2017 年 8 月 24 日
株式会社オンワードホールディングス
秘書・広報部

「2017 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」と、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」をそれぞれ表彰する「2017 年度上期オンワードグループ表彰式」を
8 月 24 日（木）、東京都千代田区のパレスホテル東京で開催しました。
「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。オンワード樫山を始め、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 15 のグループ企業 2,729 チーム（ショップ）の中から「特別賞」1 チーム、「優秀
賞」15 チーム、「敢闘賞」13 チーム、「メンバーズ賞」2 チームを表彰しました。また、「メンバーズ
特別賞」として、オンワードメンバーズ会員の方々がお好きなショップを登録し、ショップ限定の
サービスが受けられる「マイショップ」制度の登録率の高い 1 チームを表彰しました。（資料 1
参照）
「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、「最優秀賞」1 チーム、「優秀賞」2 チーム、「敢闘賞」
2 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 19 回目を迎えまし
た。表彰式には、各賞受賞チームの他、予算達成上位 300 チームの代表者を招待。受賞代
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す。懇親パーティーでは、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
ファッションスタイリスト賞
オンワードグループ15企業2,729チーム(ショップ)
オンワードラグジュアリーグループS.p.A.（伊）

（17チーム）

（41チーム）

ジョゼフLTD.（英）

（43チーム）

株式会社クリエイティブヨーコ

（95チーム）

J.プレスINC.（米）

株式会社アイランド

（54チーム）

恩瓦徳時尚貿易（中国）有限公司

株式会社オンワードグローバルファッション

（76チーム）

オンワードカシヤマホンコンLTD.

インティメイツ株式会社

（15チーム）

オンワードカシヤマベトナムLTD.

(2チーム)

株式会社サクラ

（17チーム）

オンワードカシヤマシンガポールPTE.LTD.

(2チーム)

株式会社オンワードパーソナルスタイル

（13チーム）

株式会社オンワード樫山

( 2,314チーム）

チャコット株式会社

対象企業と
チーム数

（4チーム）
（30チーム）
（6チーム）

2017年 3月〜6月

対象期間

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
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）
【特別賞】
共通ポイントカード「オンワードメンバーズ」会員獲得に貢献した店舗
【メンバーズ賞】
【メンバーズ特別賞】 マイショップ登録率が優れている店舗
【 特別賞】 1 チーム
【優秀賞・敢闘賞】

表彰基準

ブランド / 店舗名

受賞歴

23区（中国・上海久光百貨）

優秀賞7回連続・7回目（特別賞4回目）
【 優秀賞】 15 チーム

受賞チーム

ブランド / 店舗名

受賞歴

JIL SANDER（フランス・パリ店）
JOSEPH（イギリス・77 Fulham Road店）
Hannari & PetParadise（心斎橋筋店）
GRACE CONTINENTAL（有楽町マルイ）
The Banquet GRACE CONTINENTAL（大丸東京店）
JIL SANDER（岩田屋本店）
JOSEPH（伊勢丹新宿本店）
Paul Smith（伊勢丹新宿本店）
23区（伊勢丹浦和店）
Paul Smith（髙島屋大阪店）
ジョセフ・アブード（大丸京都店）
パーソナルオーダー（岩田屋本店）
自由区（ジェイアール名古屋タカシマヤ）
J.プレス（大丸札幌店）
オンワード・リユースパーク

初
3回目
4回目
初
初
4回目
2回目
2回連続・3回目
3回目
初
2回目
3回目
2回目
3回連続・4回目
2回連続・2回目

【 敢闘賞】 13 チーム
ブランド / 店舗名

受賞歴

23区（中国・梅龍鎮伊勢丹）
any SiS（香港・香港そごう）
チャコット（大宮店）
PetParadise（お台場ヴィーナスフォート）
PENDULE VIA BUS STOP（NEWoMan）
BEIGE,（ルミネ有楽町店）
組曲（大丸東京店）
Calvin Klein PLATINUM（髙島屋大阪店）
any SiS（イオンモール京都桂川）
Lサイズ（鶴屋百貨店）
SHARE PARK（mozo WANDER CITY）
Calvin Klein PLATINUM（いよてつ髙島屋）
any FAM（熊谷ティアラ21）

初
初
初
2回目
初
初
初
2回連続・2回目
初
初
初
初
初

【 メンバーズ賞】 2 チーム
ブランド / 店舗名

受賞歴

23区S（阪神百貨店）
Lサイズ（そごう徳島店）

初
初

【 メンバーズ特別賞】 1 チーム
ブランド / 店舗名
23区（大丸札幌店）

受賞歴
初

資料 2

ベストチャレンジ賞
対象期間

2017年度 春夏
① 単品番でブランドの売上・利益に大きく貢献したこと
② 語れる商品開発であり、競争力に優れていること

表彰基準
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

【 最優秀賞】 1 チーム
クリエイティブヨーコ 『Mother Garden』
スクイーズ 〜柔らかパンシリーズ〜
【 優秀賞】 2 チーム
アイランド 『Diagram GRACE CONTINENTAL』
コード糸刺繍オケージョンワンピース
受賞チーム

オンワード樫山 『BEIGE,』
CINDY
【 敢闘賞】 2 チーム
オンワード樫山 『組曲』
マーガレットレースツイン
オンワード樫山 『any SiS』
エアリードレープスムース

『Diagram GRACE CONTINENTAL』
コード糸刺繍オケージョンワンピース

『BEIGE,』
CINDY

『Mother Garden』
スクイーズ 〜柔らかパンシリーズ〜

『組曲』
マーガレットレースツイン

『any SiS』
エアリードレープスムース

資料 3

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）

資料 4

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）

ベストチャレンジ賞受賞者

