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経営品質活動報告 

2022年5月23日 

アイコミュニケーション株式会社 

代表取締役 兼 社長執行役員 

澤田 泰行 
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ドコモショップ 法人拠点 auショップ ＵＱスポット アイメディア 

店舗数推移 

通信代理店事業 

名称：アイコミュニケーション株式会社 
本社：さいたま市北区宮原町1丁目505番地１ 
設立年：2008年   資本金：1億円 
売上高：68.6億円(2021年度:卸売を除く) 

社員数：293名(2022年4月1日現在) 

■ドコモショップ10店舗 
   (埼玉８店舗・神奈川１店舗・千葉１店舗) 

■法人3拠点(埼玉２拠点・東京１拠点) 

■auショップ4店舗(埼玉４店舗) 

■UQモバイルショップ1店舗(埼玉１店舗) 
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フロント支援課 

イベント営業課 

リモート営業課 

北エリア 店舗 

南エリア 店舗 
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経営品質向上推進室 

DS法人営業課 

広域法人営業課 

【組織図】 ドコモショップ 
営業部 

KDDIショップ 
営業部 

営業企画支援部 

営業推進部 

ドコモ 
法人営業部 

Ⅰ.会社概要(事業規模・営業チャネル・組織図) 
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キャリア(通信事業者) 

一次代理店 

二次代理店 

チャネル 

個人ユーザー  /  法人ユーザー 

ドコモショップ 10店舗 

3拠点 
法人拠点 

リモートセンター 

出張販売 ドコモショップ 
8店舗 

法人拠点 

1拠点 

Web利用 
(増加傾向) 

auショップ 4店舗 

UQスポット 

1店舗 

auショップ 
38店舗 

UQスポット 

13店舗 

Ⅰ.会社概要(事業構造と営業チャネル) 

販売 販売 販売 販売 

商品・販売手数料 
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当社成長ステージ 
年度 

創業・低迷期 
1993～1997年度 

不安定期 
1998～2007年度 

不安定成長期 
2008～2014年度 

安定成長期 
2015～2020年度 

転換期 
2021年度～ 

市場環境 

ポケベル・携帯電話の 
急速な普及 

普及の一巡とともに 
なだらかな成長へ 

周辺商材の販売拡大と 
第一期代理店再編 

スマートフォン・MVNOの 
急速な普及と採用難 

web手続きの普及と低価
格料金プランの提供開始 
第二期代理店再編 

当社の状況 

販売・CS成績不振により 
店舗縮小を促される 
(イケイケの業界を尻目に…) 

併売店網の急速な拡大で 
販売実績の向上を果たす 
(キャリア方針の対応に遅れ…) 

実績の店舗差と高離職率の 
改善策に決定打を打てず 
業務提携による5社会加盟 

事業運営ノウハウを結集させた
idmの創造と継続的な改善 
コンペ指名による新店開設 

商材開発とチャネルの多様化に
対応し職務適性と個人適性の
マッチングを進める 

キャリア方針 

ゼロ円端末で契約者増を 
目指したシェア拡大目的の 
新規契約獲得を重視 

CS重視による囲い込みと 
スキル教育の強化に徐々に
移行 

ドコモ一社化を経て代理店
評価基準の一本化へ 

成果連動型手数料への 
傾倒と「ハコ&ヒト」を 
充実させた店舗の増設 

MNP重視と店舗チャネルの 
ダウンサイジング・代理店の 
商材開発を推奨 

教訓 

キャリアの支持あればこその 
事業継続と痛感 
[未熟な独り相撲を猛省] 

利益を最大化させる適切な
販売の見極めが肝心 
[損益構造の深い理解] 

早期情報収集の重要性を
痛感 
[情報感度の低さを反省] 

組織能力向上の仕組み化
の重要性を実感 
[成功体験からの学び] 

顧客・市場の細分化に 
応じた組織能力の開発の 
真の実力が問われる？ 

Ⅱ.事業の歩みと経営品質向上活動の取り組み 
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SA＝セルフアセスメント ■セルフアセスメント（評価レポート）の推移 

