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ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶

おおおお客様各位客様各位客様各位客様各位

拝啓拝啓拝啓拝啓 時下時下時下時下ますますごますますごますますごますますご清栄清栄清栄清栄のこととおのこととおのこととおのこととお喜喜喜喜びびびび申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

平素平素平素平素はははは格別格別格別格別のごのごのごのご高配高配高配高配をををを賜賜賜賜りりりり、、、、厚厚厚厚くおくおくおくお礼申礼申礼申礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

さてさてさてさて、、、、私私私私どもどもどもども十和運送株式会社十和運送株式会社十和運送株式会社十和運送株式会社はははは、、、、昨年昨年昨年昨年にににに引引引引きききき続続続続きききき「「「「おおおお客様満足度客様満足度客様満足度客様満足度

調査調査調査調査」」」」をををを実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、ごごごご多忙多忙多忙多忙のののの折折折折、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート記入記入記入記入にごにごにごにご協協協協

力賜力賜力賜力賜りましたごりましたごりましたごりましたご担当者様担当者様担当者様担当者様にはまずもってにはまずもってにはまずもってにはまずもって御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとう

ございましたございましたございましたございました。。。。皆様皆様皆様皆様よりよりよりより貴重貴重貴重貴重なごなごなごなご意見意見意見意見をををを頂頂頂頂きききき、、、、社員一同社員一同社員一同社員一同、、、、感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげ

るとるとるとると共共共共にににに、、、、身身身身のののの引引引引きききき締締締締まるまるまるまる思思思思いでいでいでいで早速日早速日早速日早速日々々々々のののの業務業務業務業務にににに取取取取りりりり組組組組んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。

ここにここにここにここに、、、、皆様皆様皆様皆様からからからから頂戴頂戴頂戴頂戴したしたしたした評価評価評価評価のののの取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ及及及及びびびび、、、、頂頂頂頂いたごいたごいたごいたご意見意見意見意見・・・・ごごごご

要望要望要望要望にににに対対対対してのしてのしてのしての今後今後今後今後のののの弊社取弊社取弊社取弊社取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、ごごごご報告報告報告報告させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます

のでのでのでので、、、、是非是非是非是非ともごともごともごともご高覧高覧高覧高覧いただけますようおいただけますようおいただけますようおいただけますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

これをこれをこれをこれを機会機会機会機会にににに、、、、さらにさらにさらにさらに皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお役役役役にににに立立立立てるてるてるてる十和運送株式会社十和運送株式会社十和運送株式会社十和運送株式会社をををを目指目指目指目指しししし、、、、

社員一同社員一同社員一同社員一同、、、、力力力力をををを尽尽尽尽くしてくしてくしてくして参参参参るるるる所存所存所存所存でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、今後今後今後今後ともよろしくともよろしくともよろしくともよろしく

おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

末筆末筆末筆末筆ながらながらながらながら皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご健康健康健康健康とととと貴社貴社貴社貴社のののの更更更更なるごなるごなるごなるご発展発展発展発展をををを心心心心よりおよりおよりおよりお祈祈祈祈りりりり申申申申しししし

あげますあげますあげますあげます。。。。

敬具敬具敬具敬具

十和運送株式会社十和運送株式会社十和運送株式会社十和運送株式会社
代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役
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アンケートアンケートアンケートアンケート用紙用紙用紙用紙
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総合満足度

①配布数：２００、ご回答を頂いた数：１２４ ご回答率：６２．０％
（前回のご回答率：６５．６％）

②回答個数シェア：以下グラフにて

2.0%2.0%2.0%2.0%3.4%3.4%3.4%3.4%

27.3%27.3%27.3%27.3%

67.3%67.3%67.3%67.3%

よくできているよくできているよくできているよくできている まあまあまあまあまあまあまあまあ やややややややや不満不満不満不満 不満不満不満不満

まとめ１
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③お客様満足度評価： ２．６０点（３点満点）／前回２．６５点

0000

1111

2222

3333
安全性安全性安全性安全性

挨拶挨拶挨拶挨拶・・・・礼儀礼儀礼儀礼儀

身身身身だしなみだしなみだしなみだしなみ

迅速迅速迅速迅速ささささ

正確正確正確正確ささささ

丁寧丁寧丁寧丁寧ささささ

提案力提案力提案力提案力

クレームクレームクレームクレーム対応対応対応対応

クレーム発生時の対応は適切か２．４２クレーム対応

効果的な物流提案を行っているか１．９１提案力

運行時・作業時等対応を丁寧におこなっているか２．７３丁寧さ

運行時・作業時等対応を正確に行っているか２．６７正確さ

運行時・作業時等対応を迅速に行っているか２．６７迅速さ

清潔感のある身だしなみをしているか２．６７身だしなみ

挨拶・礼儀・言葉遣いをきちんとしているか２．５１挨拶・礼儀

運行時・作業時に安全性を意識しているか２．７１安全性

評価基準ご回答平均評価項目

まとめ２
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④コメント
今回のアンケートでも、前回に引き続き皆様から多数のご回答を頂戴し
ました。心より感謝申し上げます。
昨年のご意見をもとに、取り組みました内容の一部をご報告致します。

■社内教育制度運用開始
より一層の品質アップの為、一昨年から内容やテキストを準備していた社
内教育制度を昨年4月から全社員を対象に、開始致しました。

内容としましては、企業理念やビジネスマナーをはじめとする全社員共通
項目、乗務職向けに安全運転・エコドライブ・交通危険予知トレーニング・
万が一の事故対応、作業職向けにフォークリフトの基本・作業時の危険予
知トレーニング・万が一の事故対応等となっております。もちろん、講師も
社員にて運用しております。社員1人1人は年1回ですが、月2回ずつ集合
教育を行い、1年に1度は全員が受けるという制度です。１月末現在で全社

員のうち２４６名が受講しております。研修内容については、まだまだブ
ラッシュアップが必要ですし社員全員が身につき完璧に実践するには少し
時間がかかるかもしれませんが、今後継続して実施して参ります。

■外部研修の積極的受講
提案力不足というご意見を昨年頂きました。本年の結果につきましても、
社員一同力不足痛感しております。昨年から、日本ロジスティクスシステム
協会様が主催する講座や船井総合研究所様主催の講座など外部研修を
今まで以上に積極的に受講しております。が、まだまだ良いご提案ができ
ていないというご指摘を頂いております。今後も引き続き、外部研修を積極
的に利用し、業界の事例等を学び、少しでもお役に立てるご提案ができる
よう、努力して参ります。

その他の取り組みもございますが、今後より一層当社企業理念にありま
す「公共事業としての使命（弊社での公共事業とはよりたくさんの人が幸せ
になれる事業）に徹」し、「愛される会社」を目指し、「目配り・気配り・心配
り」を実践し、精進致します。 引き続きご愛顧頂きますよう、よろしくお願い
いたします。

まとめ３
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●乗務員の荷扱いは丁寧でしたか？
①有効回答数：１０４件（前回９７件）
②平均点：２．６７点（３点満点）／前２．７１回点
③回答個数シェア：以下グラフにて

