2016 年 8 月 17 日
株式会社オンワードホールディングス
秘書・広報部

「2016 年度上期オンワードグループ表彰式」を開催
株式会社オンワードホールディングス(本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）は、
オンワードグループで優れた商品開発やお客様の消費意欲を喚起する仕掛けを行った
スタッフを対象とした「ベストチャレンジ賞」と、優秀なファッションスタイリスト（販売職）を
対象とした「ファッションスタイリスト賞」をそれぞれ表彰する「2016 年度上期オンワードグループ
表彰式」を 8 月 17 日（水）、東京都千代田区のパレスホテル東京で開催しました。
「ベストチャレンジ賞」は、素材の段階から研究・開発し、独自性があり競争力に優れた商品
を開発した企画・生産スタッフや、売上・集客に貢献した仕掛けを立案したスタッフを賞賛する
ことで、スタッフ全体のモチベーションアップを図り、さらなる企画・提案力の向上につなげ
ていくことを目的としています。同賞は、消費の成熟化が進み衣料品に対する消費者の選択眼
が厳しくなっている中、お客様の心に響く価値ある商品やコトの提案が企業として重要である
という考えから作られた賞です。今回は、「優秀賞」「敢闘賞」計 5 チーム（ブランド）を表彰しまし
た（資料 1 参照）。
「ファッションスタイリスト賞」は、グローバルな視点で表彰式を実施し、レベルの高いファッション
スタイリストを賞賛 するとともに、優れた販売ノウハウの共有と、販売に対するモチベー
ションアップを図ることで、グループ全体の販売力向上につなげていくことを目的としていま
す。オンワード樫山をはじめ、イタリアのオンワードラグジュアリーグループ、イギリスのジョゼ
フなど世界の主 要 18 のグループ企業 2,968 チーム（ショップ）の中から「特別賞」「優秀賞」
「敢闘賞」「メンバーズ賞」「メンバーズ特別賞」の合計 35 チームを表彰しました（資料 2 参照）。
「オンワードグループ表彰式」は、2008 年度から開催しており、今回で 17 回目を迎えまし
た。表彰式の規模拡大を図るため、会場を東京都千代田区のパレスホテル東京に変更し、
予算達成店舗 300 チームの代表者を招待。表彰式では、各賞代表者による予算達成のプロ
セスや成果を上げた具体的な施策をベストプラクティスとして発表することで、成功事例の共
有化を図りました。懇親パーティーでは、メッセージビデオの上映や豪華景品が当たる抽選
会の開催、記念撮影が可能なフォトブースの設置などでグループ内での交流を促進。グル
ープのＥＳ（従業員満足度）を向上させ、さらなるＣＳ（顧客満足度）アップを目指します。

資料 1

ベストチャレンジ賞
2016年度 春夏

対象期間

① 単品番でブランドの売上・利益に大きく貢献したこと
表彰基準

② 語れる商品開発であり、競争力に優れていること
③ 単店舗の売上拡大に寄与したこと
④ 特筆すべき開発に値する仕掛け、項目であること

【 優秀賞】 2 チーム

オンワード商事
ワンピース タオルハンカチ
(セールスプロモーション商品）
オンワード樫山 ＩＣＢ
Ｆｉｅｄ セットアップ
【 敢闘賞】 3 チーム
受賞チーム

チャコット
バレエ・プリンセス
（バレエ公演）
オンワード樫山 ａｎｙ ＳiＳ
フェミニンセットアップガウチョ
オンワード樫山 23区オム
ドライクリースジャケット

ベストチャレンジ賞受賞者

資料 2
ファッションスタイリスト賞
オンワードグループ18企業2,968チーム(ショップ)

( 2,516チーム）

株式会社オンワード樫山

対象企業と
チーム数

（16チーム）

株式会社サクラ

チャコット株式会社

（30チーム）

オンワードラグジュアリーグループS.p.A.（伊）

（17チーム）

インティメイツ株式会社

（12チーム）

ジョゼフLTD.（英）

（46チーム）

株式会社クリエイティブヨーコ

（99チーム）

J.プレスINC.（米）

株式会社キャンデラインターナショナル

（19チーム）

恩瓦徳時尚貿易（中国）有限公司

株式会社J.ディレクション

（13チーム）

オンワードカシヤマホンコンLTD.

（4チーム）

株式会社アイランド

（55チーム）

オンワードカシヤマコリアＣＯ.,ＬＴＤ.

（2チーム）

株式会社バーズ・アソシエーション

(15チーム)

株式会社オンワードグローバルファッション （86チーム）

（4チーム）
（28チーム）

オンワードカシヤマベトナムＬＴＤ.