▶毎年記述書を作成した上で、経営品質向上推進プロジェクトメンバーが集まり、セルフアセスメントを実施 

      
2017年度 

奨励賞 
2018年度 

優秀賞 
2019年度 2020年度 

2021年度 
知事賞 

      － SA 評価レポート SA SA SA 評価レポート 

Cat.1 リーダーシップ － A- A- A- A+ A+ A+ 

Cat.2 社会的責任 － B+ B- B- B+ A- A- 

Cat.3 戦略計画 － B+ B+ A- B+ A+ A+ 

Cat.4 組織能力 － A- A- A+ A+ A+ A+ 

Cat.5 顧客・市場の理解 － B- B- B+ B- A- A+ 

Cat.6 価値創造プロセス － A- A- A- A+ A- A+ 

Cat.7 

1.リーダーシップと社会的責任の結果 － A- B+ B+ B- A- B+ 

2.組織能力の結果 － A- B- B+ B+ A- A- 

3.顧客・市場への価値創造プロセスの結果 － B+ B- B- B- B+ B+ 

4.事業成果 － A- A- B+ B- A+ A- 

Cat.8 振り返りと学習 － B- B- B- B+ A- B+ 

評点合計 － 450 412 425 413 535 523 

経営品質プロジェクト 
メンバー数 11名 11名 12名 13名 15名 

累計人数 － 13名 16名 17名 20名 

アセッサー人数 累計人数 1名 1名 4名 4名 4名 

Ⅲ.セルフアセスメントと審査による評価の推移 
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事業理念 

通信事業者が提供する商材とお客様ニーズの最適なマッチングを行い、 
社会の豊かさ創りとその進展に独創性をもって貢献する 

理念をかなえるための事業コンセプト 

「ライフデザイン・コンシェルジュ」 
▶通信事業社が提供する商品・サービスをわかりやすく「翻訳」し、 
お客様ニーズをくみ取りライフスタイルに適したご案内をする専門家 

真の豊かさ 
を創る会社 

究極の理想の会社象 

2022年 
埼玉県経営品質賞 

知事賞 

ビジョナリー・ 
カンパニー 

業界で卓越し尊敬される企業 
経営トップの世代交代が行われても長期にわたり 
反映している企業(危機からの回復力が段違い) 

エクセレント・ 
カンパニー 

(超優良会社) 

AG WAY 
のゴール 

グッド・ 
カンパニー 

(優良会社) 

生産性は比較的安定し、概ね高い組織内で事実
や情報が共有され、改善サイクルの標準化が進み
つつあるステークホルダーからの評価は概ね高い 

普通の会社 

悪い会社 
コンプライアンス厳守意識希薄(ブラック企業) 
倒産しかねない会社 
法人税を納税しない(実質赤字の)会社は70％ 

黒字計上 
業績は不安定で景気等で変動する 
ステークホルダーからの評価にバラつきがある 

コンサルティング 
 

お客様のニーズを満たす 
解決策を提案する 

ホスピタリティ 
 

お客様に寄り添い 
心地よく感じていただく
接遇(おもてなし)をする 

本質的な提供価値 

Ⅳ.ありたい姿 

社会貢献度とともに生産性が高い 
学習する組織として改革・改善が定着している 
ステークホルダーからの評価はまんべんなく高い 
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KGIとしての成果目標利益 

アソシエイト平均時給 アソシエイトの労働1時間当たり営業利益 

(営業利益 ＋ 人件費) 

人件費控除前営業利益 アソシエイト総労働時間 

アソシエイト総労働時間 

アソシエイト一時間当たりの
人件費控除前営業利益 

+ 

÷ 
÷ 

= 

= 
= 

アソシエイトの経済的な豊かさ 
お客様・お取引先様・地域社会・株主様

の経済的な豊かさ 

反映 

Ⅴ.重要業績評価指標(KPI:Key Performance Indicator) 
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KGI達成に向けた中間目標指標 [KRI(Key Result Indicator:重要結果指標)とKAI(Key Action Indicator:重要活動指標)] 

KR1 
お客様の支持を得ること 

KA1 
コンサルティングにより 

お客様の課題を解決する 

KR2 
同一量の仕事にかかる時間を
品質を落とさずに短縮すること 

KRI1 
お客様推奨度(NPS) 

KA2 
知識や技術の習得のための学習

(独学や教育ないし共育) 

KAI1 
アソシエイト提案力の 

お客様満足度 

KRI2 
キャリアスキル資格保有率 

(auショップ) 

KAI2 
教育ないし共育の 

機会の回数 

KGI 
アソシエイト一時間当たりの 
人件費控除前営業利益 

分子 分母 

85.6% 
88.8% 85.9% 

90.7% 
85.4% 86.6% 

76% 76% 76% 76% 77% 77% 

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

定着率 

当社定着率 業界平均 目標 

Ⅴ.重要業績評価指標(KPI:Key Performance Indicator) 
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真の豊かさを創る 

