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⽅針

徹底したお客様志向と経験、
実績、⾼い技術⼒で、安⼼と信頼を提供します

「CSR⾏動計画2020」⽬標

世界160カ国以上で事業を展開しているダイキンは、現地のニーズに合致した製品・サービス
の提供に努め、⾼い品質⽔準を確保することでお客様に最⾼の満⾜を提供します。  
世界中のお客様の声を定期的に把握し、商品開発などに⽣かすことでライフサイクル全体でお
客様満⾜を追求し続けます。

2020年度実績

お客様のアフターサービス満⾜度が基準年と⽐べてどのくらい向上したかを測っています。

お客様満⾜度（基準年を1.00とした場合）
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製品の品質・安全確保

安全、⾼品質な製品・サービスを
提供することは、メーカーとして
の社会的使命だと考えています。

お客様満⾜（CS）の追求

お客様からのご意⾒・ご要望を⽣
かしながら、「次の欲しい」を先
取りし、満⾜度の向上に努めてい
ます。

お客様情報の保護

お客様からお預かりした個⼈情報
を適切に管理・活⽤しています。

関連情報

2020年度の活動ハイライト「顧客満⾜―“空気で答えを出す会社”として――空気清浄ソリューショ
ンを迅速に提供」

2019年度の活動ハイライト「顧客満⾜―デジタル社会を⽀えるフッ素化学製品をお客様との協創で
開発」

2018年度の活動ハイライト「顧客満⾜―多様な地域ニーズに素早く応えるグローバル商品開発体
制」

2017年度の活動ハイライト「顧客満⾜―「安⼼」できるしくみづくりで、環境負荷の低いヒートポ
ンプ暖房の普及を促進」

 (P276)  (P297) (P284)

 (P550)

(https://www.daikin.co.jp/csr/feature2019/03.html)

(https://www.daikin.co.jp/csr/feature2018/03.html)

(https://www.daikin.co.jp/csr/feature2017/03.html)
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顧客満⾜

製品の品質・安全確保

品質⽅針
安全で⾼品質な製品・サービスの提供

ダイキンでは、「最⾼の信⽤」「進取の経営」「明朗な⼈の和」の社是のもと、お客様の「次の欲しい」を
先取りした、安全で⾼品質な製品・サービスの提供に努めています。

品質マネジメントシステムを確⽴し、製品の設計から、製造、販売、アフターサービスに⾄るすべてのプロ
セスにおいて、製品の安全性と⾼品質確保のための取り組みを実⾏します。

部⾨品質⽅針

空調部⾨：たゆまぬ改善活動で、顧客に⾼品質商品を提供 
サービス部⾨：最⾼のサービス品質（速さ・確かさ・親切さ）の実現
化学部⾨：顧客が求める品質、売れる品質
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※

品質マネジメントシステム
開発・調達・製造の各プロセスで管理を徹底

ダイキンでは、各⽣産拠点でISO9001の認証を取得し、それにもとづく品質マネジメントシステムを構築し
ています。製品の品質レベルを維持管理し、開発、調達、製造のあらゆる部⾨で管理を徹底しています。さ
らに、⽣産委託取引先様も巻き込み、品質向上に取り組んでいます。

品質マネジメントシステムの各側⾯については、事業部ごとに内部監査を⾏い、運⽤状況を評価し、実践・
評価・改善を続けています。さらに、毎年、グループ年頭⽅針にもとづいて事業部ごとの品質重点施策と⽬
標を策定し、これをもとに品質プログラム（年度計画）を⽴て実⾏しています。

空調部⾨では、「お客様の期待に応えるダイキン品質を構築」することをめざし、トレーサビリティの取り
組み拡⼤による不具合の早期解決を図るなど、お客様からの信頼確保に努めました。 他にも、品質評価プロ
セスの強化などによる開発品質向上、設備起因のロット不良をなくすなどの製造品質向上、サプライヤとの
協創による購⼊品品質向上に取り組み、⽬標達成をめざしました。

化学部⾨では、「お客様に『安⼼・価値』を提供する」を⽅針に、異常の早期発⾒・⼯程の検査化・変更管
理・設備設計（QFD⼿法※)などによる品質異常撲滅や、各製品の慢性的品質異常への対応、複数製品で共通
する品質課題の横展開によるグローバル品質保証化などに取り組みました。
また、「品質異常・⾜元課題」と「品質の作り込み⼒強化」に主眼を置き、前年度発⽣した「重⼤異常」に
よる発⽣⾦額が⼤きかったテーマや、事業へ影響を与えるテーマの施策に集中して実⾏したほか、設計段階
からの品質保証（QFD⼿法）、変更管理の⾒直しなどの品質向上・安定化の基盤構築を⾏った結果、品質起
因のクレームは17件（前年度⽐45％減）、品質異常による補償⾦額は3億2900万円（前年度⽐47％減）
と、いずれも前年度からの⼤幅な削減を実現しました。今後は、本年度構築した品質管理基盤に、AI・IoTに
よる予兆管理などを実⾏予定です。 

