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Performance導入事例 『株式会社ジェイアイエヌ』

お客様情報

“評価対象者“評価対象者“評価対象者“評価対象者600名の自己評価だけでなく、上司、同僚、名の自己評価だけでなく、上司、同僚、名の自己評価だけでなく、上司、同僚、名の自己評価だけでなく、上司、同僚、

部下の評価を含めたのべ部下の評価を含めたのべ部下の評価を含めたのべ部下の評価を含めたのべ2800名の入力を名の入力を名の入力を名の入力を3週間で実施で週間で実施で週間で実施で週間で実施で

きました。実施率きました。実施率きました。実施率きました。実施率 100 ％という成功％という成功％という成功％という成功そのそのそのそのものものものものがががが、組織力、組織力、組織力、組織力向向向向

上の布石となったと確信しています。”上の布石となったと確信しています。”上の布石となったと確信しています。”上の布石となったと確信しています。”

株式会社ジェイアイエヌ

執行役員 香川様

【導入サービス】

� SilkRoad Performance

導入支援コンサルティング

【プロファイル】

会社名： 株式会社ジェイアイエヌ

（JIN CO.,LTD.）

所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17

住友不動産原宿ビル20階

URL： http://www.jin-co.com/

事業内容：

1. メガネの企画・輸入・販売

2. ファッション雑貨の企画・輸入・販売

3. カフェ事業

機能的でおしゃれなメガネJ!NSを、常識

を突き破った手ごろな価格でSPA（製造

直販型小売）する株式会社ジェイアイエヌ。

少子高齢化、人口減少という逆風のマー

ケットで、超軽量メガネ「エア・フレーム」、

PCやスマホのブルーライトから眼を守る

「J!NS PC」、花粉から眼を守る「J!NS 花

粉CUT」など、誰も思いつかなかったアイ

デアで、アイウェアの世界を変えてきまし

た。

【Performance導入前の課題】

� 店舗数の急増により、現場に目が行き届かなく

なっていた

� 結果、緊張感のない店舗/職場が少なからず生

まれてしまっている。もしくは生まれかねない状況

にあった

� 創業時から大切にしてきた価値観、行動規範、文

化的な側面が共有されにくくなっていた

【システム化とPerformance導入の決定要因】

【導入効果】

� PCに慣れていない店舗スタッフでも直感的にわ

かりやすいPerformanceのユーザビリティの高さ

� 新規導入する３Dフィードバック制度を適用できる

だけでなく、現行Excelで実施している業績評価制

度もPerformance上で実現可能

� 今後のビジネス拡張にも対応できる多言語対応

の統合タレントマネジメントシステム

� 評価対象者600名（述べ2800名）の評価を3週間で

100%実施達成

� オリジナルのフィードバックシート活用による自律

的成長の促進、企業文化の醸成

� 社員間の連携向上。評価フィードバックを通じたマ

ネージャーと社員とのコミュニケーションの活性化

� Performanceの360度評価機能を活用して、お互い

の成長を促す3Dフィードバック制度を全社実施

�現行の業績評価制度もPerformanceの業績評価機

能を活用して実施し、人財情報の一元管理を実現

� クラウドだから可能だった、使いやすさと人事制度設

計の柔軟性の両立
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活用イメージ活用イメージ活用イメージ活用イメージ