●作業員の荷扱いは丁寧でしたか？
①有効回答数：７３件（前回６６件）
②平均点：２．７０点（３点満点）／前回２．７４点
③回答個数シェア：以下グラフにて

弊社乗務員・作業員のご対応について①

4%4%4%4% 0%0%0%0%
25%25%25%25%

71%71%71%71%

丁寧丁寧丁寧丁寧 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 雑雑雑雑

0%0%0%0% 1%1%1%1%
26%26%26%26%

73%73%73%73%

丁寧丁寧丁寧丁寧 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 雑雑雑雑
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弊社乗務員・作業員のご対応について②

●乗務員の荷扱いは迅速でしたか？
①有効回答数：１０３（前回９６件）
②平均点：２．５６点（３点満点）／前回２．６８点
③回答個数シェア：以下グラフにて

●作業員の荷扱いは迅速でしたか？
①有効回答数：７３（前回６５件）
②平均点：２．６６点（３点満点）／前回２．６８点
③回答個数シェア：以下グラフにて

5%5%5%5% 1%1%1%1%

31%31%31%31%

63%63%63%63%

迅速迅速迅速迅速 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 遅遅遅遅いいいい

3%3%3%3% 1%1%1%1%
25%25%25%25%

71%71%71%71%

迅速迅速迅速迅速 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 遅遅遅遅いいいい
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弊社乗務員・作業員のご対応について②

●乗務員の荷扱いは正確でしたか？
①有効回答数：１０３件（前回９６件）
②平均点：２．６０点（３点満点）／前回２．７４点
③回答個数シェア：以下グラフにて

●作業員の荷扱いは正確でしたか？
①有効回答数：７３件（前回６６件）
②平均点：２．６２点（３点満点）／前回２．７０点
③回答個数シェア：以下グラフにて

4%4%4%4% 1%1%1%1%

29%29%29%29%

66%66%66%66%

正確正確正確正確 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 間違間違間違間違いいいい多多多多いいいい

1%1%1%1% 1%1%1%1%

32%32%32%32%

66%66%66%66%

正確正確正確正確 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 間違間違間違間違いいいい多多多多いいいい
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弊社乗務員・作業員のご対応について②

●乗務員の服装や身だしなみはいかがでしたか？
①有効回答数：１０３件（前回９５件）
②平均点：２．６３点（３点満点）／前回２．６９点
③回答個数シェア：以下グラフにて

●作業員の服装や身だしなみはいかがでしたか？
①有効回答数：７３件（前回６５件）
②平均点：２．７４点（３点満点）／前回２．６９点
③回答個数シェア：以下グラフにて

5%5%5%5% 1%1%1%1%

25%25%25%25%

69%69%69%69%

ｷﾁﾝｷﾁﾝｷﾁﾝｷﾁﾝとしているとしているとしているとしている まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない だらしないだらしないだらしないだらしない

3%3%3%3% 0%0%0%0%
21%21%21%21%

76%76%76%76%
ｷﾁﾝｷﾁﾝｷﾁﾝｷﾁﾝとしているとしているとしているとしている まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない だらしないだらしないだらしないだらしない
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弊社乗務員・作業員のご対応について②

●乗務員の挨拶・言葉遣いはいかがでしたか？
①有効回答数：１０３件（前回９６件）
②平均点：２．４９点（３点満点）／前回２．６３点
③回答個数シェア：以下グラフにて

●作業員の挨拶・言葉遣いはいかがでしたか？
①有効回答数：７２件（前回６６件）
②平均点：２．５４点（３点満点）／前回２．６７点
③回答個数シェア：以下グラフにて

8%8%8%8% 0%0%0%0%

36%36%36%36%

56%56%56%56%

元気元気元気元気でででで丁寧丁寧丁寧丁寧 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 悪悪悪悪いいいい

3%3%3%3% 0%0%0%0%

40%40%40%40%

57%57%57%57%

元気元気元気元気でででで丁寧丁寧丁寧丁寧 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 悪悪悪悪いいいい
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弊社受付窓口のご対応について①

●担当者のご対応は迅速でしたか？
①有効回答数：１１９件（前回１０１件）
②平均点：２．７７点（３点満点）／前回２．７５点
③回答個数シェア：以下グラフにて

●担当者のご対応は正確でしたか？
①有効回答数：１１９件（前回１０２件）
②平均点：２．７３点（３点満点）／前回２．７７点
③回答個数シェア：以下グラフにて

3%3%3%3% 0%0%0%0%18%18%18%18%

79%79%79%79%

迅速迅速迅速迅速 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 遅遅遅遅いいいい

3%3%3%3% 0%0%0%0%
20%20%20%20%

77%77%77%77%
正確正確正確正確 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 間違間違間違間違いいいい多多多多いいいい
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弊社受付窓口のご対応について②

●担当者のご対応は丁寧でしたか？
①有効回答数：１１９件（前回１０１件）
②平均点：２．７９点（３点満点）／前回２．７７点
③回答個数シェア：以下グラフにて

3%3%3%3% 0%0%0%0%16%16%16%16%

81%81%81%81%

丁寧丁寧丁寧丁寧 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 雑雑雑雑
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弊社の物流サービスについて①

●弊社は御社の要望の通り正確な仕事をしましたか？
①有効回答数：１２０件（前回１０３件）
②平均点：２．６８点（３点満点）／前回２．６８点
③回答個数シェア：以下グラフにて

●弊社は業務の安全性に気を使っていると思われましたか？
①有効回答数：１１９件（前回１０４件）
②平均点：２．７１点（３点満点）／前回２．６８点
③回答個数シェア：以下グラフにて

2%2%2%2% 2%2%2%2%
23%23%23%23%

73%73%73%73%

正確正確正確正確 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 間違間違間違間違いいいい多多多多いいいい

2%2%2%2% 2%2%2%2%
21%21%21%21%

75%75%75%75%
任任任任せてせてせてせて安心安心安心安心 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない むしろむしろむしろむしろ危険危険危険危険
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弊社の物流サービスについて②

●弊社は御社に対し、効果的な物流提案を行いましたか？
①有効回答数：１１２件（前回９９件）
②平均点：１．９１点（３点満点）／前回２．１２点
③回答個数シェア：以下グラフにて

3%3%3%3%

19%19%19%19%

47%47%47%47%

31%31%31%31%

納得納得納得納得のののの効果効果効果効果 まあまあまあまあまあまあまあまあ 提案有提案有提案有提案有がががが効果無効果無効果無効果無 提案全提案全提案全提案全くなしくなしくなしくなし
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弊社のクレーム・不具合発生対応について①

●弊社の仕事に対して、問題点（クレーム・不具合）をご指摘頂いたことが
ありますか？

①有効回答数：１２１件（前回１０４件）
②回答個数シェア：以下グラフにて

●クレーム・不具合発生に対する弊社の対応の速さはいかがでしたか？
（上記問いにて“ある”と答えた方）

①有効回答数：４９件（前回４４件）
②平均点：２．３５点（３点満点）／前回２．３９点
③回答個数シェア：以下グラフにて

36%36%36%36%

64%64%64%64%

ないないないない あるあるあるある

10%10%10%10% 6%6%6%6%

27%27%27%27%
57%57%57%57%

迅速迅速迅速迅速 まあまあまあまあまあまあまあまあ どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない 遅遅遅遅いいいい
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弊社のクレーム・不具合発生対応について②

●クレーム・不具合発生に対する弊社の対応にご納得頂けましたか？
①有効回答数：５６件（前回４８件）
②平均点：２．４６（３点満点）／前回２．３５点
②回答個数シェア：以下グラフにて