Quality Function Deployment（品質機能展開）の略で、顧客ニーズをもとに顧客が要望する設計品質を分析し、それらを
確保するための設計意図を開発・製造の各⼯程に展開する製品開発⼿法。製品の開発段階から、確実な品質保証が可能。
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品質管理体制

品質保証プロセス
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※

品質向上に向けた取り組み
デザインレビューのすべての基準をクリアしたものだけを製品化

空調部⾨では、デザインレビュー※を細分化・厳格化し、開発部⾨の責任者が「品質」「ものづくり」「コス
ト」「コンプライアンス」「セキュリティ」の5つの観点から社内基準への適合を審査しています。「セキュ
リティ」項⽬は、当社製品に対する情報セキュリティリスクの⾼まりを受けて、2020年度に新しく追加した
ものです。また、海外での新規開発商品でも同様に審査を実施しています。

化学部⾨では、「開発テーマの検証」「技術確⽴」「事業性確⽴」「量産化」の4つのステージでデザインレ
ビューを実施する「4層管理」にもとづいて審査を実施。「品質」「ものづくり」「コスト」「コンプライア
ンス」の4つの審査基準に加え、「安全」「環境対応」の観点も重要視しています。2015年度からは、「事
業性確⽴」ステージの審査において顧客や業界によっては評価を確定できないケースが発⽣したため、チェ
ックの回数を複数に増やし、デザインレビュー機能を強化しました。

開発する製品の設計品質や、それを具現化するための各プロセスの品質について、客観的に評価・改善点を提案し、品質が
⼗分なものだけを次段階に進めていく組織的活動の体系。

品質向上のための開発プロセス（空調部⾨）
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グローバル構造監査会の様⼦

開発品質向上事例：燃焼試験室での強制発⽕試験の実施

開発時には実際の製品を⽤いて強制発⽕試験を⾏い、万⼀製品起因の事故が発⽣しても、製品の外部には被
害が及ばないことを確認しています。

燃焼試験室で実施する強制発⽕試験の様⼦

製造品質向上事例:グローバル構造監査会の開催

ダイキンでは、製品構造監査に関して、グローバル間でのレベル合わせ、ノウハウの共有と実務者の定期交
流を⽬的に、各⽣産拠点の品質管理担当者が参加する「グローバル構造監査会」を2年に1度開催していま
す。
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お客様情報・製品情報を把握しています

グローバル市場でのお客様情報、製品情報を、2つのグローバルベースシステムで収集し、現地での解決促進
と製品改善につなげています。

情報共有による問題解決のしくみ

製品事故発⽣時に迅速に対応できるよう⼿順を整備

ダイキンは、予測しうる誤使⽤、推奨範囲外での運転、作業の不具合などがあったとしても、お客様に被害
を与えないよう、また万⼀製品安全に関する事故が発⽣した場合にも、その被害を最⼩限に⽌められるよ
う、安全性基準および設計基準を定めています。
万が⼀、製品に事故が発⽣した場合には、迅速な情報伝達・対応を⾏い、お客様や社会への影響を最⼩限に
抑えることができるよう体制を整えています。

2018年度には、WEBニュースなどにより情報の拡散スピードが上がってきていたことを背景に、より迅速な
製品事故対応を実現すべく、製品事故情報の発信と管理のシステム化や、発信のスピードアップとフォロー
体制の強化を⾏いました。

また、軽微な製品事故の原因を究明するなかで、重⼤事故につながる可能性がないかを調査し、重⼤な事故
の発⽣を未然に防いでいます。さらに、調査結果は次の製品開発に反映させています。

2020年度のリコール件数は、0件でした。

関連情報

取引先様との連携

⼤切なお知らせ

「取引先様と連携した製品の品質向上・安全性確保」（取引先様との連携）をご覧ください。

 (https://www.daikin.co.jp/taisetsu/)

 (P426)
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製品安全に関する⽅針
製品安全⾃主⾏動指針

ダイキン⼯業グループ（以下「当社グループ」）は、お客様の視点に⽴って製品の安全性と品質を確保
し、お客様に満⾜していただける製品を提供することが最重要な経営課題であるとの認識のもと、以下の
通り製品安全に関する基本⽅針を定め、より⼀層の製品安全および品質の確保に努めてまいります。

