
葬儀利用客のニーズとウオンツ

(1)葬儀におけるニーズやウオンツの意味

①一般的なニーズとウオンツの意味

^般に、基本的な欲求をニーズ、個別的な欲求をウオンツと呼ぶこ例えば、

お腹が空いたので「何か食べたい」という欲求がニーズであ り、「美味しい

お寿司が食べたい」という欲求がウオンツであるといえる.,前者は、空腹

を食べ物で満たすことが求められ、それが何であるかは余り問題としないこ

後者は空|11と いう中心的な欲求に「美味しいお寿司」というイ田別的な欲求が

付加されている.通常、ニーズはウオンツに優先されるが、基本的なニー

ズの充足により、個別的であるウオンツの欲求が強まると考えられるc

②ニーズやウオンツが価格に与える影響

食料品や雑貨などの日用品は、生活という基本的な欲求を満たすためのニ

ーズ商品といえる:、
ニーズ商品では、その商品の持つ機能や安全性に加え、

価格についての優先度も高い。同じような機能や安全性を有する商品であ

れば少 しでも安価な商品を求める傾向が強いし一方、ウオンツ的な商品に

おいては価格 もさることながら、その商品が持つ機能や利便性といった部

分への関心度が高 くなる.:

0二一ズやウオンツの発掘方法

人々のニーズやウオンツはどこに存在するのであろうか.、 その答えを探す

カギは人間という生き物の非常にベーシックな部分にある(,人 間が生存す

るうえで最も基本的なニーズは、食事、睡][tな どであるが、そのニーズを

満たすために衣食住という新たなニーズが発生するc‐ そして、衣食住の対

極にあるのが、「死」であるこ死はいかなる人間にも例外なく訪れ、その死

からさらに様々なニーズやウオンツが発生するのである。

(2)葬儀利用客の基本ニーズ

①葬儀利用客の物理的ニーズ

言うまでもなく葬儀は人の死によって発生する訳で、葬家がなすべき最終

過程は、火葬による遺体処理という物理的な作業である。この作業は葬儀

に対して葬家が持つ最も基本的なニーズと言える。
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②葬儀利用客の社会的ニーズ

葬儀利用客の社会的ニーズにおいては、告別式による llえ 人が亡くなったこ

との社会的告知が中心 となる。一般的に、生前の故人が社会の中心的ポジ

ションにいればいるほど、社会的なつなが りは広範囲とな り、告知すべ き

範囲も広 くなる.高齢化が進行する現代社会においては、定年後に故人が

生存する期間が長 くな り、社会的な告知 という葬儀 (告別式)本来の役割が

軽 くなる傾向にある [:

③葬儀利用客の精神的な二一ズ

非儀は遺族、親族の癒 しや昇幸 という精神的なニーズに対応 してお り、宗

教 lit式 の営みはこうしたニー ズを満たす 11で 非常に大 きな役割 を果た して

いる。そ うした遺族や親族の精神的なニーズは、死に対する恐れやけがれ

と密接 な関係を持ち、葬儀の施行による死者の成仏によって、りllり やバチ

といった非現実的な精神状態か らの回避 をも図っているのであるc

(3)葬儀利用客の個別ウオンツとは

①葬儀利用客の属性とウオンツの関係

ウオンツとは、個々の利用客が抱 く個別の欲求を意味するが、葬儀におけ

る利用客のウオンツは多岐にわたる。それらは、葬儀形態や価格、規模、

内容など幾つかの項 [|に 分類されるが、こうしたウオンツは利用客の価値

観や経済的環境、|■住地域などの属1生 に大きく左右される.

