コンタクトセンター・アワード2019 総括

2019 年の「コンタクトセンター・アワード」は９月10日、５社の最優秀部門賞が決定、全日程を終了し
た。申請数は 24 社、27 申請。参加企業の相互投票と審査員による審査で選ばれた９申請が最終審査
会に臨み、約 200 名の聴講者を前にプレゼンテーションした。また、業務改善／改革に貢献した人材を
表彰する個人賞部門では、11名を表彰した。
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コンタクトセンター・アワード 2019 実施概要
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レポートを広く募集し、参加
企業が相互に審査するオープン形式の表彰制度。
● 審査プロセス

①Web サイトによる申請資料のアップロード・公開、②全申請企業参加による一次審査会、
③①、②をもとにし
た参加企業の投票、審査員の審査によるファイナリスト（部門賞）選出、④最終審査会で行われたファイナリス
トのプレゼンテーションをもとに審査員が最優秀部門賞を選出
● 部門賞

オペレーション部門：運営効率・品質を高めるための施策と成果に焦点を当てて評価
ストラテジー部門：経営貢献・顧客資産価値向上のための戦略的施策と成果を評価
ピープル部門：センターの資産である人材に関する施策と成果を評価
テクノロジー部門：コールセンター運営に際して、技術の適用と活用に焦点を当てて評価
ヘルプデスク／アウトソーシング部門：コールセンターの運営を受託しているアウトソーサーならではの知恵
と工夫、運営能力の向上成果ならびにテクニカル・ヘルプデスクに特化した業務改善の成果を評価

最終審査会審査員
秋山
山田
上島
和泉
矢島
谷口

紀郎（CXM コンサルティング 代表取締役社長）
和弘（メルカリ CS Director）
千鶴（Nexal 代表取締役）
祐子（カルディアクロス 代表）
竜児（リックテレコム コールセンタージャパン編集長）
修（イー・パートナーズ代表取締役、アワード事務局代表）

主催／共催

リックテレコム／イー・パートナーズ

協賛

ゴールドスポンサー：リンク、コムデザイン、アドバンスト・メディア、TMJ、東日本電信電話
シルバースポンサー： GNオーディオジャパン、Nuance Japan、ジェネシス・ジャパン、
セールスフォース・ドットコム、Aﬁniti Japan、OKI、Vonage Japan
サポーター：かんでん CSフォーラム
オフィス環境賞協賛：コクヨ
（いずれも順不同）
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CS/CX 向上、人材育成、呼量削減─
「VOC」活用がもたらした成果に着目

