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第 8 回： ザッポスの経営  
 

・	 ザッポス CEO トニー・シェイは、「これまでの人生で最高に幸せを感じたときのリスト」をつくり、自分にと

っての幸せとは何かを自問自答 

Ø 「これまでの人生で最高に幸せを感じた時のリストを作ってみてわかったのは、幸せを感じたど

の時も、お金を伴ってはいなかったということでした。わかったのは、何かを作っているとか、クリ

エイティブで独創的でいると私は幸せだったということでした。夜明けまで一晩中友人と電話でし

ゃべっていると幸せでした。中学時代に一番仲よしの友人たちとハロウィーンのお菓子をねだり

ながら近所を回っていると幸せでした。水泳大会の後にベイクドポテトを食べると幸せでした。 

Ø そして考えたのが、私たちはみな、自分の属する社会と文化によって、どれほどあっけなく、自

分で考えることをやめ、結局のところ幸せとは人生を楽しむことであるのにもかかわらず、既定

のこととしてお金がたくさんあることイコールより多くの成功と幸せだと思い込むように洗脳され

ているのか、ということでした」 

 

・	 ザッポス概要 

Ø 「ちょっとイカレている」ことが大切な社風  

Ø 採用の多くは 24 時間 365 日対応のコールセンター業務であるにもかかわらず、2011 年 2 月、

フォーチュン誌「働きたい企業トップ１００」の全米 6 位に ▶ ビジネスウィーク誌は「リーダーシッ

プのベスト企業 20 社」にザッポスを選んだ 

Ø 広告を殆ど行わず、口コミとリピーターと企業の個性が業績を伸ばしている 

Ø 創業の 1999 年の実質売上ゼロから、10 年後の 2009 年には 12 億ドルの売上高に 
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Ø 2011 年 6 月時点、全社員 3100 人、うちラスベガスに 1200 人（一年で 200 人増）、ケンタッキー