9 

[豊かさの性質] 
私たちだから創り出せる独創的な価値 

[創る対象] 
誰にとっての｢真の豊かさ｣なのか記載がないが・・・ 
「すべてのステークホルダー(お客様・ 
アソシエイト(従業員)・お取引先・ 
地域社会・株主)にとっての」という意味 

[創る条件] 
ヒト・モノ・カネ・情報・ノウハウ・時間等の経営資源を 
ムリ・ムダ・ムラなく投入し、全てのものを真に活かして生み出さ
れる豊かさ 

[創る過程] 
まず始めに、良い人財・良い仕組み・良い企業文化創りから
取り組む 

[創る哲学] 
損得よりも善悪を尊重し、独善的な利己よりも調和的な利他
を尊重する 

企業理念 

カテゴリー1 リーダーシップ[強み]理念・価値観の理解・浸透をベースとした社員の自律的な行動の促進 
  様々な所属の社員の理解にバラつきがないよう、理念・風土・目指す姿を提示・共有化している 
 →社員の自律的な行動の指針となり、社員に自律的な行動を促す→現場レベルでの顧客価値の創造に寄与している 

「AG WAY」｢AG WAY解説動画｣ 
「AG WAYの道草動画」 

「キャリア・アンカーを尊重した人事制度」 
｢フリーエージェント制｣「人財共育舎」 

「年度方針説明会」「年度報告交流会」 
「中長期計画」｢あすなろ塾/ふたば塾｣ 

「マンダラチャート」「1on1面談」 
「ココロボイス」｢社会貢献活動｣ 

社会公器主義会社観 

株主至上主義会社観 × 
[豊かさの種類] 
経済的な豊かさ・精神的な豊かさ・ 
社会関係的な豊かさ・健康的な豊かさ 

新幹線 

レール 

橋脚 

地盤 

経営者・アソシエイト 

計画・方針 

各種制度・規程 

企業理念体系 

Ⅵ.働く意欲の高いアソシエイトを自律人に育て定着させる 
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カテゴリー4 組織能力[強み]社員が誇りとやりがいを感じる事ができる環境の整備による離職率の抑制とエンゲージメントの向上 
  アソシエイトを「自律人」として育成していくために、教育プログラムを整備するだけでなく、適切な動機付けや評価を組み合わせ、 
社員が誇りとやりがいを感じる取り組みと環境整備を行っている 
→当社が大事にしている価値観やブランドに繋がる行動を奨励・評価→社員の動機付けを適正に行う 
→会社にとって必要な人財の離職を防ぐ&社員が自分の仕事に誇りを持ち、やりがいを感じるようことができる環境を作っている 

■アソシエイトの真の豊かさと幸福の要因の関係 

仕事からは得られない、得にくい幸福の要因 
結婚・健康・良質な環境・社会的地位(家柄など) 

仕事から十分に得ることができる幸福の要因 
所得・物的財・社会的地位(肩書・名声など)・自己実現と成長 
・つながりと感謝・前向きと楽観・独立と自分らしさ 

Ⅵ.働く意欲の高いアソシエイトを自律人に育て定着させる 
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アイグループが支援する良質な職場環境づくりと幸福の心的要因を高める取り組み 

自己実現と成長の因子 
やってみよう因子 

いろいろなことに感謝する人は幸せ 

親切で利他的な人は幸せ 

多様な友人を持つ人は幸せ 

自己受容できている人は幸せ 

楽観的でポジティブな人は幸せ 

細かいことを気にしない人は幸せ 

夢や目標を叶えた人は幸せ 

夢や目標を持っている人は幸せ 

成長し強みを伸ばす人は幸せ 

人の目を気にしすぎない人は幸せ 

自分らしさを持っている人は幸せ 

自分のペースを守る人は幸せ 

つながりと感謝の因子 
ありがとう因子 

前向きと楽観の因子 
なんとかなる因子 

独立と自分らしさの因子 
ありのままに因子 

ジョブローテーション 

ブラザー・シスター教育 

OJT教育 

AG WAY研修・あすなろ塾・ふたば塾・ 
社内講座・社外研修(eラーニング・通信講座) 

人財共育舎(Off-JT) 

資格取得支援 

1on1面談(コーチング研修) 

マンダラチャート 

絶対評価・9ブロック評価(定量×定性) 