1. 法令遵守
当社グループは消費⽣活⽤製品安全法その他の製品安全に関する法令や安全基準を遵守します。

2. 製品安全確保のための取り組み
当社グループは品質管理マネジメントシステムを確⽴し、製品の設計から製造、販売、アフターサー
ビスに⾄る全てのプロセスにおいて、製品の安全性確保のための取り組みを実⾏します。また、お客
様に当社製品を安全に使⽤していただくために、製品や取扱説明書等に適切でわかり易い注意書や警
告を表⽰します。

3. 製品事故情報の収集と開⽰
当社グループは、当社製品に係る事故について、その情報をお客様から積極的に収集し、経営トップ
に迅速に報告するとともに、お客様に対して適切な情報提供を⾏います。

4. 製品事故への迅速且つ適切な対応
当社グループは、万⼀製品の安全性に関する問題が発⽣した場合には、お客様の安全を第⼀に考え、
事故の発⽣や拡⼤を防⽌するため、修理・交換、新聞などでの謹告、法令で義務づけられた所轄官庁
への報告、販売事業者等社外の関係者への情報開⽰など、適切な措置を迅速に⾏います。

5. 製品安全推進体制の整備
当社グループは、市場での製品の安全性・品質情報の迅速な把握と対処、社内へのフィードバックに
よる製品の設計・製造への反映など、品質保証体制を確⽴し、製品の安全性と品質を確保します。

6. 教育・研修とモニタリングの実施
当社グループは製品安全に関する法令や社内規程等について従業員に徹底するとともに、製品安全確
保のための取り組みについて定期的なモニタリングを⾏い、継続的に製品の安全性確保と品質の向上
に努めます。

（2007年6⽉制定）

グローバル製品安全性基準

製品が正常に使⽤されている場合はもちろん、異常な使⽤状態でも安全に運転できることや、万⼀事故が発
⽣した場合その被害を最⼩限にすることを⽬的に、製品の安全性に関するグローバル共通の基準「グローバ
ル製品安全性基準」を策定し、安全設計を強化しています。

発⽕、感電、爆発などの安全性にかかわる基準はグローバル共通とし、事故を起こさない安全設計と、事故
を最⼩限にとどめる⼆重の安全設計を義務付けています。
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※

安全性確保に向けた取り組み
使⽤⽅法を的確にわかりやすく説明

「消費⽣活⽤製品安全法」では、家電製品の事故を未然に防⽌するために、安全配慮設計や、消費者への情
報提供・注意喚起が求められています。

ダイキンでは「フェイルセーフ※」の考えのもと、お客様の安全を最優先に設計するとともに、デザインレビ
ューによって安全性の確保をチェックする体制を整備しています。

また、消費者への情報提供として既に販売している製品の機種名と⽣産年リストをWEBサイトに掲載してい
ます。2009年4⽉から施⾏された「電気⽤品安全法技術基準省令」にもとづき、対象電気⽤品である住宅⽤
エアコン、換気扇には「設計上の標準使⽤期間」に関する注意喚起表⽰をしています。

万⼀、機械装置、システムにおいて障害が発⽣した場合、常に安全なほうに制御するためのしくみ、設計⼿法。

取扱説明書をWEBで公開

⽇本における製品事故の約1/3は、誤使⽤による事故で占められているため、安全な使⽤⽅法を消費者に的確
にわかりやすく伝えるよう努めています。

空調部⾨では、製品本体や取扱説明書、据付説明書、梱包材の記載内容について、⼀般財団法⼈家電製品協
会「家電製品の安全確保のための表⽰に関するガイドライン第5版（2015年10⽉改定）」や、⼀般社団法⼈
⽇本冷凍空調⼯業会の「表⽰実施要領」の改訂版（2010年3⽉）など業界の推奨するガイドラインに準拠し
た表⽰をしています。

さらに、取扱説明書は、読みやすさ、わかりやすさ、探しやすさを重視し、設計、品質管理、サービス、営
業などの各部⾨と協⼒しながら作成し、お客様の疑問をすぐに解決できる説明書となるよう⼯夫していま
す。

2014年度に開発した業務⽤エアコンの据付説明書では、従来のA1サイズからA4冊⼦に変更し、⽂字を⾒や
すくしました。2017年4⽉に発売した業務⽤ワイヤードリモコンでは、取扱説明書がスマートフォンやパソ
コンのWEBサイトから簡単にダウンロードできるようになりました。

また2019年度には、サポートサイトに「動画でサポート」ページを新設し、取扱説明書のみではお客様⾃⾝
で正常・異常を判断できないような運転状態でも⾃⼰解決できる⼿段として、営業・サービスなどの部⾨と
協業して作成したWEB動画マニュアルを公開しています。他にも、FAQやAI故障診断に動画を追加、X型ル
ームエアコンのリモコンのお知らせ表⽰内容を充実させて現在の運転状態をわかりやすく表⽰する、などの
取り組みも実施しています。
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顧客満⾜

