2004年から開催されています。今回は、製造業、⾦融、販売・サービス業、IT 企業など 24 社

（25 申請）が参加しました。全申請内容を発表する申請発表会を経て、参加企業による投票お

よび審査員審査によって得票数上位８社の部⾨賞受賞企業を選出。最終審査会では、その受賞

企業が改めて申請内容のプレゼンテーションを⾏い、審査員による審査によって各部⾨におけ

る最優秀部⾨賞を決定しました。 

なお、審査員は次の通りです（敬称略）。 

和泉 祐⼦ （カルディアクロス 代表） 

⼭⽥和弘    （株式会社ソウゾウ Director of CS） 

上島 千鶴   （株式会社 Nexal 代表取締役） 

⼭本 浩⼆   （株式会社 J.D.Power Japan 代表取締役社⻑） 

⽮島 ⻯児 （株式会社リックテレコム コールセンタージャパン編集⻑） 

⾕⼝ 修 （イー・パートナーズ有限会社 代表取締役、アワード事務局代表） 
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＜受賞企業 -個⼈表彰部⾨-＞ 

個⼈表彰部⾨は、”⼈“が資産のコンタクトセンターにあって、”このセンターにこの⼈あり“と

いう個⼈にスポットライトを当てる表彰制度です。チームの責任者であるスーパーバイザーや

トレーニング、品質管理等のスペシャリストを対象とする「リーダー・オブ・ザ・イヤー」と、

上位マネジメントであるマネジャー、センター⻑、役員等を対象とする「マネジメント・オブ・

ザ・イヤー」の２部⾨があり、書類選考と審査員⾯接による選考が⾏われます。 

 

＜リーダー・オブ・ザ・イヤー受賞者（敬称略）＞（３名） 

DHL ジャパン株式会社 カスタマーサービス本部 カスタマーコンタクトセンター ⼤阪コ

ンタクトセンター スーパーバイザー 

奥⽥ 由美⼦ 

キューアンドエー株式会社 オペレーション事業本部 NTT オペレーション事業部 仙台

NTT オペレーション部 第１グループ スーパーバイザー 

板橋 広 

株式会社 NTT マーケティングアクト ProCX CXソリューション部 マネジメント部⾨ 総合

アウトソーシングセンタ(熊本) スーパーバイザー 

古川 美郷 

 

＜マネジメント・オブ・ザ・イヤー受賞者（敬称略）＞（４名） 

株式会社 NTT マーケティングアクト ProCX CXソリューション部 マネジメント部⾨ 総合

アウトソーシングセンタ(熊本) ジョブマネジャー 

⾼橋 拓也 

 

リコージャパン株式会社 マーケティング本部 CX センター ⾸都圏関東第⼀コンタクト部 

部⻑ 

加藤 道夫 

 

DHLジャパン株式会社 カスタマーサービス本部 カスタマーコンタクトセンター⻑ 

⻑⾕ 達郎 
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アイペット損害保険株式会社 事務本部 お客さまサポート部 部⻑ 

草薙 裕也 

 

※両賞は、コンタクトセンターの改善／改⾰に傑出したリーダーシップを発揮した現場のリー

ダー／マネジメントを⾃薦・他薦で募集、書類および⾯談審査を経て表彰する制度です。 

 

＜本件に関するお問い合せ先＞ 

コンタクトセンター・アワード事務局               

▼ 公式ホームページ︓ http://www.cc-award.com/      

▼ お問い合わせ先 ︓ award.info@cc-award.com         

 

 

 

※写真をご希望の報道機関の⽅は、上記までご連絡ください。 