0葬儀形態に対するウオンツ

少し前までの葬儀形態は、家庭で 1午通に営まれる ^般非か、会社 ii催の社

非が中心であった=し かし最近では、家族葬や無宗教葬、 1山:葬 といった其

合に葬儀形態の細分化が進み、葬家や故人の意志 (遺志)が葬儀に強 く反映

されるようになった.こ うした葬儀形態の細分化は、遺族や親族のウオン

ツによるものばか りではない。

一見するとウオンツに見えるが、実はニーズの部分が強 く影響 している場

合や、その逆もある[例えば、家族以外に多 くの社会的なつなが りを持た

ないニーズ的な家族葬や、 llt人 との濃密な別れを希望するウオンツ的な家

族とがある。当然、ニーズ的な家族葬は人数が少なく客単価が低いことが

多く、こうした家族葬にウオンツ的な家族井が引きずられると非儀売 11企

体の低下を招 くことになる.、
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家族葬の需要背景と概要及び対応の基本

(1)家族葬の需要背景について

①豪華な葬儀や立派な葬儀に対する反発

豪華な葬儀や立派な葬儀が故人にとってどのようなメリットがあるのか、

その答えが明確に語られないままに数多く施行されてきたが、当然のごと

く喪主を始めとした利用客の心の中には釈然としない気持ちが塵のように

堆積 していったこそして、それはいつしか新たな葬儀形態を求め、故人と

家族というごく自然な単位を基盤とした葬儀へと進化したのである.

②密葬が姿を変えた家族葬

これまでも著名人などが亡くなると、本葬の前に密葬が行われるケースが

多くあった。密葬は家族と近親者のみでひっそりと執 り行われ、一般の会

葬者はその後に予定される本井に参列するのが通例であったて,密非は本葬

とセ ットで行うものという考え方が一般的であったが、「こぢんまりと」「質

素に」「内輪で」といった、これまで内包されてきた葬儀に対する本音的な

願望と密井は合致し、急速に普及していったと考えられる。

③葬儀の形骸化に対する疑問

一般的な非儀における葬家の関心は、葬儀に掛かる費用を筆頭に、会葬

者などの人数や供花、弔電をいただく著名人の数など、故人とは直接関係

のないことばか りである 「あの人のお父さんの葬儀に行ったのに、なぜ

あの人は来ないのか」、「あの会社は部長が来るはずなのに、なぜ課長が来

たのか」といった、喪主や遺族の仕事の延長のような葬儀が至るところで

みられたr.こ うした葬儀では、生前の故人と面識の無い会非者が大半を占

め、焼香のときに初めて|!た 人の顔を見たということも珍しいことではなか

った。葬儀の見た日や会非者の数など、形にばかり気を取られ、故人との

別れがおざなりにされてしまった事への反省が、多くの人々の心に生まれ

たとしても不思議ではないのである
`

(2)家族葬の概要

(Dニーズ型の家族葬とウオンツ型の家族葬

定年などによ |)仕 事をリタイヤした男性が故人の場合は、 リタイヤから亡
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くなるまでの年月が長いほど社会とのつなが りが希薄になる。こうしたケ