お客様満⾜（CS）の追求

基本的な考え⽅
ダイキンでは、お客様がどのくらいアフターサービスに満⾜されたかを測り、お客様満⾜の向上に⽣かして
います。保守・メンテナンスなどを担うサービス部⾨では「最⾼のサービス品質（速さ・確かさ・親切さ）
の実現」を基本⽅針に、サービスエンジニアの技術⼒アップや、お客様への応対レベルの向上に取り組んで
います。

またダイキンは、グループ経営理念で『お客様⾃⾝も気づいていない「次の欲求」や「夢」を⾒つけ出し、
新たな価値を具体化すること』が使命であるとしています。⾼品質の製品、素材、サービスを提供するだけ
でなく、積極的な提案やアプローチをしていくことで、お客様にとっての利便性と快適性を⾼め、満⾜度の
向上につなげたいと考えています。
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コンタクトセンター（イギリス） 総合カスタマーセンター（中国）

サービス満⾜度の向上
世界各地にサービス体制を構築

ダイキンではエンジニアの技術⼒や、応対レベルの向上に取り組み、⾼品質の製品・サービスを提供するだ
けでなく、積極的な提案やアプローチをしていくことで、お客様の利便性と快適性を⾼め、満⾜度の向上に
つなげたいと考えています。

⽇本では、お客様からの修理依頼・技術相談・購⼊情報などすべてのご相談を、総合窓⼝である「ダイキン
コンタクトセンター」が24時間365⽇体制で受け付け、ご要望に応じたご提案に努めています。

また、海外でもアフターサービス体制を整え、「速さ・確かさ・親切さ」をスローガンに、多様なご要望に
お応えしています。コールセンターの設置や、WEBサイト上での技術情報の提供などにより、お客様の満⾜
度向上に努めています。

サービス満⾜度の把握

ダイキンでは、基準年度に⽐べお客様のアフターサービス満⾜度がどのくらい向上したかを指標として、サ
ービス満⾜度を把握しています。
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※

注

お客様満⾜度※

基準年を1.00としたアフターサービス満⾜度。

国内では、アフターサービスでのお客様対応を評価いただく「ふれあいアンケート」を実施し、2020年度の
総合満⾜度は5点満点中4.60という⾼い評価をいただきました。これは、「受付から完了までの速さ」「⼀
度の訪問での修理完了」を重点施策とし、「技術⼒向上」「お客様対応⼒の向上」などの教育訓練に取り組
んできた成果と考えています。
ただし、前年度⽐0.03減となった主な原因は、業務⽤製品に関する点数・回答率の低下だと考えています。

総合満⾜度

サービス完了後1〜2週間後に、サンプリングとして抽出したお客様にアンケートはがきおよびWEBの案内を送付し、回答
いただく「ふれあいアンケート」の結果。5段階評価の加重平均。

（基準年度） 2016 2017 2018 2019 2020

⽇本 （2015） 1.07 1.11 1.13 1.14 1.14

スペイン （2016） 1.00 1.21 1.15 1.12 -

中国 （2018） - - 1.00 1.04 1.04

インド （2016） 1.00 1.06 1.09 1.13 1.15

インドネシア （2017） - 1.00 1.03 1.03 1.10

シンガポール （2015） 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01

ベトナム （2015） 1.02 1.04 1.09 1.11 1.17

オーストラリア （2015） 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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サービス品質向上のために必要な知識・技能教育体系を整えています

⾼いサービス品質を実現するためにはサービスエンジニア⼀⼈ひとりの技術⼒が重要です。サービスエンジ
ニアに対して、空調サービス品質の基礎研修のほか、各階層や職種別にさまざまな研修や資格取得教育を実
施しています。

国内では、サービスエンジニア全員を対象とした講習会や技術⼒評価試験を実施し、⼀定⽔準以上の技術⼒
を認められるサービスエンジニアでなければ⼀⼈で修理作業ができないようルール化しています。

また、より⾼い技術レベルを有するチーフエンジニアの育成にも取り組み、チーフエンジニア認定試験の合
格者数はのべ2,000⼈以上になりました。現在この認定試験の制度を⾒直しており、2021年度には認定基準
にサービス品質の実績「速さ、確かさ、親切さ」にもとづく定量評価を追加予定です。2020年度は、新制度
移⾏段階のため認定試験は実施しませんでした。