5%5%5%5% 0%0%0%0%

43%43%43%43%

52%52%52%52%

適切適切適切適切でででで納得納得納得納得 容認容認容認容認 不満不満不満不満 二度二度二度二度とととと頼頼頼頼まないまないまないまない
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その他について１－１

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答１：移転時、間違えてものを運んでしまい、そのものを廃
棄してほしいとの無理なお願いに、迅速に対応頂き助かりました。
→→→→ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。どのどのどのどの様様様様なななな状況状況状況状況でもでもでもでも臨機応変臨機応変臨機応変臨機応変にににに対応対応対応対応できるようできるようできるようできるよう
努力努力努力努力してしてしてして参参参参りますりますりますります。。。。引引引引きききき続続続続ききききごごごご用命用命用命用命頂頂頂頂ければければければければ幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。

■お客様回答２：数量未確認や商品破損事故が若干見受けられた
→→→→ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をををを掛掛掛掛けてしまいけてしまいけてしまいけてしまい誠誠誠誠にににに申申申申しししし訳訳訳訳ありませんありませんありませんありませんでしたでしたでしたでした。。。。商品荷扱商品荷扱商品荷扱商品荷扱いいいい、、、、積積積積
込込込込みみみみ時時時時のののの確認確認確認確認にににに対対対対してしてしてして再度徹底再度徹底再度徹底再度徹底をををを図図図図りりりり再発防止再発防止再発防止再発防止にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで参参参参りますりますりますります。。。。

■お客様回答３：送料をもう少し安くしてほしい
→→→→現状現状現状現状のののの輸送料金輸送料金輸送料金輸送料金をををを基基基基にににに、、、、一度一度一度一度ごごごご相談相談相談相談させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

■お客様回答４：北関東での移転等では弊社としては十和さんを利用し
ていきます。
→→→→ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。今後今後今後今後ともともともとも迅速迅速迅速迅速なななな対応対応対応対応をををを心心心心がけがけがけがけ、、、、よりよりよりより良良良良いいいいサービサービサービサービ
ススススをごをごをごをご提供提供提供提供いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 引引引引きききき続続続続きききき宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

■お客様回答５：とくになし
→→→→どんなどんなどんなどんな些細些細些細些細なことでもなことでもなことでもなことでも結構結構結構結構ですのでおですのでおですのでおですのでお気気気気づきのづきのづきのづきの点点点点ごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

■お客様回答６：急な要望にも快く対応して頂きました。お世話になりま
した。
→→→→ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。今後今後今後今後ともともともとも迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

■お客様回答７：事故の撲滅、あいさつ及び身だしなみ強化願います。
→→→→ごごごご指摘指摘指摘指摘ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。今後乗務員及今後乗務員及今後乗務員及今後乗務員及びびびび作業員作業員作業員作業員にににに対対対対しししし教育指教育指教育指教育指
導導導導をををを行行行行いいいい、、、、品質向上品質向上品質向上品質向上をををを図図図図りますりますりますります。。。。
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その他について１－２

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答８：最近発生自体少なく申し訳なく思っています。
→→→→突発突発突発突発オーダーオーダーオーダーオーダーでもでもでもでも対応対応対応対応できるようおできるようおできるようおできるようお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております。。。。

■お客様回答９：イレギュラー業務への対応も非常に良い
→→→→ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。今後今後今後今後もももも何何何何かかかか御用命御用命御用命御用命がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら何何何何なりとおなりとおなりとおなりとお
申申申申しししし付付付付けくださいけくださいけくださいけください。。。。

■お客様回答１０：物流改善に対する積極的な提案お待ちしております。
→→→→今後今後今後今後はははは、、、、センターセンターセンターセンターのののの有効活用有効活用有効活用有効活用ををををテーマテーマテーマテーマにににに御社御社御社御社とのとのとのとの協力体制協力体制協力体制協力体制をををを強化強化強化強化しししし
てゆくてゆくてゆくてゆく所存所存所存所存ですですですです。。。。他倉庫不動品他倉庫不動品他倉庫不動品他倉庫不動品やややや照明器具以外照明器具以外照明器具以外照明器具以外のののの商品商品商品商品などもなどもなどもなども視野視野視野視野にににに入入入入
れてれてれてれて、、、、効率的効率的効率的効率的なななな運営運営運営運営をしをしをしをし、、、、おおおお客様客様客様客様にににに貢献貢献貢献貢献できるようなできるようなできるようなできるような御提案御提案御提案御提案をさせていをさせていをさせていをさせてい
ただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今後今後今後今後ともともともとも宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

■お客様回答１１：不具合が繰り返し発生している
→→→→大変申大変申大変申大変申しししし訳訳訳訳ありませんでしたありませんでしたありませんでしたありませんでした。。。。作業作業作業作業マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを作成作成作成作成しましたのでしましたのでしましたのでしましたので、、、、そそそそ
れにれにれにれに基基基基づきづきづきづき作業作業作業作業をしをしをしをし、、、、不具合不具合不具合不具合のののの発生発生発生発生をなくしていきますをなくしていきますをなくしていきますをなくしていきます。。。。

■お客様回答１２：今後遠距離配送を検討したい
→→→→ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。できるできるできるできる限限限限りりりり協力協力協力協力をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。

■お客様回答１３：時々納品完了の連絡や「車番連絡」のFAXがない事

がありますので、忘れずにお願い致します。
→→→→終了報告終了報告終了報告終了報告がががが入入入入りりりり次第連絡次第連絡次第連絡次第連絡することをすることをすることをすることを事務所内所員事務所内所員事務所内所員事務所内所員にににに徹底徹底徹底徹底しますしますしますします。。。。
車番連絡車番連絡車番連絡車番連絡につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても積込当日積込当日積込当日積込当日のののの午前中午前中午前中午前中にににに連絡連絡連絡連絡することをすることをすることをすることを再度再度再度再度徹徹徹徹
底底底底しますしますしますします。。。。
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その他について１－３

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答１４：クレーム対応、返品交換に対して迅速に対応頂き、
業務遂行に非常に助かっている
→→→→喜喜喜喜んでいただけてこちらもんでいただけてこちらもんでいただけてこちらもんでいただけてこちらも嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい限限限限りですりですりですりです。。。。これからもこれからもこれからもこれからも頑張頑張頑張頑張りますりますりますります。。。。

■お客様回答１５：貸切便については、納品完了連絡を頂き安心できる
が、路線便に対しては少し不安がある
→→→→協力企業様協力企業様協力企業様協力企業様をををを含含含含めめめめ、、、、品質向上品質向上品質向上品質向上にににに取取取取りりりり組組組組みますのでみますのでみますのでみますので、、、、もうもうもうもう少少少少しおしおしおしお時間時間時間時間をををを
くださいくださいくださいください。。。。

■お客様回答１６：送料のあまり高くならないように心使いして頂いてお
ります。有り難いことです。
→→→→おおおお客様客様客様客様のののの利益利益利益利益があってこそがあってこそがあってこそがあってこそ、、、、私私私私どもをおどもをおどもをおどもをお使使使使いいただいておりますいいただいておりますいいただいておりますいいただいております。。。。今今今今
後後後後ともともともともコストコストコストコスト削減削減削減削減のののの努力努力努力努力をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。