ースでは葬儀への会葬者も少なく、結果として家族中心の葬儀とならざる

を得ない。このような葬儀をニーズ型の家族葬と呼ぶ。

一方、故人や葬家が形骸化 した一般的な葬儀を嫌い、家族や親族、友人な

ど故人と生前付 き合いの深かった人たちだけで意図的に行われる葬儀があ

る。こうした葬儀をウオンツ型の家族葬と呼ぶ。ウオンツ型の家族葬はニ

ーズ型の家族葬に比べ単価が高 く、よリパーソナルな葬儀形態になること

が多い。

②故人と共有する濃密な別れの時間

通夜や葬儀が告別式化することにより、故人と遺族が過ごす別れの時間が

ほとんど確保できなくなってしまった。こうした状況から、特にウオンツ

型の家族葬では、故人と共有する濃密な別れの時間に重点を置 く傾向が強

い。「故人の顔をゆっくりと見ていたい」、「故人も交えた最後の食事がし

たい」といった希望は、こうした遺族の思いの表れでもある。家族葬のポ

イントは「故人と共有する最後の時間」であり、このキーワー ドが利用客満

足のカギでもある。

(3)ウオンツ型家族葬への基本的な対応

①家族葬を希望する葬家の状況を見極める

故人や遺族が家族葬を希望 している場合でも、故人の生前の社会的立場や

遺族の事情等によ |)、 会葬者を家族や親族に限定するのが好ましくないケ

ースがあるし例えば、生前故人が会社の要職についていた、あるいは地几

の名士であったという場合は、家族葬施行にはデメリットが多過ぎるとい

える(,こ うした場合は、客観的に考えられるメリットとデメリットを葬家

に説明し、判断をあおぐといったことが必要となる_,

②死亡通知の範囲を明確に定める

故人の死亡を,F浄 知する範囲は、家族非への会葬者の範囲となるため、その

範 1川 を明確に定め、その範 1川 を忠実に守ることが必要となる.)死 亡通知の

なし崩 し的な拡大や、遺族による場当た り的な通知は、家族葬 として収拾

がつかな くなる恐れがあることを葬家にア ドバイスする。

また、生前故人と親 しかった友人に知 らせる場合で も、友人の中に知らせ

る人と知 らせない人が混在するi沢 で、これ らの対応についても事前に |‐ 分
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葬儀利用客に不満を与える場面別の良くないサービス

(1)利用客が不満に感 じる良くない電話応対

①電話になかなか出ない

電話をかけてくる人は、一般の家庭と異なり会社が留守であるということ

を想定していないこ電話をしているのに誰もでない状態が長 く続けば、『い

ったい何をしているんだ |』 と不快な気持ちになるのが普通であるこ

同時に何本もの電話がかかってきて対応が 1町 に合わない、担当者が出払っ

てしまっている、など電話にでることのできない理由はいくつもあるが、

かけてきた相 手には全く関係のない話であるt まして、非儀依頼の電話で

あれば、IFこ んな会社に非儀は任せ られない』と思われてしまう場合もあ

る。待たせた電話で失う非儀施行については、誰もその実態が分からない

のだ。

②電話にでた人の感じが悪い

「感じが悪い」というのは非常に抽象的な表現であるにもかかわらず、サー

ビスの世界ではよく耳にする言葉である.では、感じが悪い人というのは、

どういう人をいうのか。「倖そうな人」、「言葉遣いの悪い人」、「やる気の

なさそうな人」、「意地悪そうな人」、「めんどくさそうに話す人」等々、感

じの悪い人とは、このような人をいうのではないだろうか_

電話は互いの顔が見えないため、声の人小、イントネーション、敬語の使

い方などで、かけてきた人は電話の相手を判断しようとする.,本 当はいい

人でも電話
‐
対応が良くない人は、電話の相手にとっては良くない人なので

ある.断片的な印象で相手や会社の評価が決まってしまう、それが電話の

怖さでもある。

③ボソボソと声が小さくて聞き取れない

葬儀社へ電話をして声が大き過ぎる人に出会ったことはないが、暗い感 じ

でボソボソと話しをする人にはよく出会う。このような人の話は、何を言

っているのかよく聞こえ在いため、電話の相手に大きなス トレスを感じさ

せることになる[

′1儀社だからといって、余 りにも晴過ぎる電話応対は避けるべきである.

不必要な明るさや元気の良さは慎まなければならないが、fE話の相手が心
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サービスマニュアルの概要及び葬儀ビジネスとの関係

(1)サービスマニュアルとは

0本来のマニュアルは機械などの操作指示書

本来のマニュアルは機械などの操作指示書として作られたもので、それを

サービス用にアレンジしたのがサービスマニュアルであるc)サ ービスマニ

ュアル (以 ドマニュアル)は 、サービス経 :1灸 が無い者に対 して非常に大 きな

効果を発ITし 、特 に外食産業での貢献度は非常に高いものがある.