さらに、現場作業時の安全を確保し、的確で確実な作業を⾏う技能⼒向上にも取り組み、技術・技能両⾯で
お客様に満⾜いただけるエンジニア育成をめざしています。

海外においても、サービスエンジニア認定制度や育成プログラムの導⼊など地域統⼀制度化を進めており、
中国では2016年、アセアン・オセアニア地域では2017年より運⽤を開始しました。さらに、欧州地域にお
いても導⼊を進めています。

また、各国のサービス品質向上のキーマンを対象に、⽇本のサービスエキスパートを派遣して、ろう付け・
故障診断・修理技術などの指導を展開。キーマンが継続して⾃国展開できるサポートを⾏い基盤を整えてい
ます。2020年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、エキスパートの派遣はありませんでした。

事例：サービスオリンピック

2016年に世界20カ国の海外各社から選抜された28⼈のサービスエンジニアが集結して開催した第1回サービ
スオリンピックを⽪切りに、中国やアジア各国、欧州各国で修理技術や顧客応対などのサービス品質を競い
合う技能⼤会を開催し、従業員同⼠で切磋琢磨できる環境を整えてきました。

2019年度には中央ヨーロッパ、イギリス、タイなどで独⾃開催が進み、アセアン・オセアニアに続き、欧州
でも初の地域⼤会を開催しました。

さらに2020年度には、全地域から予選を勝ち抜いた40⼈のエンジニアを集め、⽇頃の成果を競って披露する
第2回サービスオリンピックを開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響で2021年10⽉頃に
延期することとなりました。開催が困難な場合には、リモート技術イベントの実施を検討しています。

今後も国・地域の従業員やエンジニアが切磋琢磨できる環境を整えていきます。
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事例：サービス⼤学、サービスアワード

国内のサービスエンジニアが4年間にわたる研修プログラムを受講する「サービス⼤学」では、⼤学さながら
に職種ごとに受講科⽬を決定し、定期的に試験を⾏いながらステップアップを図っています。2020年度は、
1年⽣52⼈、2年⽣38⼈、3年⽣29⼈、4年⽣30⼈が受講しました。コロナ禍においても、既存のＴＶ会議シ
ステムを利⽤して運営を⾏っています。

また、全国各地に設けたサービスステーションごとにチームを編成し、「速さ・確かさ・親切さ」などのサ
ービス品質を競い合う「サービスアワード」を毎年開催し、各サービスステーションが楽しくやりがいを持
ちながら、お客様満⾜度を⾼めています。

据付品質向上のための教育体系を整えています

お客様に満⾜してエアコンをお使いいただくためには、据付⼯事の品質も重要な要素です。設計・施⼯技術
やサービス技術を習得するための研修所を国内6カ所に設け、当社エンジニアだけでなく、販売店様の施⼯技
術やサービス技術を向上するための研修制度を整えています。

各研修所では、お客様に「役に⽴つ・わかりやすい・親切に」をモットーに、最新の製品や動画教材を導⼊
し、現場に即した研修を実施しています。とりわけ需要が拡⼤している寒冷地で、販売店様の技術者育成を
図るため、近年「ダイキン研修プラザ東北」と「ダイキン研修プラザ札幌」を開設し、空調⼯事やサービス
の実習研修を充実させています。

研修内容は、販売代理店様やサービス協⼒店様向けに個々の要望に合わせた専⽤コースを設定しています。
計画的なレベルアップをめざすステップアップ研修や、販売店様の多様化するニーズに応えるソリューショ
ン研修、お客様満⾜度向上を図るソリューションセミナー、資格取得・準備コースなどの全57コースです。
新型コロナウイルス感染症対策として、対⾯型講習はＬＩＶＥ配信に切り換えて開催しています。
2020年度は、⾼所作業時に⽤いる墜落事故防⽌器具を正しく安全に使⽤するためのフルハーネス特別教育
と、オンライントレーニング DOT（Daikin Online Training）空調基礎の2コースを追加しました。DOT空
調基礎は、社内外含め約1,600⼈が受講しています。

環境保全の重要性について理解を深める環境関連のソリューション研修については、2020年度より開催対象
を従来の5コースからすべてのコース（資格取得・準備コース除く）に拡⼤しています。研修内容には地球温
暖化・オゾン層破壊問題の⼀般知識、フロン類の取り扱いの注意、地球温暖化防⽌への取り組み要請などが
含まれるため、より多くの受講⽣を輩出することが「環境先進者」を育成することにつながると認識してい
るためです。
また、研修内容をまとめて配布していた冊⼦については、2020年度よりWEBテキスト化することで、冊⼦約
9,000部に相当する紙使⽤量の削減を実現しました。