■お客様回答１７：オートバイの積み込みで特殊な作業となりますが、
乗務員（作業員）の取扱（オートバイ）をもう少し教育してほしい
→→→→ごごごご指摘指摘指摘指摘ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。おおおお取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい上上上上のののの注意点等注意点等注意点等注意点等をまとめをまとめをまとめをまとめ、、、、担担担担
当乗務員当乗務員当乗務員当乗務員へのへのへのへのミーティングミーティングミーティングミーティング等等等等をををを実施実施実施実施しししし、、、、改善改善改善改善いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

■お客様回答１８：一度話し合いをしましょう
→→→→はいはいはいはい、、、、改善改革改善改革改善改革改善改革はははは常常常常にににに必要必要必要必要とととと思思思思いますいますいますいます。。。。おおおお互互互互いにいにいにいに効率化効率化効率化効率化をををを図図図図りながりながりながりなが
らららら進進進進めてゆきたいとめてゆきたいとめてゆきたいとめてゆきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

■お客様回答１９：依頼を断らない事！！
→→→→申申申申しししし訳訳訳訳ございませんございませんございませんございません。。。。ドレージドレージドレージドレージにつきましてはまだまだにつきましてはまだまだにつきましてはまだまだにつきましてはまだまだ未熟未熟未熟未熟なななな面面面面がががが
多多多多々々々々あるかとあるかとあるかとあるかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、協力協力協力協力企業様企業様企業様企業様とのとのとのとのネットワークネットワークネットワークネットワークをををを更更更更にににに広広広広げてげてげてげて、、、、
ごごごご要望要望要望要望にににに沿沿沿沿えるようにえるようにえるようにえるように努努努努めますめますめますめます。。。。
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その他について１－４

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答２０：上記に記載した通り、クレーム発生時の路線業者に
対しての対応を顧客立場に立って強く対応して頂くと有り難い（納品後
のクレーム（破損）対応が多発した時期があったため）
→→→→ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけしをおかけしをおかけしをおかけし申申申申しししし訳訳訳訳ありませんでしたありませんでしたありませんでしたありませんでした。。。。協力企業様含協力企業様含協力企業様含協力企業様含めめめめ品質向品質向品質向品質向
上上上上にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、今後今後今後今後はおはおはおはお客様客様客様客様のののの立場立場立場立場でででで作業作業作業作業をををを進進進進めるようめるようめるようめるよう指導指導指導指導してしてしてして参参参参りまりまりまりま
すすすす。。。。

■お客様回答２１：連絡は迅速正確に（クレーム発生時）
→→→→ごごごご指導指導指導指導ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。日頃日頃日頃日頃ごごごご指導指導指導指導していただいているとおりにしていただいているとおりにしていただいているとおりにしていただいているとおりに
報連相報連相報連相報連相させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

■お客様回答２２：特にありません
→→→→自車便自車便自車便自車便・・・・協力協力協力協力企業様企業様企業様企業様等等等等、、、、様様様様々々々々なななな車両車両車両車両とととと多多多多くのくのくのくの台数台数台数台数をごをごをごをご利用利用利用利用いただいていただいていただいていただいて
おりますおりますおりますおります。。。。ミスミスミスミスのなきようにのなきようにのなきようにのなきように進進進進めてゆきますのでめてゆきますのでめてゆきますのでめてゆきますので、、、、今後今後今後今後ともごともごともごともご指導指導指導指導くださいくださいくださいください。。。。

■お客様回答２３：配送材料の破損の撲滅、ならびにお施主様へのア
ピール（挨拶を含む）となる作業現場づくり
→→→→配送材料配送材料配送材料配送材料をををを大切大切大切大切にににに扱扱扱扱ううううことはもちろんことはもちろんことはもちろんことはもちろん、、、、弊社企業理念弊社企業理念弊社企業理念弊社企業理念にありますにありますにありますにあります「「「「明明明明
るいるいるいるい職場職場職場職場」」」」をををを目指目指目指目指しししし、、、、指導指導指導指導・・・・徹底徹底徹底徹底してしてしてして参参参参りますりますりますります。。。。

■お客様回答２４：外販に注力したいので引き続きお力添えをお願い致
します
→→→→ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。こちらこそよろしくおこちらこそよろしくおこちらこそよろしくおこちらこそよろしくお願願願願いいいい申上申上申上申上げますげますげますげます。。。。

■お客様回答２５：いつも突然のご依頼になってしまうにもかかわらず、
ご丁寧に対応頂き大変たすかっております。
→→→→おおおお喜喜喜喜びいただければこちらもびいただければこちらもびいただければこちらもびいただければこちらも嬉嬉嬉嬉しいですしいですしいですしいです。。。。おおおお客様客様客様客様がががが元気元気元気元気になればになればになればになれば弊弊弊弊
社社社社もももも元気元気元気元気になれますのでになれますのでになれますのでになれますので、、、、これからもよろしくおこれからもよろしくおこれからもよろしくおこれからもよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。
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その他について１－５

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答２６：傭車が多いので各ドライバー様によって様々ですが、
概ね良好です
→→→→おおおお客様客様客様客様にごにごにごにご迷惑迷惑迷惑迷惑がががが掛掛掛掛からないようからないようからないようからないよう引引引引きききき続続続続きききき安全安全安全安全とととと安心安心安心安心をををを提供提供提供提供できるよできるよできるよできるよ
うううう取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで参参参参りますりますりますります。。。。

■お客様回答２７：一度積み込みに立ち会うようお願いします。毎週
（水）１０TONが入っているのだから
→→→→対応改善対応改善対応改善対応改善にににに努努努努めますめますめますめます。。。。今後今後今後今後ともよろしくおともよろしくおともよろしくおともよろしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

■お客様回答２８：これからも宜しくお願いします
→→→→こちらこそおこちらこそおこちらこそおこちらこそお世話世話世話世話になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。引引引引きききき続続続続きごきごきごきご愛顧愛顧愛顧愛顧よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい致致致致
しますしますしますします。。。。

■お客様回答２９：取引金額が減少し、御社に対し有利貢献が出来ない
中、定期的に訪問頂き申し訳なく思います
→→→→大変恐縮大変恐縮大変恐縮大変恐縮ですですですです。。。。私共私共私共私共はははは金額金額金額金額のののの多多多多いいいい少少少少ないはないはないはないは関係御座関係御座関係御座関係御座いませんのでいませんのでいませんのでいませんので、、、、
今後今後今後今後ともともともとも引引引引きききき続続続続きよろしくおきよろしくおきよろしくおきよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

■お客様回答３０：何らかの提案を頂きたい（お互いが良い関係を保つ
為）
→→→→有難有難有難有難うううう御座御座御座御座いますいますいますいます。。。。日日日日々々々々変化変化変化変化するするするする物流物流物流物流にににに対対対対しししし、、、、尚一層尚一層尚一層尚一層のののの情報集収情報集収情報集収情報集収をををを
しししし、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの輸配送輸配送輸配送輸配送のののの向上向上向上向上にににに努努努努めさせてめさせてめさせてめさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

■お客様回答３１：契約時と状況が変わってしまっている為、当社の規
定支払い条件に変更をお願い致します。
→→→→個別個別個別個別にごにごにごにご相談相談相談相談させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。
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その他について１－６

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答３２：最低料金の●●円を引き下げて頂きたい
→→→→個別個別個別個別にごにごにごにご相談相談相談相談させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