0マニュアルによつてサービスの全体像を把握

サービスは利用客との間で必要に応 じて形作られるため、在庫しておくこ

とができない.し たがって、サービスの全体像を客観的に把握することが

1木1難であるぃマニュアルは、11夕 のないサービスに形を作 り、自社サービス

の全体像を客観的に見ることを可能にした―

0マニュアルによってサービスの均一化を図る

利用客に不満を与えない、ベーシックなサービスをマニュアルによって徹

底し、サービスの均 一化を図るc利用客に満足を提供するためには、まず

不満を与えるサービスをマニュアルによって取 り除くことが必要である」‐

0人間でいえばマニュアルは背骨に当たる

サービスにおいてマニュアルは中心的な存在であり、マニュアルを核とし

て全体的なサービスが||1成 されている .サービスを人間に例えるとマニュ

アルは背骨に該 1`1す る.

人間にとって背骨は必要不 |:∫ 欠な存在ではあるが、背骨だけの人間は存在

しない=サービスにも同 じことが ぎえ、マニュアルは必要不可欠であるが、

マニュアルだけで100%完 全なサー ビスの提供が 可能になる訳ではない [

マニュアルに、人間的な温かみのある心が付加 されて、始めて完全なサー

ビスの提供が可能になるのである.

(2)葬儀ビジネスとマニュアルとの関係

0利用客の求めとマニュアル

クト儀利用客の要望に応えるために、「しなければならないこと」、「しては

ならないこと」、「した方がよいこと」の 3つ をマニュアルに規定する..こ
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マニュアル作成のための全体設計

(1)マニュアルの作成に必要なフレームワーク

Cマニュアル作成の体系図を作る

マニュアルを作る際に必要なことは、全体的な枠組みを決めることである.

〈マニュアル作成のためのフレームワーク〉

図に示すように、自社のサービスを基本サービスと実務サービスに大きく

分け、さらにそれらを細かく分類する。こうすることにより、自社サービ

スの全体像が把握できると同時に、基本から実務へと体系化されたマニュ

アルを作ることが可能となる。

また、実際にマニュアルを作る際には、全員が身に付けるべき基本サービ

スは1冊 にまとめ、専門業務である実務サービスについては、分類項目別

サービスの心構え

身だしなみ

言葉遣い

立ち方 歩き方 お辞儀の仕方

こ案内動作

電 話 応 対

遺 体 搬 送

葬儀打ち合わせ

糸内   棺

ロビーアテンド

式 場 案 内

会食サービス

霊柩車、マイクロバス送迎

駐車場誘導

請求 集金
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アンケー ト調査の実施計画を作る

(1)ア ンケー ト調査の実施目的を確認

0自社サービスの現状を把握する

自社サービスに対 して利用客はどのように感じ、どのレベルの満足度なの

かをアンケー |ヽ 調査によって客観的に把握する.ま た、利用客を属性別に

分類することにより、年齢や性別、職業などにより満足度がどのように変

化するかを知ることもできる〔,

0葬儀利用客の二一ズやウオンツを探る

アンケー |ヽ 1洲 企によって、利用客が非儀に何を求めているかを探 り出し、

新商品の開発や新サービス発見の手掛かりにするこ

これらは利用客が持つ顕在的、あるいは潜在的なニーズやウオンツを様々

な質問によって、多角的にあぶ り出すことで把握が可能となる

0自社サービスの問題点を抽出

クレームに至らないまでも、複数の利用客が不満に感じるサービスは、改

善が必要な問題のあるサービスである.

そうしたllll題′中:がサービスのシステム的なものにあるのか、それともサー

ビスを提供する担当者にあるのかを特定する必要がある.ア ンケー ト調査

により、利用客から折摘の多いシステムや担当者は、1日 も早 く改善され

なければならない_

0ク レームの間き取りと対応

アンケー ト調査の重要な [1的の ^つ に、施行された葬儀でのクレーム発掘

がある

ιl儀 は ^般 に需要発生のサ貞度が低いため、利用客はクレームを我慢 してし

まうことが多い .

「どうせ三度と利用しないのだから、今さらクレームを言う必要もない」と

いった心理状態により、 クレームを我慢する このように滞在化しそうな

クレームをアンケー |ヽ :周 査によって顕在化させ、適切な対応を行うのであ

る.