(3チーム)

オンワードカシヤマシンガポールＰＴＥ.ＬＴＤ.

(3チーム)

2016年 3月〜6月

対象期間
【優秀賞・敢闘賞】

①オンワードグループにとって元気の出る店舗
②会社・支店・ブランドに大きく貢献した店舗
③売上絶対金額・人頭売上金額が高く売場環境に優れた店舗

表彰基準

【特別賞】

優秀賞を連続4回以上受賞した店舗（累計回数ではカウントしない）

【メンバーズ賞】

共通ポイントカード「オンワードメンバーズ」会員獲得に貢献した店舗

【メンバーズ特別賞】

共通ポイントカード「オンワードメンバーズ」会員獲得に貢献し、お客様満足度アンケート
の回答数が多く、サンクスカードの封入率の高かった店舗
【 特別賞】 3 チーム

ブランド/ 店舗名

受賞歴

ＪＯＳＥＰＨ（ＪＯＳＥＰＨ ＴＨＥ ＳＴＯＲＥ 東京ミッドタウン）

優秀賞6回連続・7回目

パーソナルオーダー（松坂屋名古屋店）

優秀賞5回連続・5回目

23区（中国・上海久光百貨）

優秀賞5回連続・5回目
【 優秀賞】 1 6 チーム

受賞チーム

ブランド/ 店舗名

受賞歴

パーソナルオーダー（日本橋三越本店）

優秀賞2回連蔵・2回目

パーソナルオーダー（三越銀座店）

初

ＤＡＫＳ（日本橋三越本店）

優秀賞3回目

ＩＣＢ（大丸梅田店）

優秀賞2回目

ＴＯＣＣＡ（髙島屋横浜店）

優秀賞2回連続・2回目

Ｐａｕｌ Ｓｍｉｔｈ Ｌ（阪急うめだ本店）

初

23区（千里阪急）

初

23区（髙島屋大阪店）

優秀賞7回目/特別賞2回

23区（遠鉄百貨店）

優秀賞3回目

23区 Ｌ（川徳）

優秀賞5回目/敢闘賞1回

ＩＣＢ（香港そごう店）

優秀賞2回連続・4回目/敢闘賞3回

ＪＯＳＥＰＨ（英国・ｈａｒｒｏｄｓ 1ｓｔ Ｆｌｏｏｒ店）

初

ＪＯＳＥＰＨ（米国・Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ 76 Ｇｒｅｅｎｅ Ｓｔｒｅｅｔ店）

初

ＧＲＡＣＥ ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ（大丸神戸店）

優秀賞2回目

ＶＩＡ ＢＵＳ ＳＴＯＰ（ＶＩＡ ＢＵＳ ＳＴＯＰ MUSEUM）

優秀賞2回目

ＳＡＫＵＬＡ（横浜みなとみらい店）

初
【 敢闘賞】 1 2 チーム

ブランド/ 店舗名

受賞歴

23区オム（小田急百貨店新宿店）

初

Ｌサイズ（トキハ）

初

Ｊ.プレス（大丸札幌店）

敢闘賞2回目

ＩＣＢ（高松三越）

敢闘賞2回目

ａｎｙ ＳｉＳ（銀座インズ）

敢闘賞3回目

チャコット（ダンス館渋谷）

敢闘賞1回目/優秀賞１回

Ｃｈｕｔ！ＩＮＴＩＭＡＴＥＳ（ルミネ新宿店）

敢闘賞2回連続・3回目

ハンナリ＆ペットパラダイス（心斎橋筋店）

敢闘賞3回目

ペットパラダイス（新宿サブナード店）

敢闘賞2回目

ＪＩＬ ＳＡＮＤＥＲ（岩田屋本店）

敢闘賞2回目/優秀賞1回

ＫＩＫＫＡ ＴＨＥ ＤＩＡＲＹ ＯＦ（ルミネエスト）

敢闘賞2回目

敢闘賞3回目

モノエディション クラッセ （白金店）
【 メンバーズ 賞】 3 チーム
ブランド/ 店舗名

受賞歴

23区Ｌ・自由区Ｌ（中合福島店）

初

23区Ｓ・自由区Ｓ（大丸札幌店）

初

Ｊ.プレス（岡島）

初
【 メンバーズ 特別賞】 1 チーム

ブランド/ 店舗名

受賞歴

組曲（そごう横浜店）

初

ファッションスタイリスト賞受賞者

ファッションスタイリスト賞受賞者（オンワード樫山）

ファッションスタイリスト賞受賞者（メンバーズ賞、メンバーズ特別賞）