■お客様回答３３：下請け業者にまかせっぱなしにしない、当社としては
十和さんとの取引しているのだから
→→→→大変失礼大変失礼大変失礼大変失礼しましたしましたしましたしました。。。。元請元請元請元請けけけけ企業企業企業企業としてとしてとしてとして今後今後今後今後はおはおはおはお客様客様客様客様にににに良良良良いいいい評価評価評価評価をしてをしてをしてをして
いただけるよういただけるよういただけるよういただけるよう最善最善最善最善のののの努力努力努力努力をさせてをさせてをさせてをさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

■お客様回答３４：謝罪の一言がない。報告書（再発防止）を嫌がる。
→→→→ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけしてをおかけしてをおかけしてをおかけして申申申申しししし訳訳訳訳ありませんありませんありませんありません。。。。しかししかししかししかし、、、、謝罪謝罪謝罪謝罪のののの気持気持気持気持ちこそあっちこそあっちこそあっちこそあっ
てもてもてもても、、、、そのそのそのその報告書報告書報告書報告書をををを嫌嫌嫌嫌がるということはがるということはがるということはがるということは決決決決してございませんしてございませんしてございませんしてございません。。。。ですがですがですがですが、、、、おおおお
客様客様客様客様がそのようにおがそのようにおがそのようにおがそのようにお感感感感じになるじになるじになるじになる応対応対応対応対になっていたということにになっていたということにになっていたということにになっていたということに深深深深くくくく反省反省反省反省しししし、、、、
おおおお詫詫詫詫びびびび申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。今後今後今後今後、、、、そのようなことそのようなことそのようなことそのようなこと及及及及びびびびクレームクレームクレームクレーム自体自体自体自体無無無無きようきようきようきよう取取取取
りりりり組組組組んでんでんでんで参参参参りますりますりますります。。。。

■お客様回答３５：翌朝こちらから連絡確認するまで報告無し
→→→→大変申大変申大変申大変申しししし訳訳訳訳ありませんでしたありませんでしたありませんでしたありませんでした。。。。今後忘今後忘今後忘今後忘れずれずれずれず返信返信返信返信いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

■お客様回答３６：平成21年7月下旬に騎西の横持ちした時、最高最低

温度記録表の記入漏れが多かった。
→→→→申申申申しししし訳訳訳訳ございませんございませんございませんございません。。。。協力企業様協力企業様協力企業様協力企業様もももも含含含含めめめめドライバードライバードライバードライバー教育教育教育教育をををを実施実施実施実施いたしいたしいたしいたし
ますますますます。。。。

■お客様回答３７：その後運転手さんに訓練しました。
→→→→大変大変大変大変おおおお手数手数手数手数をおをおをおをお掛掛掛掛けしたしましたけしたしましたけしたしましたけしたしました。。。。再度再度再度再度ドライバードライバードライバードライバーへのへのへのへの指示指示指示指示をををを徹底徹底徹底徹底いいいい
たしますたしますたしますたします。。。。
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その他について１－７

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答３８：その都度相談します。今夏ホームセンターの受取書
の管理はありがとうございました。助かりました。
→→→→ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。今後今後今後今後もおもおもおもお客様客様客様客様にににに喜喜喜喜んでいただけるんでいただけるんでいただけるんでいただける配送配送配送配送をををを常常常常にににに
心掛心掛心掛心掛けてまいりますけてまいりますけてまいりますけてまいります。。。。

■お客様回答３９：不満は特にありません
→→→→ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。今後今後今後今後もおもおもおもお客様客様客様客様にににに喜喜喜喜んでいただけるんでいただけるんでいただけるんでいただける配送配送配送配送をををを常常常常にににに
心心心心がけてまいりますがけてまいりますがけてまいりますがけてまいります。。。。

■お客様回答４０：まだ、たまに温度記録表の記入漏れ、温度がおかし
いのがあります。
→→→→申申申申しししし訳訳訳訳ありませんありませんありませんありません。。。。個人別指導個人別指導個人別指導個人別指導をををを実施実施実施実施しししし、、、、正確正確正確正確にににに漏漏漏漏れのれのれのれの無無無無いよういよういよういよう周知周知周知周知
徹底徹底徹底徹底をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。

■お客様回答４１：保管と配送を依頼している為、乗務員作業員の対応
は評価できません
→→→→日日日日ごろよりごろよりごろよりごろより、、、、おおおお客様客様客様客様にににに安心安心安心安心してしてしてして任任任任せていただけるようせていただけるようせていただけるようせていただけるよう業務業務業務業務にににに励励励励んでおんでおんでおんでお
りますりますりますります。。。。何何何何かおかおかおかお手伝手伝手伝手伝いできることがございましたらいできることがございましたらいできることがございましたらいできることがございましたら、、、、遠慮遠慮遠慮遠慮なくなくなくなく申申申申しししし伝伝伝伝えくだえくだえくだえくだ
さいさいさいさい。。。。

■お客様回答４２：一年程前、川崎市高津区行の複数小口荷でドライ
バーが荷物を１～２ケ降ろし忘れた。２～３回あった。
→→→→誠誠誠誠にににに申申申申しししし訳訳訳訳ありませんでしたありませんでしたありませんでしたありませんでした。。。。積卸時積卸時積卸時積卸時のののの数量確認数量確認数量確認数量確認はははは、、、、基本中基本中基本中基本中のののの基本基本基本基本
でありますでありますでありますであります。。。。 全従業員全従業員全従業員全従業員にににに周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底をををを図図図図りますりますりますります。。。。今後今後今後今後ともともともとも何卒宜何卒宜何卒宜何卒宜しくおしくおしくおしくお願願願願
いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。
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その他について１－８

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答４３：客先の都合により、別の運送会社への指定がありま
した。注意してほしいです。
→→→→大変申大変申大変申大変申しししし訳訳訳訳ありませんでしたありませんでしたありませんでしたありませんでした。。。。協力企業様協力企業様協力企業様協力企業様をををを含含含含めめめめ輸配送品質管理輸配送品質管理輸配送品質管理輸配送品質管理にににに
ついてはついてはついてはついては、、、、定期的品質会議定期的品質会議定期的品質会議定期的品質会議をををを実施実施実施実施しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、再発防止再発防止再発防止再発防止にににに最善最善最善最善をををを
尽尽尽尽くしますくしますくしますくします。。。。御社御社御社御社のののの得意様得意様得意様得意様からのからのからのからの意見等意見等意見等意見等についてはについてはについてはについては、、、、万全万全万全万全なななな対応対応対応対応をさせをさせをさせをさせ
てててて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

■お客様回答４４：中継会社さんにも御社と同等の輸送サービスを望み
ます
→→→→自車配送自車配送自車配送自車配送・・・・協力企業様協力企業様協力企業様協力企業様ののののネットワークネットワークネットワークネットワーク共共共共にににに更更更更なるなるなるなる品質向上品質向上品質向上品質向上にににに努努努努めるとめるとめるとめると
ともにともにともにともに、、、、定期的定期的定期的定期的品質会議品質会議品質会議品質会議をををを継続継続継続継続実施致実施致実施致実施致しますしますしますします。。。。

■お客様回答４５：運賃の見直し、下請け業者さんの共有
→→→→運賃見直運賃見直運賃見直運賃見直しにつきましてはしにつきましてはしにつきましてはしにつきましては、、、、別途個別別途個別別途個別別途個別にごにごにごにご相談相談相談相談させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。当社当社当社当社
のののの輸送品質輸送品質輸送品質輸送品質およびおよびおよびおよび緊急対応力緊急対応力緊急対応力緊急対応力をををを加味加味加味加味頂頂頂頂きききき、、、、ごごごご検討戴検討戴検討戴検討戴ければければければければ幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。