潜在化したクレームを放置すると、やがてそのクレームは一人歩きを始め、

自社の矢‖らない所で悪い計判が拡められることになる
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アンケー ト調査用紙の作成と質問文及び回答文の例

(1)葬家を対象にしたアンケー ト調査用紙の例

【電 話 応 対 に つ い て ll=最も近いと思われる答えの番号を [:で囲んでください

■電話に出た社員の印象はいかがでしたか ?

1と ても感じが良く、好印象を持った (5点 )

2■ヒ較的感じが良く、良い印象を持った (4点 )

3.ご く普通で、特に印象には残らなかった (3点 )

4余 り感じが良くなく、印象も良くなかった (2点 )

5対応の感じが非常に悪く、不快感を持った (1点 )

くこ意見等をお書きください〉

■電話に出た社員の言葉遣いや、話 し方はいかがで したか つ

1.き ちんとした言葉遣いで、とても丁寧に話をしてくれた (5点 )

2.き ちんとした言葉遣いで、比較的丁寧に話をしてくれた (4点 )

3ご く普通の電話応対に感じた (3点 )

4言葉遣いは間違っていないが、事務的な話し方だった (2点 )

5.敬語の使い方が間違っているうえに、とても雑な話し方だった (1点 )

くこ意見等をお書きください〉

■電話に出た社員に、安心や信頼は感 じられましたか つ

1.と ても素晴らしい対応で、安心や信頼を強く感じた (5点 )

2.ど ちらかと言えば安心や信頼を感じられる対応だった (4点 )

3特に何も感じられなかった (3点 )

4安心や信頼よりも不安を感じた (2点 )

5非常に大きな不安を感じた (1点 )

くこ意見等をお書きください〉

.:・ 次のベージにお進み ください
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(2)葬家を対象にしたアンケー ト調査の質問文と回答文の例

〈質問文と回答文の例〉・……・葬家用

項目 質 問 文  (例 ) 点数 回 答 文 (例 )

■電話に出た社員の印象は

いかがでしたかつ

とても感じが良く、好印象を持った

比較的感じが良く、良い印象を持った

ごく普通で、特に印象には残らなかった

余り感じが良くなく、印象も良くなかった

■電話に出た社員の言葉遣

いや、言舌し方|ま しヽかがで

したかつ

きちんとした言葉遣いで、とても丁寧に話をしてくれた

きちんとした言葉遣いで、比較的丁寧に話をしてくれた

ごく普通の電話応対に感じた

言葉遣いは間違っていないが、事務的な話し方だった

敬語の使い方が間違っているうえに、とても雑な話し方だった

■電話に出た社員は、お客

様から間かれた事に対し

て的確にお答えしました

か
'

とても的確に要領良く答えてくれた

どちらかと言えば的確に答えてくれたと思う

聞いたことについて、おおよそは答えてくれた

知りたい事の半分しか答えてくれなかった

全く要領を得ない、最悪の電話だった

■電話に出た社員に、安心

や信頼は感じられました

か
'

とても素晴らしい対応で、安心や信頼を強く感じた

どちらかと言えば安心や信頼を感じられる対応だった

特に何も感じられなかった

安心や信頼よりも不安を感じた

非常に大きな不安を感じた

■故人様をお迎えに伺つた

社員の印象はいかがでし

たか
'

清潔感があり親切そうで、とても印象が良かった

誠実そうな感じがした

特に何も感じなかった

身だしなみや言葉遣いが乱れていて、不快に感じた

だらしなく見えて、とても不快に感じた

■こ遺族の皆様に初対面の

こ挨拶は、きちんとしま

したでしょうかつ

お悔やみの言葉も含め、大変に素晴らしい挨拶だった

きちんとした初対面の挨拶だった

特に印象に残らない挨拶だった

'I「 務的で Z・ 要最無 |」 (´ )● :オ,た ,́た

まともな挨拶は、ほとんどしなかった
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葬儀サービスにおけるクレームの定義

