
ンバウンド対応にも積極的に取り組んでいる状況だ。
そんな同社では、これまで代理店を中心に製品販売を行ってお

り、保守対応は販売代理店が手掛けてきた。「これまでは代理店
をサポートすることが中心だったため、社内だけでもある程度カ
バーすることが可能でした」とサービス部 主査 高嶋 哲也氏は語
る。しかし、高速道路のサービスエリアや大手飲食チェーンなど全
国展開を行う大規模案件については直販で展開しており、24時
間365日体制が必要なケースも増えてきたという。「その体制づく
りのために外部の企業へ保守を移管してきましたが、1社だけで
運用を続けると、当然リスクもあります。万一の事態も想定し、他に
も保守移管が可能な企業を探していました」と高嶋氏は当時を振
り返る。

1970年に収納容積の大きなたばこ自販機を発表以来、時代の
ニーズに応えた様々な製品を展開する芝浦自販機株式会社。
1993年に前身となる芝浦テクニカル・システムズ株式会社が設立
され、自動販売機のサービス事業を開始。現在は券売機や汎用
自販機を中心に設計から製造、販売、保守まで一貫した体制で顧

客のビジネスをサポートしている。「大き
なシェアを持つ券売機については、クレ
ジットカードや電子マネーへの対応など
これからの時代に必要な最新機能を搭
載した機種も展開していく計画です」と
営業統括部 営業統括部長 田中 亨氏は
事業展開について説明する。今後も増え
続ける訪日外国人をターゲットにしたイ

同社が要件に挙げていたのは、保守体制に加え券売機ならで
はの対応もできるかどうかだった。「大前提として、24時間365日の
対応を全国規模で行う体制が整備できる。そして、券売機は当然
金銭が絡む機械です。本来ならお客さま自身で金銭を抜き取り
後、修理などを行いますが、状況によっては金銭が入ったまま作
業せざるを得ない場合も。金銭を含めて取り扱えるかが重要でし
た」と高嶋氏。また、券売機は大型の部品もあり、PCなどとは異な
る部分もある。「PC系の保守とは異なるスキルが要求されるハー
ドウェア的な交換が、その場できちんとできるかも重要なポイント

でした」。
そこで同社が注目したのが、東芝 I T
サービスの「パートナー保守サービス」で
あり、「ヘルプデスクサービス」だった。「2
社での保守体制はまだ構想段階で、検
討しようとしていた矢先にお電話いただ
き、詳しくお話を伺ったのがきっかけで
す」と高嶋氏は振り返る。話を聞く中で、
金銭を取り扱う機器を手掛けた経験を持ち、かつ同様のメカ系

ハードウェアも取り扱ったという実績を評価したという。「以前委
託した企業では、工具やメカ系ハードウェアの取扱いに安心感が
持てない保守員がいたことも。我々の製品がきちんと扱えるかどう
かは重要でした」と高嶋氏。
特に大きなポイントだったのが、ヘルプデスクが設置されるコー

ルセンタを見学したときだった。「ヘルプデスク対応をお願いする
予定の方を紹介いただいたのですが、皆さんベテランの方ばかり
で、現場を経験したメンバーだと説明されました」。電話をかけてく
る顧客は緊急トラブルの場面が多く、中にはクレームで怒ってい
る人も。「ヘルプデスクで重要なのは、お客さまの気持ちを汲み取

複数の保守体制でリスクを回避したい課題

現場経験を持つ人材を配したヘルプデスク対応が大きな後押しに選定

ること。それには現場を経験していることがとても重要です。単に
電話を受けるだけでは意味がありません」と高嶋氏。その点、東芝
ITサービスには安心感を持ってお願いできると感じたという。
結果、同社は東芝ITサービ

スの保守サービスを採用した
が、いきなり全国展開をすると
技術的なスキル移管や管理も
含めて混乱が起こるので、まず
は首都圏エリアを軸に体制を
整備することになった。

現在は、同社の券売機が設置された首都圏エリアの飲食店な
どを中心に、東芝ITサービスがヘルプデスクの窓口から問い合わ
せの切り分け、保守員の手配、現場での作業まで一括して対応し
ている。対象の20種類あまりの製品に対して、日 の々コール状況や
現場作業の状況などは日次レポートとして報告。定例報告会でも
詳細な作業報告が行われている。「月平均でおよそ20～30件程
度のコールがあり、その半数あまりで現場へ出動している状況で
す。我 よ々りもお客さまと仲良くなってくれる保守員の方もいるほど
で、我々のファンづくりに一役買っていただいています」と高嶋氏は
評価する。
社内で対応していた時は、案件が多いと翌日対応せざるを得

ない場面もあったが、東芝ITサービスに委託したことで即日対応
が可能になり、迅速に現場へ駆け付けられる状況にある。「券売機
は、本来省力化に寄与するものです。それを止めてしまうと、お店
のスタッフがお金の処理をすることになり、現場が回らなくなるこ
とも。今では一次対応も素早く行えるようになり、お客さまにご迷
惑をおかけすることがなくなったのは非常に大きい」と高嶋氏は力
説する。
保守サービスの充実は、同社のビジネスにも好循環を生み出し

ている。「お客さまに満足いただけるサービスが提供できると、数
年後の買い替え時にも“サービスが良かったから芝浦自販機にし
よう”といっていただけるようになります。また、企業系のお客さまの
場合、24時間365日対応が可能なことは大きなアドバンテージの
1つとなります」と評価する高嶋氏。
実際の運用場面では、同社に対して必要な情報はきちんと報

告や相談の形で連絡が入るため、勝手な判断で物事を進められ
ることもなく安心して任せられるという。「新製品の発売時には、お
客さま対応のために社内でも一生懸命勉強することが必要で、初
めて保守を手掛ける際にはそれなりに連絡があってしかるべき。し
かし、初めて扱う機種のはずなのに、本当に大丈夫かなと心配に
なるぐらい、ほとんど我 に々質問が来ません。裏を返せば、しっかり
製品の勉強をしていただいており、とても感心しています」。券売
機の技術移管をする講習会でも、現場で作業を行う保守員自ら
ハードを分解して理解しようとする姿勢が見て取れたと高嶋氏。
「ヘルプデスクの方も現場の方も、とてもまじめに取り組んでくれて
います。保守の場面では下手をするとお客さまに怒られることもあ
りますが、それでも一生懸命お客さまの立場にたって対応いただ
いており、とてもありがたい」と評価する。

今後は、現在首都圏エリア限定の展開を、東北や中部、関西、
九州と段階的に広げていく計画となっている。また、現状は券売
機が対象だが、問い合わせが多い汎用自販機の保守も含めて
サービス拡充を検討中だという。「特に汎用自販機はニッチトップ
な領域で、こちらも全国展開が期待されています。ぜひトータル的
な対応をお願いしたい」と田中氏。
券売機については、今後新型が続 と々登場する計画となってお

り、柔軟な対応が求められている。「社内のサーバとつなげてリ
モートメンテナスが可能な環境を整備するなど、外との接続も視
野に入れています。また国が進めるキャッシュレス化に備えて、クレ
ジットカードや電子マネー対応の機種を出していくため、どんな問
い合わせがくるのか未知数なところも。ハードウェアからITまで含
めた幅広い対応が必要で、改めて期待しています」と田中氏に今
後について語っていただいた。

営業統括部 営業統括部長
田中 亨氏
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