■お客様回答４６：特にありません
→→→→御社自家配送分御社自家配送分御社自家配送分御社自家配送分についてについてについてについて弊社便活用戴弊社便活用戴弊社便活用戴弊社便活用戴きききき、、、、御社御社御社御社ののののコストコストコストコスト低減低減低減低減にににに寄与寄与寄与寄与
出来出来出来出来ればとればとればとればと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。
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その他について１－９

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答４７：基本的に不満はありません。こういう調査をしている
ことも好感が持てます。納期遅れやハソン、フンシツ、事故も十和さんか
ら先の運送会社で起きてると思いますし。1つだけ丸ボウズのお兄さん

が、一斗缶を横積みして、いるので、直してもらいたいですが、それもそ
の先の運送会社でやられたらイミないし。天地無用表示をしたら効果が
あるのかなど知りたいです。
→→→→調査調査調査調査につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、継続継続継続継続させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますのできますのできますのできますので今後今後今後今後ともごともごともごともご協力賜協力賜協力賜協力賜れまれまれまれま
すようすようすようすよう宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。
乗務員乗務員乗務員乗務員のののの横積横積横積横積みにつきましてはみにつきましてはみにつきましてはみにつきましては、、、、指導指導指導指導しししし改善改善改善改善をををを図図図図りましたりましたりましたりました。。。。今後今後今後今後ともともともとも忌忌忌忌
憚憚憚憚のののの無無無無いごいごいごいご意見意見意見意見をををを戴戴戴戴けますようけますようけますようけますよう、、、、宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。またまたまたまた、、、、納品納品納品納品
がががが完了完了完了完了するまではするまではするまではするまでは、、、、全全全全てててて、、、、弊社弊社弊社弊社のののの責任責任責任責任ですのでですのでですのでですので、、、、全全全全うううう出来出来出来出来るようるようるようるよう徹底致徹底致徹底致徹底致
しますしますしますします。。。。商品商品商品商品(貨物貨物貨物貨物)へのへのへのへの取扱注意等取扱注意等取扱注意等取扱注意等のののの表示表示表示表示につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、効果大効果大効果大効果大ですですですです
のでのでのでので、、、、ごごごご検討戴検討戴検討戴検討戴ければとければとければとければと思思思思いますいますいますいます。。。。(予予予予めめめめダンボールダンボールダンボールダンボールにににに印字印字印字印字してしてしてして頂頂頂頂けれけれけれけれ
ばばばば幸幸幸幸いですいですいですいです) 

■お客様回答４８：指定着日に間に合わない等ありましたら、経由運送
会社を適切に選択し、出来る限り着日に間に合うようにして頂けたら幸
いです。（積み残しが無いよう）
→→→→最適最適最適最適なななな輸送便輸送便輸送便輸送便をををを選択選択選択選択してしてしてしていつつもりではありましたいつつもりではありましたいつつもりではありましたいつつもりではありましたがががが、、、、ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑ををををおおおお掛掛掛掛
けけけけししししてしまいてしまいてしまいてしまい誠誠誠誠にににに申申申申しししし訳訳訳訳ございませんでしたございませんでしたございませんでしたございませんでした。。。。御社御社御社御社におかれましてにおかれましてにおかれましてにおかれまして、、、、S便便便便

をををを指定指定指定指定されるされるされるされる場合場合場合場合であってもであってもであってもであっても、、、、予予予予めめめめ発着店発着店発着店発着店へへへへ連絡連絡連絡連絡をををを入入入入れれれれ対処対処対処対処させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きききき
ますますますます。。。。又又又又、、、、繁忙期繁忙期繁忙期繁忙期にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、極力早極力早極力早極力早めのめのめのめの出荷出荷出荷出荷ををををしてしてしてして頂頂頂頂ければければければければ、、、、よりよりよりより品品品品
質質質質をををを安定安定安定安定させられますのでさせられますのでさせられますのでさせられますので、、、、ごごごご検討頂検討頂検討頂検討頂ければとければとければとければと思思思思いますいますいますいます。。。。

■お客様回答４９：年に数回ある破袋に気をつけて頂ければと思います
→→→→申申申申しししし訳訳訳訳ございませんございませんございませんございません。。。。荷扱荷扱荷扱荷扱いにはいにはいにはいには十二分十二分十二分十二分にににに注意注意注意注意しししし、、、、丁寧丁寧丁寧丁寧なななな取扱取扱取扱取扱いをいをいをいを
徹底徹底徹底徹底いたしますいたしますいたしますいたします。。。。
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その他について１－１０

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答５０：アンケート用紙回答について→取引先により、乗務
員・作業員を面する事が無い為、特に作業員の方については、当社は
わかりませんので、アンケート用紙は2枚別々に作成したら如何です

か？
→→→→ごごごご意見意見意見意見ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。もうもうもうもう少少少少しごしごしごしご回答回答回答回答してしてしてして頂頂頂頂きやすいようにきやすいようにきやすいようにきやすいように、、、、
内容内容内容内容をををを精査精査精査精査しししし次回次回次回次回にににに生生生生かしたいとかしたいとかしたいとかしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 またまたまたまた何何何何かおかおかおかお気気気気づきのづきのづきのづきの際際際際にににに

はははは是非是非是非是非ごごごご指導頂指導頂指導頂指導頂きますようおきますようおきますようおきますようお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

■お客様回答５１：特にない！
⇒⇒⇒⇒どのどのどのどの様様様様なことでもなことでもなことでもなことでも結構結構結構結構ですのでですのでですのでですので、、、、ごごごご意見意見意見意見をををを頂戴戴頂戴戴頂戴戴頂戴戴ければければければければ、、、、レベルレベルレベルレベルUP

になりますのでになりますのでになりますのでになりますので宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

■お客様回答５２：納品書＝現金の認識が薄く何度か紛失しました。改
善を希望します。
⇒⇒⇒⇒引越時引越時引越時引越時のののの混乱混乱混乱混乱のののの際際際際、、、、大変大変大変大変ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をををを深謝致深謝致深謝致深謝致しますしますしますします。。。。内容確認内容確認内容確認内容確認のののの上上上上、、、、早早早早
急急急急なるなるなるなる対策対策対策対策をををを講講講講じますじますじますじます。。。。

■お客様回答５１：2t車1台でなく荷室半分チャーターが出来れば良いと

思います。
→→→→積合積合積合積合せせせせ貨物貨物貨物貨物をををを探探探探しししし出出出出しししし、、、、ごごごご希望希望希望希望のののの価格価格価格価格でででで対処出来対処出来対処出来対処出来るるるる努力致努力致努力致努力致しますしますしますします。。。。
往復貨物割引往復貨物割引往復貨物割引往復貨物割引もももも致致致致しますのでしますのでしますのでしますので、、、、仕入先若仕入先若仕入先若仕入先若しくはしくはしくはしくは、、、、販売先等販売先等販売先等販売先等のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介をををを
賜賜賜賜れればれればれればれれば幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。何卒何卒何卒何卒、、、、今後今後今後今後ともともともとも宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