(1)葬儀クレームについて

0葬儀利用客が感じた不満や不利益の情報

クレームとは、提供されたサービスなどに対 して、葬儀利用客が感じた不

満や受けた不利益などの情報を指す 最近ではインターネッ |ヽ 11への吉:き

込なが帯んになり、クレーム情報だけがネット上を ^人歩きする場合があ

るので注意を要するこぅ

0ク レームにより自社サービスの問題点を知る

,「儀利用客からのクレームは、 |:1社 サービスの問題11iを 教えてくれる貴重

な情報である。したがって、クレームを封 じ込めてゼロにするという考え

方ではなく、葬俵利用客が気軽に不満やクレームを国にできる環境作 りが

重要と言える |

0同 じクレームを繰り返さない

非儀サービスに限らず、サービスは主観的な商品であるため、利用客から

のクレームを完全に無 くす事は不可能と言わざるを得ない。 しかし、同じ

クレームを 1度 と繰 り返さない事は可能であり、そうした努力の積み重ね

こそが利用客からの信頼を得る確かな道と言えるc

(2)葬儀クレームの発生プロセス

0担当者の第一印象が悪く、葬儀施行に不安を感じた

遺体搬送や葬儀打ち合わせ時に初めて会った担当者の印象が悪 く、この人

に葬儀を任せて大丈夫かと不安を感じさせてしまう

するとタト儀利用客は、そうした不安の ||でオll当 者を見ることになり、 クレ

ームの種は少しずつ積み重ねられることになるっ

0サービスレベルが低く、多くの部分に不満を感じる

i:業辻いから接客動作に至るまで、サービスのレベルが低 く、多くの部分

に不満を抱かせる「

我慢できずに文句を言おうかと思うが、余 りのひどさにその気も失せてし

まい、葬儀が終わるまでの十抱だと葬儀利用客は自分に i■ い聞かせる(_
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0葬儀ウオンツ対応型商品とは

葬儀に対する人々のウオンツ的志向は年々強まり、故人との濃密な別れを

希望する人々に対応したウオンツ型の家族葬や、女性専用の葬儀プランな

ど、ιl家 のこだわりと訴求ポイントを合致させた非儀商品が多くなってい

る。また、将来的な非儀需要の二極化に対応すべ く、宮裕層を利用客とし

たプレミアム葬儀プランなどもウオンツ対応型商品といえるc

〈葬儀商品についての全体図〉

施  設 設  備 料  理 事前相談 ホール接客

スタンダー ド商品 エコノミー商品 プレミアム商品 フアミリー商品 属性特化型商品 嗜好型商品

ホール

式場

ロビー

控室

会食会場

その他

来客出迎え、案内

ヒア リンク

自社商品の説明

見込み客登録

見送 り

その他

葬家接待

棺出迎え、安置

導師接待

通夜 .葬儀

ロビーアテン ド

式場案内

着席誘導

司会進行

通夜ぶるまい等

会食サービス

その他

汎用的な一般葬     直葬

現状のパ ッケージ商品  家族葬

お弁当

懐石 (会 席)料理

盛 り込み弁当

コース料理

ハイクレードで

ハイクオリティな商品

くプレミアム葬1‐飛プラン〉

中小企業オーナー

医者、弁護士

政治家

土地の名士などが対象

来事前相談による
ウオンツの把握

家族葬

貸切型家族葬

会食中心型尿族葬

X故人や還族の価値観やライフスタイル .

趣味などを具現化 した葬儀形態

女性専用葬儀プラン  音楽葬

ジャズ葬

友人葬

・コルフ葬

祭壇

音響

照明

空調

テーフル

食器

その他

:.宗教的.社会的なニーズ

を基本とした葬儀形態
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葬 儀 商 品

ハー ド商品 ソフト商品 ヒューマンサービス商品

ニーズ対応型商品 ウオンツ対応型商品