人事評価 

キャリアアンカーを反映した 
キャリアパス選択の尊重 

FA制・社内公募制 

自己申告書 

勤務地(通勤時間)・勤務時間・職務の限定 

多様な働き方の尊重 

改善提案制度 

サンクスカード 

レクリエーション(ゴルフ・ボーリング)・ 
年度報告交流会・報奨旅行 

良質な環境 
(職場環境) 

育児休業・介護休業制度 

資格手当・転居異動手当制度 

産業医面談・ハラスメント相談室 

懇親会費予算計上 

健康経営優良法人(大規模法人部門)認定 

健康・家庭環境を配慮した配属 

アソシエイトアンケートに基づいた 
職場環境の持続的な改善 

幸福度向上推進PT 

幸福の心的要因の各因子を高めることと 
関連すると想定される取り組み 

社内図書館「ら・ai・ぶらり―」 

Ⅵ.働く意欲の高いアソシエイトを自律人に育て定着させる 



Copyright © Ai-Communication 2022 12 

やむを得ない離職 

良い社風創りが目指すもの 
引き止められたはずの離職者に“働きがい”を持たせ、惰性で働いていたアソシエイトはモチベーション(働く意欲)を高めることで、 
働く意欲(モチベーション)の高いアソシエイトの定着率を向上させることが会社業績とアソシエイトの自己成長を同時に生み出す 

働く意欲(モチベーション)の高い 
アソシエイトの定着率向上 

良い社風創りに期待される効果 
（人事諸制度の導入 etc.） 

引き止められた離職 

惰性→働く意欲を持った就業へ 

【ES(従業員満足度)×働く意欲(モチベーション)の組み合わせで対応方針を変える】 

アソシエイトアンケート満足度 

総合的動機(働く意欲)  

離職 

働く意欲を持った就業 
 
 

就業 

働
く
意
欲 

高 

会社への満足度 

高 低 

離職 

惰性 
 
 

働く意欲を持った就業 
 
 

就業 

対応方針例 

意欲高い×満足低い 
不満原因が目線の 
高さなら可。他なら対応 

意欲低い×満足高い 
現状肯定の満足なら 
意欲の低い原因に対応 

惰性 
 

Ⅵ.働く意欲の高いアソシエイトを自律人に育て定着させる 
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カテゴリー4 組織能力[強み] 
既存事業・業務領域における「社員の能力開発プログラム」の企画・開発・運営による組織能力の向上 
→自律人の構成要素を定め、アソシエイト意識調査にてその変化を定期的に確認している 
→コース及び階層毎の期待要件や職務遂行上の要件を公開し、上司との面談を経て自身のキャリアアンカーにふさわしい 
  コースを選択している 
→アソシエイトの能力開発ニーズをもとに、次年度のプログラムを企画・開発している 

才能を 
見つける 

才能を 
伸ばす 

才能を 
伸ばす 

 

人財共育舎 

①適性検査(CUBIC・GAB・SPI・ストレングスファインダー・ESP等) 
②キャリアデザイン研修 
③1on1面談 

思考 
(心構え) 

知識 
(知る) 

スキル 
(できる) 

①FA制度 
②社内公募制度 
③自己申告制度 
④ジョブローテーション 

①AG WAY研修(集合・動画) 
②「AG WAYの道草」動画研修 

①ふたば塾・あすなろ塾 
②キャリアアップ研修・モラル研修 
③マーケティング研修・会計研修・アイディア出し研修等 

①新入社員研修（敬語研修・ホスピタリティとマナー基礎研修 
  ・SDGs活動勉強会・他店舗見学等） 
②行動力アップ研修・思考力アップ研修等 ※他 eラーニング 
  ・通信講座・社外研修もあり 
③コーチング研修・面談研修 
④事業部別スキル研修 (NTTドコモ&KDDIスキル資格等) 

(インプット≒知識・経験を積む) 

(アウトプット≒知識・経験を活かす) 

Ⅵ.働く意欲の高いアソシエイトを自律人に育て定着させる 
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カテゴリー4 組織能力[強み] 
idmの仕組みによる主体的に活動できる組織風土の醸成と実践的な業務改革力の向上 
  参画意識が高まり発言しやすく、「新たなアイディア」が多く生まれることで「創発」につながっている 
→決定事項を互いに共有しあい統合することで、アソシエイト同士の切磋琢磨とシナジー効果が発揮されている 
→アソシエイトの自主的な活動と店舗内チーム活動の活性化を促し、主体的に活動できる組織風土の醸成を図っている 