■お客様回答５２：残荷の際のつくば支店の対応
→→→→ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をををを掛掛掛掛けてしまいけてしまいけてしまいけてしまい誠誠誠誠にににに申申申申しししし訳訳訳訳ございませんでしたございませんでしたございませんでしたございませんでした。。。。
残荷事故残荷事故残荷事故残荷事故のののの件件件件につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、早速原因追求早速原因追求早速原因追求早速原因追求しししし、、、、対策対策対策対策をををを講講講講じておりまじておりまじておりまじておりま
すすすす。。。。今後今後今後今後ともともともとも、、、、協力企業様協力企業様協力企業様協力企業様とととと連携連携連携連携しししし敏速敏速敏速敏速なななな対応対応対応対応をするとともにをするとともにをするとともにをするとともに、、、、品質向品質向品質向品質向
上上上上にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでまいりますのでまいりますのでまいりますのでまいりますので何卒何卒何卒何卒、、、、宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。
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その他について１－１１

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答５３：出荷時の破損有無の確認不足
→→→→ごごごご指摘指摘指摘指摘ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。ミーティングミーティングミーティングミーティングでででで指導指導指導指導をしてまいりますをしてまいりますをしてまいりますをしてまいります。。。。

■お客様回答５４：クレームについては路線業者における破損の改善が
なかなか見られない。
→→→→集荷集荷集荷集荷についてはについてはについてはについては、、、、集荷集荷集荷集荷ドライバードライバードライバードライバー直接直接直接直接にににに荷扱荷扱荷扱荷扱いいいい指導実施指導実施指導実施指導実施。。。。路線便路線便路線便路線便にににに
関関関関してはしてはしてはしては責任者責任者責任者責任者へのへのへのへのドライバードライバードライバードライバー指導指導指導指導のののの徹底徹底徹底徹底をををを強強強強くくくく要請要請要請要請しておりますしておりますしておりますしております。。。。

■お客様回答５５：従業員が高橋君1人というのはどうでしょうか？
→→→→ごごごご指導指導指導指導ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。現在現在現在現在はははは常駐従業員常駐従業員常駐従業員常駐従業員はははは、、、、1名名名名のののの在中在中在中在中ですですですです

がががが群馬支店群馬支店群馬支店群馬支店としましてとしましてとしましてとしまして、、、、玉村町玉村町玉村町玉村町のののの支店内支店内支店内支店内にににに作業補助作業補助作業補助作業補助のできるのできるのできるのできる体制体制体制体制をををを
取取取取っておりますっておりますっておりますっております。。。。いつでもいつでもいつでもいつでも応援体制応援体制応援体制応援体制がががが取取取取れますのでれますのでれますのでれますので、、、、ごごごご安心下安心下安心下安心下さいさいさいさい。。。。

■お客様回答５６：クレーム対応を面倒くさがる。同じミスを繰り返す。
→→→→ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけしているのはをおかけしているのはをおかけしているのはをおかけしているのは弊社弊社弊社弊社でございますでございますでございますでございます。。。。おおおお詫詫詫詫びのびのびのびの気持気持気持気持ちこそちこそちこそちこそ
あってもあってもあってもあっても、、、、面倒面倒面倒面倒くさがっているということはくさがっているということはくさがっているということはくさがっているということは決決決決してございませんしてございませんしてございませんしてございません。。。。しかししかししかししかし、、、、
おおおお客様客様客様客様がそのようにおがそのようにおがそのようにおがそのようにお感感感感じになるじになるじになるじになる応対応対応対応対になっていたということにになっていたということにになっていたということにになっていたということに深深深深くくくく反省反省反省反省
しししし、、、、おおおお詫詫詫詫びびびび申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。今後今後今後今後、、、、そのようなことそのようなことそのようなことそのようなこと及及及及びびびびクレームクレームクレームクレーム自体自体自体自体無無無無きよきよきよきよ
うううう取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで参参参参りますりますりますります。。。。

■お客様回答５７：荷物の落ろし間違いがありました
→→→→乗務員乗務員乗務員乗務員ににににミスミスミスミスのののの無無無無いよういよういよういよう再度再度再度再度指導指導指導指導・・・・徹底徹底徹底徹底いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

■お客様回答５８：特になし
→→→→どんなどんなどんなどんな些細些細些細些細なことでもなことでもなことでもなことでも結構結構結構結構ですのでごですのでごですのでごですのでご記入頂記入頂記入頂記入頂ければければければければ幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。

■お客様回答５９：乗務員の教育を徹底してお願いします。弊社の配送
マニュアルを守って下さい。
→→→→協力企業様協力企業様協力企業様協力企業様もももも含含含含めてめてめてめて再度指導再度指導再度指導再度指導・・・・徹底徹底徹底徹底致致致致しますしますしますします。。。。
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その他について１－１２

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答６０：冷凍庫出庫の際、指定したロットと違う物が出ること
がある。満杯の為仕方ないのかもしれないが。
→→→→大変申大変申大変申大変申しししし訳訳訳訳ありませんでしたありませんでしたありませんでしたありませんでした。。。。出庫時出庫時出庫時出庫時ののののロットロットロットロット、、、、日付日付日付日付、、、、数量数量数量数量のののの再確認再確認再確認再確認
指導指導指導指導・・・・徹底徹底徹底徹底いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

■お客様回答６１：主に○○様△△支店に行ってもらってますが、パレッ
トの返却を速やかに行って下さい。
→→→→おおおお取引取引取引取引がががが継続継続継続継続できずできずできずできず、、、、残念残念残念残念ですですですです。。。。またまたまたまた何何何何かございましたらごかございましたらごかございましたらごかございましたらご利用頂利用頂利用頂利用頂けけけけ
ればればればれば幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。

■お客様回答６２：以前より時間が早くなり大変有り難く思っています。
→→→→ありがとうありがとうありがとうありがとう御座御座御座御座いますいますいますいます。。。。配送配送配送配送コースコースコースコースをををを見直見直見直見直しましたしましたしましたしました。。。。今後今後今後今後ともおともおともおともお役役役役にににに立立立立
てるようてるようてるようてるよう取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで参参参参りますのでりますのでりますのでりますので、、、、宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

■お客様回答６３：特に無
→→→→ありがとうありがとうありがとうありがとう御座御座御座御座いますいますいますいます。。。。今後今後今後今後ともともともとも宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

■お客様回答６４：不具合が出たときは一報をお願いしました。理由は
その後でも
→→→→大変大変大変大変、、、、ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をををを掛掛掛掛けてしまいけてしまいけてしまいけてしまい誠誠誠誠にににに申申申申しししし訳訳訳訳ございませんでしたございませんでしたございませんでしたございませんでした。。。。報告報告報告報告をををを
最優先最優先最優先最優先にににに業務業務業務業務をををを行行行行っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、弊社協力会社含弊社協力会社含弊社協力会社含弊社協力会社含めめめめ周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底してましてましてましてま
いりますのでいりますのでいりますのでいりますので何卒宜何卒宜何卒宜何卒宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