国内グループ会社での新⼊社員向け講習会、海外グループ会社での販売店様向けの技能研修なども充実さ
せ、お客様満⾜の向上や作業者の安全確保に努めています。2020年度は、空調営業本部と連携し、冷媒破壊
認定を受けた販売店様向けの「ダイキン版フロン類取扱更新講習」を開催。環境への意識改⾰PR活動を強化
しました。
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販売代理店様向けの技能研修 全受講者に配布する環境冊⼦
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お客様ニーズの把握と反映
世界でマーケティングリサーチ機能を強化

海外展開を加速しているダイキンがお客様満⾜度を⾼めていくためには、海外各地域でのニーズを的確・迅
速に把握し、商品開発に⽣かしていくことが重要です。そこで、エアコンの開発体制を⽇本⼀極集中型か
ら、地域拠点でも商品開発・リサーチを⾏う⾃⽴分散型に転換し、世界でマーケティングリサーチ機能を強
化しています。中国、欧州のR&Dセンターを筆頭に、アジア・オセアニア、北⽶拠点での開発機能強化を順
次進めています。

IAQ商品のマザー拠点である中国のR&Dでは、社会問題になっているPM2.5対応のエアコンや、激しい油煙
に対応したキッチン専⽤の室内機、除湿乾燥を強化した浴室専⽤の室内機など、⽣活スタイルやニーズに応
じたさまざまな商品を開発しています。2020年度は、TICと連携した商品開発を推進したほか、深圳
（DOSZ）や清華⼤学との外部協創による空気質改善技術の開発や、空気質・⽣体センサから得られるデー
タを活⽤したサービスの構築を⾏いました。今後は、それらの技術・サービスを中国国内からトライアル予
定です。

暖房給湯商品のマザー拠点である欧州のR&Dでは、2020年度、低温域の運転範囲を拡⼤したエアコンや、出
湯温度を⾼めたH/P暖房トップグレードなどの差別化商品を開発。今後は、FUSION25の暖房給湯戦略の重
点テーマである「燃焼暖房のHP暖房への置換」を軸に、TICと相互乗り⼊れで開発を⾏うなど連携を強化し
ていきます。

北⽶においては、R&Dセンターを開設し、2017年度にDaikinOpenInnovationLabSiliconValleyを開設。北
⽶特有の空調製品に当社に強みのある技術（インバータ、マルチ、冷媒など）を融合した差別化製品を創出
するとともに、北⽶で先進するAI/IoT技術を活⽤した新たな価値創出を推進していく予定です。

また、シリコンバレーや深圳ではオープンイノベーション・ラボを活⽤して現地のベンチャー企業・スター
トアップ企業と連携したり、⽇本でも東京⼤学や⼤阪⼤学などの⼤学と産学連携するなどして、新しいビジ
ネス開発・技術探索に取り組んでいます。

さらに、CVC室の設⽴により、スピード経営を実践する世界中のスタートアップ企業との協業が可能になり
ました。素早く仮説を検証することで、新たな製品・サービス・ビジネスモデルのスピーディーな創出をめ
ざします。

関連情報

2018年度の活動ハイライト「顧客満⾜―多様な地域ニーズに素早く応えるグローバル商品開発体
制」(https://www.daikin.co.jp/csr/feature2018/03.html)
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ダイキンソリューションプラザ「フーハ⼤阪」

ダイキンソリューションプラザの活⽤

ダイキンは、お客様の⽣活をより快適にする最適なソリューション提案をめざしています。  
多様化するお客様のライフスタイルに合った「次の欲しい」を先取りするためには、商品開発者や技術者
が、お客様とコミュニケーションを深め、直接ニーズを感じ取ることが不可⽋であると考えており、実際の
製品やエネルギーマネジメントシステムをご覧いただきながらコンサルティングを⾏う「ソリューションプ
ラザ」を東京、⼤阪、上海、ニューヨーク、トルコのイスタンブールなど、世界各地に開設しています。

2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響でご来館が難しいなかでも、ショールームを体感いただ
き、お悩みをご相談いただけるよう、WEBサイト上に「バーチャルフーハ」を開設しました。バーチャルフ
ーハでは、お客様のお悩みやお探しの製品に合わせて役⽴つ動画を視聴できるようにしたほか、「オンライ
ン空調相談」で専⾨スタッフに直接相談することも可能です。
また、遠⽅のお客様にもオンラインで製品を⾒学いただける「オンラインLIVEツアー」など、フーハを⾝近
に感じていただける取り組みを開始しました。
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コンタクトセンターに寄せられるお客様の声を品質改善・新商品企画に活⽤

コンタクトセンターなどに寄せられるお客様のご要望・クレームなどの情報は、データベース化して記録し
ています。お客様のご意⾒・ご要望は、品質部⾨と関係部署が共有し、原因究明や対策を講じ、製品・サー
ビスの改善につなげています。