▶チームには各班の担当者が1名づつ在籍 
  マトリクス型組織とすることで、アソシエイト一人ひとりに責任が生まれ、 
  “巻き込み(教える・頼む)・巻き込まれる(教わる・頼まれる)”仕組み 

▶個人目標は貢献機会や役割で算出 

▶アソシエイト一人ひとりに 
  9ブロックでフィードバック 
 

  定量評価×定性評価 

“やる気”と“成長”に繋げる 

【店舗組織】 【店舗内会議図】 【個人目標設定方法】 

【個人評価方法】 

方式  

※idm=ai-communication dream machine「アイコミュニケーションの夢の装置」の略称 

Ⅶ.創発につなげる組織風土の醸成と業務改革力の向上 
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店
舗
活
動 

本
社
活
動 

■本社方針・キャリア方針の共有 

カテゴリー6  価値創造プロセス[強み] 
現場におけるお客様の声の社内共有と有効活用 
  参画意識が高まり発言しやすく、「新たなアイディア」が多く生まれることで「創発」につながっている 
→決定事項を互いに共有しあい統合することで、アソシエイト同士の切磋琢磨とシナジー効果が発揮されている 
→アソシエイトの自主的な活動と店舗内チーム活動の活性化を促し、主体的に活動できる組織風土の醸成を図っている 

  idmの考え方と仕組み 
 

1. idmはアソシエイトと会社が共に成長する 
  ための仕組みです 
2. idmによりアソシエイトは自分の  
    強みと弱みを知り、成長度合いを  
   確認する事ができます 
3. idmは全アソシエイトが、班・チームでの 
  役割に責任を持つ事で、協力・競争により 
    成長を促します 
4. idmには目標はありますが、ノルマはなく、 
  自己ベストの更新を目指す自律人を育てます 

Ⅶ.創発につなげる組織風土の醸成と業務改革力の向上 

../idm動画.pptx
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・タッチポイントの使い分けの理由 
・利用するキャリアショップの選択理由 
・キャリアが求める他キャリアユーザーの 
 加入促進にふさわしいチャネルの選択 
 などの観点から従来よりも細かいセグメントを設定 

16 

カテゴリー5 顧客・市場の理解[強み] 
各タッチポイントでの情報収集・分析による顧客対応パターンの細分化 
  キャリアの事業方針・社会情勢・顧客の嗜好の3つの視点から、特に顧客嗜好情報を店舗アソシエイトから吸い上げている 
→各タッチポイントで情報収集・分析し、顧客・市場を適切にセグメントしている 
→顧客層への仮説から、当社店舗に来店されない顧客や来店が困難な顧客への対応パターンを細分化し、集客につなげている 

各タッチポイントでの独自の情報収集・分析 
 

👉タッチポイント別の顧客ニーズの把握 
👉タッチポイント別の接客対応ノウハウの実践 

顧客情報の照会には 
大変な制約があり、 
営業目的の 
使用にも制限が… 

競合店舗 

出張販売 × 
キャリアショップ 

従来のターゲット=低リテラシー層 
店舗から３Km圏内 

対面で説明してほしい・お得な情報を提供してほしい・
web手続きに不便を感じている 

他キャリアユーザー・当社店舗を未利用 

リモートセンター 

来店エリア外のお客様・ 
長期契約未変更のお客様(岩盤層) 
電話での説明を希望するお客様 

出張スマホ教室 

自店舗 

営業時間の差で 
来店されるお客様 

Ⅷ.顧客価値を創り高める取り組み 
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カテゴリー5 顧客・市場の理解[強み] 
顧客からの信頼確保に向けた当社独自のお客様の声の収集・分析による顧客満足・不満足の明確化 
  「顧客嗜好の声への対応」において、アソシエイト一人一人が気づいた問題点を吸い上げるとともに、「出張販売アンケート」・ 
｢ココロボイス」・「街頭調査」・「出口調査」などの独自アンケートで顧客の声を収集し、その要因を把握している 
→顧客満足・不満足を明確化し、ホスピタリティマインドをお客様が感じてもらえるプロセスとなっている 