■お客様回答６５：リフトで積み込みするとき、どのようにしたら不具合を
起こさないか、積み込みするドライバーの意見も聞きたいです。
→→→→弊社弊社弊社弊社ではではではでは、、、、定期的定期的定期的定期的にににに安全教育安全教育安全教育安全教育をををを実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、自己責任自己責任自己責任自己責任・・・・
連帯責任連帯責任連帯責任連帯責任をををを自覚自覚自覚自覚させさせさせさせ、、、、基本業務基本業務基本業務基本業務をををを徹底徹底徹底徹底させるとともにさせるとともにさせるとともにさせるとともに小集団活動等小集団活動等小集団活動等小集団活動等でででで
事故防止事故防止事故防止事故防止のののの周知並周知並周知並周知並びにびにびにびに荷主様荷主様荷主様荷主様のののの大切大切大切大切なななな商品商品商品商品をををを取扱取扱取扱取扱っているっているっているっている意識高揚意識高揚意識高揚意識高揚
をををを図図図図っておりますっておりますっておりますっております。。。。
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その他について１－１３

●クレーム・ご不満・その他、または今後お手伝いできることがございま
したら、ご自由にお書き下さい。

■お客様回答６６（十和観光宛）：期日は忘れたが、水戸の県民文化セ
ンターまで大型バスをお願いしたときに、乗務員の態度が悪く、会社に
連絡したら、すぐ改善された。
→→→→ごごごご意見意見意見意見いただきありがとうございますいただきありがとうございますいただきありがとうございますいただきありがとうございます。。。。 全体全体全体全体ミーティングミーティングミーティングミーティングにておにておにておにてお話話話話しししし
させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。（。（。（。（１２１２１２１２月月月月１６１６１６１６日日日日）））） 継続的継続的継続的継続的にににに指導指導指導指導をしてまいりますをしてまいりますをしてまいりますをしてまいります。。。。

■お客様回答６７（十和観光宛）：吹奏楽部の高校生を乗せるので、タバ
コのにおいが車内になく、ゆっくり運転してもらった時はありがたい。
→→→→今後今後今後今後ともともともとも安全安全安全安全とととと車内清掃徹底車内清掃徹底車内清掃徹底車内清掃徹底をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。
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■お客様回答１

■お客様回答２

■お客様回答３

■お客様回答４

■お客様回答５

■お客様回答６

■お客様回答７

■お客様回答８

その他について２－１
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■お客様回答９

■お客様回答１０

■お客様回答１１

■お客様回答１２

■お客様回答１３

■お客様回答１４

■お客様回答１５

■お客様回答１６

その他について２－２
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■お客様回答１７

■お客様回答１８

■お客様回答１９

■お客様回答２０

■お客様回答２１

■お客様回答２２

■お客様回答２３

■お客様回答２４

その他について２－３
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■お客様回答２５

■お客様回答２６

■お客様回答２７

■お客様回答２８

■お客様回答２９

■お客様回答３０

■お客様回答３１

■お客様回答３２

その他について２－４
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■お客様回答３３

■お客様回答３４

■お客様回答３５

■お客様回答３６

■お客様回答３７

■お客様回答３８

■お客様回答３９

■お客様回答４０

その他について２－５
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■お客様回答４１

■お客様回答４２

■お客様回答４３

■お客様回答４４

■お客様回答４５

■お客様回答４６

■お客様回答４７

■お客様回答４８

その他について２－６
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■お客様回答４９

■お客様回答５０

■お客様回答５１

■お客様回答５２

■お客様回答５３

■お客様回答５４

■お客様回答５５

■お客様回答５６

その他について２－７
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■お客様回答５７

■お客様回答５８

■お客様回答５９

■お客様回答６０

■お客様回答６１

■お客様回答６２

■お客様回答６３

■お客様回答６４

その他について２－８
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■お客様回答６５

■お客様回答６６

■お客様回答６７

■お客様回答６８

■お客様回答６９

■お客様回答７０

■お客様回答７１

■お客様回答７２

その他について２－９
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■お客様回答６５

■お客様回答６６

■お客様回答６７

■お客様回答６８

■お客様回答６９

■お客様回答７０

■お客様回答７１

その他について２－１０

最後まで、お読み下さり誠にありがとうございます。
今後とも十和運送株式会社を宜しくお願い致します。
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■本社事務Ｃ 〒300-2446
茨城県つくばみらい市細代４０８－１
ＴＥＬ：０２９７－５２－３１３５／ＦＡＸ：０２９７－５２－３９５１

■水海道支店 〒300-2452
茨城県つくばみらい市樛木３７１－１
ＴＥＬ：０２９７－５２－３１３１／ＦＡＸ：０２９７－５２－６７２１

■つくばみらい物流C 〒300-2400
茨城県つくばみらい市台宝木山下2050-1 
ＴＥＬ：０２９７－２０－５６８０／FAX：０２９７－２０－５６８１

■埼玉支店 〒361-0056
埼玉県行田市持田２０６４
ＴＥＬ：０４８－５６４－０９５４／ＦＡＸ：０４８－５６４－０９５８

■みなみ支店 〒300-2404
茨城県つくばみらい市台７３６－１
ＴＥＬ：０２９７－５２－６７１１／ＦＡＸ：０２９７－５２－２６１０

■静岡支店 〒439-0031
静岡県菊川市加茂１４７１－１
ＴＥＬ：０５３７－３７－３７３７／ＦＡＸ：０５３７－３６－４２８８

■石岡支店 〒319-0102
茨城県小美玉市西郷地１６９３－１
ＴＥＬ：０２９９－４８－２５９１／ＦＡＸ：０２９９－４８－２５９６

■つくば支店 〒300-2301
茨城県つくばみらい市高岡５８４－１
ＴＥＬ：０２９７－４７－６１０１／ＦＡＸ：０２９７－４７－６１０６

■群馬支店 〒370-1127
群馬県佐波郡玉村町上新田６７１－１
ＴＥＬ：０２７０－３０－６００６／ＦＡＸ：０２７０－６４－１０１１

■成田支店 〒286-0117
千葉県成田市三里塚光ヶ丘１－１３３９
ＴＥＬ：０４７６－３５－２１７３／ＦＡＸ：０４７６－３５－０６８７

■潮来支店 〒311-2423
茨城県潮来市延方３６９２－１
ＴＥＬ：０２９９－８０－９６１０／ＦＡＸ：０２９９－８０－９６１１

営業所一覧１
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本社事務本社事務本社事務本社事務センターセンターセンターセンター 水海道支店水海道支店水海道支店水海道支店 つくばつくばつくばつくば支店支店支店支店 みなみみなみみなみみなみ支店支店支店支店

住所：茨城県つくばみらい市 住所：茨城県つくばみらい市
保有台数：20台
倉庫面積：3,000坪

住所：茨城県つくばみらい市
保有台数：38台
倉庫面積：505坪

住所：茨城県つくばみらい市
保有台数：49台
倉庫：3,600坪

群馬支店群馬支店群馬支店群馬支店

住所：群馬県佐波郡玉村町
保有台数：0台
倉庫面積：1,500坪

埼玉支店埼玉支店埼玉支店埼玉支店

住所：埼玉県行田市
保有台数：9台

石岡支店石岡支店石岡支店石岡支店

住所：茨城県小美玉市
保有台数：32台
倉庫面積：2,100坪

潮来支店潮来支店潮来支店潮来支店

成田支店成田支店成田支店成田支店

静岡支店静岡支店静岡支店静岡支店

住所：茨城県潮来市
保有台数：8台

住所：千葉県成田市
保有台数：54台
倉庫面積：1,300坪

住所：静岡県菊川市
保有台数：15台
倉庫面積：400坪

つくばみらいつくばみらいつくばみらいつくばみらい物流物流物流物流C

住所：茨城県つくばみらい市
倉庫面積：3500坪

営業所一覧２
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