ダイキンコンタクトセンター受付件数（国内グループ）

ダイキンコンタクトセンター受付件数（中国）

アンケート結果を製品・サービスの向上に反映

お客様の満⾜度向上を実現するために、各部⾨でお客様アンケートを実施しています。

お客様のニーズ・満⾜度を把握するために、ホームページなどを通じて製品に対するご意⾒を収集するほ
か、量販店の店頭でお客様の⽣の声を聞くとともに、製品を購⼊されたお客様には会員数約30万⼈のダイキ
ン会員サイト「CLUB DAIKIN」への⼊会をお勧めし、そちらでアンケートを実施しています。

いただいたご意⾒は商品開発に⽣かしています。
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デザインと機能性を両⽴する「risora」

収集したお客様の声を商品開発に⽣かしています

お客様の声を反映した製品：「risora（リソラ）」

2017年度、「リノベーションで部屋をおしゃれにしたいのにエアコンだけはどうしようもない」というスタ
イリッシュなエアコンを求めるお客様の声に応え、インテリアとの調和を追究しデザインと最新機能を兼ね
備えたエアコン「risora（リソラ）」を開発しました。奥⾏185mmの薄厚のボディでありながら、省エネエ
アコン「うるさら7」で培った垂直気流・天井気流やプレミアム除湿などの最新機能を搭載し、空間の⼼地よ
さも追求したモデルです。
2018年度はさらにインテリアデザインの多様化に対応し、600⾊の中から好きな⾊にフロントパネルを塗装
できるオプションを追加しました。
「2017年度グッドデザイン賞」や国際的デザインアワード「iFデザインアワード2018」などを受賞、国内
外からそのデザイン性と機能性が評価されています。

お客様の声を反映した製品：「ココタス」

2017年度に発売した⼩空間⽤マルチエアコン「ココタス」は、エアコンが設置されていない、洗⾯所やキッ
チン、書斎などの⼩空間で、これまで暑さや寒さを我慢していたお客様の声（ご不満）から⽣まれました。
「暑いキッチンで揚げ物をしていると⾷欲がなくなる」「お⾵呂上がりの洗⾯室でドライヤーをすると汗を
かくのがすごく困る」という声に応えた、⼩空間向けのエアコンです。
「グッドデザイン賞」において「グッドデザイン・ベスト100」に選出されました。
また発売後も、販売店様、⼯務店様から製品の使われ⽅をフィードバックするアフターマーケティングを強
化し、近年の住宅事情からみた今後のニーズも先取りしていきます。
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住まいの除湿ニーズに応える「カライエ」

お客様の声を反映した製品：「カライエ」

2018年度は国内向けに「⻑時間不在にしている住まいの湿度対策が不安」という声に応え、⽔捨て不要で住
まいを除湿する「カライエ」を発売しました。

お客様の声を反映した製品：⾼齢者や訪⽇外国⼈も操作しやすい「直感リモコン」

オフィスや店舗、ホテルなどで使われる業務⽤エアコンは、快適性や省エネ性、利便性を考慮した多くの機
能を搭載しながら進化してきました。
それと同時にリモコンの使い⽅は複雑化し、特に近年増加する⾼齢者や訪⽇外国⼈にとって分かりづらく、
エアコンを思うように使えない要因の⼀つとなっています。

店舗・オフィス⽤エアコン「FIVE STAR ZEAS」シリーズで2017年4⽉に採⽤した直感リモコンは、操作ボ
タンの数を最⼩限に抑え、さらに液晶画⾯を利⽤者⾃⾝が使いやすい表⽰に変更できます。  
また、表⽰する⾔語も⽇本語や英語、業界初の中国語、⾔語に制約されないピクトグラムに切り替えられま
す。「FIVE STER ZEAS」だけでなく「業務⽤マルチエアコン」でも使⽤でき、より幅広いシーンで誰もが
わかりやすい直感的なリモコン操作を実現します。
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ユニバーサルデザインの導⼊
誰にでも使いやすい商品を開発

ダイキングループでは年齢や障がいの有無などにかかわらず、できるだけ多くの⼈が使いやすい商品を開発
するためにユニバーサルデザイン（UD）の考え⽅を開発に取り⼊れています。

ダイキン⼯業は、UDとはそれを使うあらゆる⼈への配慮を怠らないという、モノづくりの発想そのものであ
ると捉え、この考え⽅が当然のこととして開発に⽣かされるよう、地道な努⼒を続けていきます。