【ホスピタリティレベルの自己評価(質問項目と回答割合の例)】 

ココロボイス改善数 

【「ココロボイス」によるホスピタリティ醸成活動の成果例】 

コロナ禍での不安への気づき 
+スマホのセキュリティ面への不安への気づき 

ココロボイス=お客様応対におけるアソシエイトの気づきの声 
目的:お客様を洞察し、ニーズをくみ取る 

「お困りごと」「喜んでもらえること」を店長・副店長に伝え 
「ココロボイス」として登録👉店長からidm会議に上申・検討 

主旨の理解・浸透を図るため、アソシエイトに名称を公募 

お客様の不安を解消する商品を独自で調査・導入する 

「抗菌・端末保護のコーティング商材」+「セキュリティアプリ」
を取り扱いお客様に喜ばれる(350万円/月程度の利益) 

【ココロボイス活動の定着度】 

Ⅷ.顧客価値を創り高める取り組み 
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嬉しい 

楽しい！ 

大好き‼ 

カテゴリー2 社会的責任[強み] 
デジタルデバイドの解消など社会的責任を見据えたCSVへの取り組みによる社会の豊かさ創り 
  本業を通じた「デジタルデバイドの解消」など、社会の豊かさ創りへの寄与を意識しつつ、社会要請への対応や社会貢献活動を 
行っている 
→スマホ教室(高齢者や障碍者の包摂)、補聴器への取り組み、「アイウェア」の開発などCSVへの取り組みを進めている 
→「社会の豊かさ創りとその進展に独創性をもって貢献する」事業理念に沿い、本業を通じた社会貢献の可能性が広がっている 

①スマートスピーカーを利用する 
  例えば、双方向での音声認識技術が搭載されている 
   スマートスピーカーを使えば、携帯電話を使えない 
   お年寄りや小さな子供も簡単に扱うことができるでしょう 

②スマートウェアラブルデバイスを利用する 
   スマートウェアラブルデバイスなど、多様化するスマート機器の普及により 
   デジタルデバイドを解消できます 

高齢者のスマートフォンの利用に立ち塞がる壁 

ⅰ)高齢者は身体能力が衰えていることが一般的 
  👉視力が弱っていたり、指先の動きが鈍くなっている 
●押し込むボタンはなく、画面上で指を滑らせ、感覚的に使う 
●「画面をタップして操作する」こと自体が高齢者にとってはかなりの 
  難関なのです(爪で押してる・画面に触れた後に指がずれる等) 
●パソコンと同等のスペックを持つため表示される文字が小さい 
●画面がガラケーよりも大きい分、手の中になじみにくく持ちにくい場合がある 
  👉スマートフォン特有の特徴は、高齢者にとっては使いづらい 
    と感じることも多々ある 
ⅱ)操作方法の修得が難しい 
●あちこち触っていたら、元の画面に戻れなくなった 
●最初の画面に戻るには「スワイプする」「ホームボタンを押す」 
  「戻るボタンを押す」など、機種によって異なる対応が必要 
●「文章を書く=編集」等、操作の簡単な単語になじみがなく理解できない 
●アカウント・ID・パスワードが覚えられない(覚えていない) 

高齢者のデジタルデバイド解消のための方策 

18 

Ⅷ.顧客価値を創り高める取り組み 
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スマートスピーカーのようにスマートフォンが声で操作でき、見たい聴きたいモノや情報を 
快適に見て聴けて生活を豊かにすることができる製品、それがスマートグラスかもしれません 
そうしてデジタルデバイドを解消する。その可能性を十分に秘めています 

キャリア・ウェアラブル端末メーカー・レンズメーカー・フレームメーカー 
との協創によるCSV(共通価値の創造) 

スマートグラス=アイウェアの可能性~進化した未来の実力~ スマートグラス=アイウェアの普及を通した社会貢献 

ヒアリングケア 
聴力補正 

 
 
 

補聴器 

 
 
 

ファッション 
デザイン 

サングラス 

 
 
 

ビジョンケア 
視力補正 

めがね 

ディスプレー 
 
 

コミュニケーション端末 
スマートフォン 

VR 

度付サングラス 

アイウェア仕様の 
骨伝導型補聴器 
(オーディオグラス) MR 

AR 

 
 

スマートスピーカー 

情報端末 集音器 + 
ヘッドホン 
補聴器 

ディスプレー 
視力補正 

眼鏡 + + + 

スマートグラス 

キャリア ウェアラブル端末メーカー レンズメーカー/フレームメーカー 

コーディネイト 
 
 
 
 

ワンストップ 

アイコミュニケーション アイジャパン 

Magic Leap Google 

消費者 

Ⅷ.顧客価値を創り高める取り組み 