お問い合わせ

毎年360度評価（3Dフィードバック）、業績評価を実施して

います。

①やることリスト

ユーザーごとに実行するタスクが自動的に表示されます。

ユーザーは業務フローや承認のルールを意識せずに、

評価を進めることができます。

②評価シート

期初に設定した目標や社員に求められる行動規範に対す

る評価コメントや評価結果の入力を行います。

③オリジナルのフィードバックシート（※360度評価）

結果はオリジナルのフィードバックシートで返されます。

①

②

製品概要

製品概要

【今後の展望】

� 社員自らの気づきから成長へとつなげられる仕

組みへとさらにブラッシュアップ

� MBO制度と3Dフィードバックを継続的に実施して

いくうえで、 両者が効果的に連動しながら、効率

的に実施できる年間運用スケジュールを策定

� セキュリティ（ハードウェア/

ソフトウェアによる多段防衛、

ISO27001ベースのポリシー、

SSAE-16監査、Pマークベース

運用）

� バックアップ/災害対策

� 定期バージョンアップ

� 個人FBシート、調整会議用

Excel VBAプログラム

基本基本基本基本

機能機能機能機能

� 人材プロファイル機能

� 目標管理機能

� 業績評価・能力評価機能

� 360度評価機能

� 育成計画立案機能

� 後継者計画・管理機能

� 管理機能（評価シート/

ワークフロー作成、進捗

管理、標準/カスタム

レポート機能）

その他その他その他その他

////

オプションオプションオプションオプション

【ユーザ様の声】

本人 上長 その他観察者

1 身だしなみ3原則を守っている。 4.0 3.0 3.6

2 日常のあいさつや行動におけるマナーに好感が持てる。 4.0 3.0 3.4

3 相手の話や意見を良く聴いている。 4.0 3.0 3.2

4 自分の考えをしっかり伝えている。 4.0 3.0 2.8

5 状況に合わせて他者に協力を依頼している。 3.0 4.0 3.5

6 自ら進んで他のメンバーに協力している。 3.0 3.0 3.5

7 担当分野の知識・スキルが高い。 3.0 3.0 3.2

8 常に知識とスキルを上げる努力をしている。 3.0 3.0 3.5

9 時間管理をしっかりしている。 3.0 4.0 3.8

10 会社の規程、仕事のルールをしっかり守っている。 3.0 4.0 3.2

11 業務の改善や効率化にむけて工夫している。 3.0 3.0 3.3

12 環境変化に対して柔軟に対応している。 3.0 3.0 4.0

13 高い目標を掲げ、前向きに挑戦している。 3.0 4.0 2.5

14 誰に対しても同じ態度で接している。 4.0 4.0 3.5

15 何事にも積極的に取り組み、職場を盛り上げようとしている。 3.0 3.0 3.0

　・ チームワークよく仕事をしてくれました。

　・ 仕事のクオリティについては改善の余地があります。

　・　・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・　・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・　・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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シップ

本人

上長

その他観察者

3.3 

3.4 

3.3 

1.0 2.0 3.0 4.0

本人

上長

その他観察者

1. 平均値による比較
平均値による比較平均値による比較
平均値による比較 2. 設問群毎の比較

設問群毎の比較設問群毎の比較
設問群毎の比較

4. フリーコメント（
フリーコメント（フリーコメント（
フリーコメント（ この人の長所・改善ポイントがあれば挙げてください（任意））

この人の長所・改善ポイントがあれば挙げてください（任意））この人の長所・改善ポイントがあれば挙げてください（任意））
この人の長所・改善ポイントがあれば挙げてください（任意））

3. 詳細データ
詳細データ詳細データ
詳細データ

③

� 3D3D3D3Dフィードバックについてフィードバックについてフィードバックについてフィードバックについて

すごく気づきになって、自分の成長につながったのが大

きかったです。こういうことをしていったらいいという方向性

がわかるようになりました。自分が見られているという緊張

感が私自身も店全体にも感じられるようになりました。

� PerformancePerformancePerformancePerformanceにににについてついてついてついて

画面を見て直感的にわかるので、すごい使いやすいです

し、指導の手間もかからないので、これなら継続できると思

います。

お気軽お気軽お気軽お気軽ににににお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ、ご相談ください、ご相談ください、ご相談ください、ご相談ください。。。。ご希望ご希望ご希望ご希望の方には担当がお伺いし、ご説明いたします。の方には担当がお伺いし、ご説明いたします。の方には担当がお伺いし、ご説明いたします。の方には担当がお伺いし、ご説明いたします。

タレンタ株式会社タレンタ株式会社タレンタ株式会社タレンタ株式会社
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