ユニバーサルデザインの例

スマートフォン対応ソフトのユニバーサルデザインに関するガイドラインを作成

ダイキン⼯業は2012年12⽉、スマートフォンでエアコンの操作ができるアプリ「Daikin Smart APP」の提
供を開始し、室内からだけでなく、外出先からも簡単に家のエアコンの運転状況の確認や停⽌、運転切り替
えができるようにしました。  
どんな⼈でもストレスなく⾃然に使えるアプリになるよう、ユニバーサルデザインに関するガイドラインを
作成。ユーザビリティテストを通じて、操作ミスが起こりにくいボタンサイズやレイアウトなどを追求しま
した。  
2014年4⽉には、エアコンのほかエコキュートや床暖房など、複数の機器をスマートフォンや携帯情報端末
で操作できるアプリ「Daikin Home Controller APP」の提供も開始しました。

複数の機器を操作できるアプリを提供

関連情報

「Daikin Smart APP」「Daikin Home Controller APP」  (https://www.daikinaircon.com/app/)
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化学部⾨の取り組み
化学部⾨では、満⾜度向上のポイントを「品質向上」「安定供給」「コミュニケーション」「お客様のニー
ズへの対応（新商品開発）」「環境対応」と定め、お客様満⾜度に関する情報を継続的に評価、改善してい
くことで、お客様の信頼と満⾜を得られる企業をめざしています。

製品勉強会と各種交流会を開催

化学部⾨のフッ素化学製品は、⾼機能・⾼性能な材料であるため、加⼯⽅法が特殊な場合があります。テク
ニカルサービス部⾨がお客様を訪問し説明するだけでなく、お客様向けに「フッ素塾」と題したフッ素材料
の特性や当社設備を使った加⼯⽅法の製品勉強会を定期的に実施しています。
2020年度は,ご要望をiいただいたお客様向けに「WEBを活⽤したフッ素塾」を8回開催しました。

また、例年開催していたトップ層同⼠の交流会である「化学お客様感謝の集い」や「ダイフロンガス会」で
は、⽤途開発の取り組みや、新たな⽤途開発につながるフッ素の機能を紹介するなどして交流を深めており
ましたが、2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で開催を⾒送りました。

さらに、WEBサイトでは各種製品情報を幅広く公開し、製品の特⻑や安全に関する情報を提供しています。
WEBサイトを通じて寄せられたお客様からのお問い合わせについては、営業担当者が窓⼝となり、テクニカ
ルサービス、研究開発、品質保証、環境・安全の各部⾨と連携して対応しています。

製品特性、応⽤分野など幅広い知識を共有

化学部⾨の営業担当者には、お客様である企業の研究者や開発担当者が求める機能をヒアリングして、最適
な製品を提案する⼒が求められます。お客様の業態に応じて、製品の持つ機能を発揮させるための加⼯⽅
法、添加量、温度など多種多様な知識が必要となります。

そこで⽉に1回の営業・研究・製造⼀体の会議や研修会を通じ、営業情報だけでなく、製品知識や関連法規や
特許の情報も共有しています。具体的な⽤途、採⽤事例の紹介やお客様のニーズを伝えることで、商品開
発、⽤途開発に⽣かすとともに、開発商品の特⻑を深く理解することで、お客様への新たな提案にも役⽴て
ています。2020年度、営業部⾨では「環境（SDGs・PFAS）」「AI・Iot」「コンプライアンス」などに関
する研修会・教育も加えて実⾏しました。

今後も、フッ素をさまざまな業態に活⽤できる幅広い知識を習得した従業員の育成を続けていきます。

関連情報

フッ素化学  (https://www.daikinchemicals.com/jp.html)
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顧客満⾜

お客様情報の保護

お客様情報の保護
情報管理者を置き、従業員教育を徹底しています

ダイキンでは、お客様からお預かりした個⼈情報を適切に管理し活⽤するために、「個⼈情報保護⽅針」を
掲げ、社内ルールを整備しています。例えば国内グループでは、各部⾨に配置された情報管理者が中⼼とな
り、社内ルールに沿った個⼈情報の適切な管理と活⽤の徹底を図っています。2005年から情報管理の取り組
みを強化し、情報管理者会議を毎年開催しながら、秘密情報・個⼈情報を対象としたリスク軽減に取り組ん
でいます。

とりわけお客様から修理依頼を受け個⼈情報を⽇常的に扱う部⾨では、より万全なセキュリティ確保に努め
ています。その運⽤状況は、従業員⼀⼈ひとりが⾃らの⾏動をチェックする⾃⼰点検、法務部⾨による法令
監査、内部監査室による内部監査などによりチェックし改善を図っています。

関連情報

情報セキュリティ

個⼈情報保護⽅針

「EU居住者の個⼈データに関する規制への対応（⼈権リスクへの対応）」（⼈権の尊重） (P391)

 (P370)

(https://www.daikin.co.jp/privacy.html)
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