に 1900 人（一年で倍増） 

Ø 既存顧客売上げが 75％を占める、目を見張るほどのリピート率 ▶ 新規よりもまず「既存顧客

に焦点をあてたサービス」が、競争力の中心 

Ø 2009 年 11 月、アマゾン・ドットコムは、同社史上最大の買収額でザッポスを買収 ▶ アマゾン

は、買収時点でザッポスが扱う靴などの商品を取り扱っていたにもかかわらず、ザッポスを独立

したブランドとして存続させるという ▶ 重複や余剰などの冗長性を嫌う米国式マネジメントでは

珍しいこの判断は、いかにアマゾンがザッポスの価値を高く評価しているかを示している 

² 熾烈な価格競争が存在するネット販売業態にありながら、価格で勝負しない会社（下図） 

² アマゾンが２００７年に、ザッポスに対抗してローンチさせた Endless.com。これは完全に

ザッポスつぶしの一手で、返品 OK、送料・返送料無料、24 時間年中無休の電話対応で電

話番号明記と、アマゾン本体では実現できないサービスをもりこんだ模倣サイトだ。 一例

として２００９年１２月６日における定番、人気商品の価格比較。 

² Endless.com は通常品、バーゲン品ともにザッポスに対して 10-30%程度も安く価格設定

していることがわかる。それにも関わらず、アマゾンはザッポスに白旗を上げざるを得なか

った。 
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・	 マニュアルのない顧客サービス 

Ø 24 時間年中無休のコールセンター ▶ 自社コールセンター ▶ 人が電話に出る！ 

² 全着信の８０％で２０秒以内に応答することを目標 ▶ ただし、通話時間に制限はない 

² 電話は１回で取る、野村證券 ▶ ３回鳴ったら「お待たせいたしました」と応答 

Ø 大半のインターネット小売の弱点である電話サービスを、逆の発想で利用 ▶ ウェブサイトの全

てのページにフリーダイヤルを掲載し（殆どの企業では、顧客からのコンタクトを極力避けるしく

みになっている）、賢く楽しませてくれるコールセンター社員が、顧客をハッピーにすることは何で

も自由にできるようになっている ▶ 「顧客との会話は費用ではない、そのすべてがブランディ

ングの機会である」 

² 顧客との接触はウェブサイトが殆どだが、どの顧客もおよそ１回は直接やり取りすることが

分かっている ▶ コールセンターはすべての顧客と接触する、という重大な事実 

² 商品知識が曖昧だったり、モノを知らないスタッフは、大きなマイナス ▶ 一般的なコール

センターの姿 ▶ 顧客はそれを知っているから、コールセンターに望まなくなっている ▶ 

クレームが減っているように見えるのは、顧客の期待度が下がっているため 

l 宮脇書店に在庫確認、取り寄せ、領収書請求は、「まったく、その気にならない」 

Ø 靴のショッピングのお手伝いその他何でも、顧客が求める靴が在庫になければ、最低３件の他

社ウェブサイトを探してあげる 

Ø 顧客の電話に何時間もつきあうこともある（最長記録は現在８時間超） 

Ø 社員同士の口の聞き方、人間関係を重視 ▶ マニュアル原稿なし、時間制限も、機械的な応答

もなし ▶ どんな顧客に対応する際も、ザッポスの社員は常に最善の判断をしてくれると信じて

いる ▶ 顧客と個人的な感情の絆を育くむことができるように、電話でのやりとりではいつもオ

ペレーター各自が自分本来のパーソナリティーを発揮してほしいと願っている ▶ ザッポスの顧

客対応には、「正解」、「不正解」がない ▶ 一つひとつのシチュエーションに対し、思考プロセス

や意思決定のベースとなる「価値観の共有」を重要視 ▶ 顧客とザッポスとの多くの伝説的なエ

ピソードが生まれている 

Ø 送料・返送料は無料。365 日以内の返品ＯＫ 

Ø ザッポスの売上の９５％はウェブサイト経由であるにも拘らず、コールセンターを徹底的に充実 

² ザッポスの成長は「サービスにおける生産性偏重モデルから顧客とのつながり優先のモデ

ル」の時代へと移りつつあることの証し ▶ 顧客とのつながりの革新 

 

・	 ザッポス流リレーションシップ・マーケティング 

Ø 一般的な企業 

² 商品を買う前と買った後で応対や管轄部門が異なるのが当たり前 

² 買う前は広告宣伝や広報活動を通じて、ブランドイメージの刷り込みや商品のアピールを

徹底して行い、顧客接点を最大化する。かかる費用は広告宣伝費ないし販促費として柔

軟な運用が許されることが多い。 

² 一方、買った後は直接コンタクトを避けるために説明書やサイトに記載する電話番号もで

きるだけ目立たないように配置し、顧客接点を最小化する努力をしている。そこでかかる

費用は一般経費として計上され厳しいコストカットの目が向けられる 

² しかし生活者は、このような情報の非対称性（売り手が買い手より多くの情報を持っている
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状態）を前提とした前時代的なアプローチにほとほと嫌気がさしている。我々も買い手の立

場では腹を立てている割に、いざ自分が売り手サイドにたつとそれを忘れてしまうようなと

ころがある。なぜならそのような考え方がすでに企業の常識、慣習になっているからだ。 

Ø ザッポス流、顧客接点の考え方  

² 大抵の企業では、コールセンターのスタッフは一段低く見られている。コールセンターなん

て金食い虫で、収益源ではないと思っているトップは多い。ザッポスでも大部分はインター

ネット注文だから、コールセンター経由の売上高は知れている。それでもコールセンター部

門がもっとも重用しされ、社員全員にコールセンターの仕事を体験させるのは、対人サー

ビスがいかに重視されているかということだ。 

² ザッポスの考え方はまさにコペルニクス的転回。かかってくる電話は商品購入前であろう

と後であろうと関係ない。わざわざお客様の方から直接、しかもマンツーマンで接点を持っ

てくれる最高のチャンスと捉えている。 

l では何のチャンスか？商品に対する過剰な宣伝やイメージを植えつけるチャンスで

はもちろんない。お客様に「忘れ難い感動体験」をしていただく絶好のチャンス、一期

一会の考え方 

l そのためにコールセンター社員には返金やクーポン、特別配送手配など幅広い決裁

権が与えられている。それどころか在庫切れ商品があった場合には、他社サイト（最

低 3サイト）でその商品がないかをその場で検索してあげたり、商品購入以外の相談

やお願いにもしっかり対応するよう教育されている 

² 一般企業で削減すべきコストと考えられている電話応対を、ザッポスでは最高のブランディ

ング・チャンスとして捉え、400 名を超える社員を配置するなど大規模な投資を行なった。

その結果、オンライン小売業では異例の 75%というリピート売上率にいたっている 

l ちなみにザッポスの広告宣伝効果を見ると、ネット広告が 85%で、マスメディア広告

（主として紙媒体）は 15%に過ぎない ▶ 新規顧客のうちネット広告から 44%、マス

メディア広告から 13%が流入している。特徴的なのは残り 43%が知人からのクチコ

ミであること 

l 一般的な顧客リテンション向上策として考えられているのはポイント制（航空会社の

場合はマイレージ）やメールマガジン等だが、それらは結果としてコストアップや顧客

離れ、顧客の質低下など長期的に見て逆効果になるケースも多い。 

l ザッポスのアプローチは常識はずれのように見えて顧客リテンションを見事に増加さ

せている。そして何よりも我々に商いの原点を思い出させてくれる 

l 直接売上に結びつかない部門だからこそ、顧客に対するサービスが意味を持つ ▶ 

損得勘定のないやりとりにしか、顧客は感動しない 

² 顧客から、オペレーターの逆指名制度 ▶ 指名されるオペレーターを配置転換する際も、

顧客の希望を通し、なおかつ経営効率が落ちない配慮をしている ▶ 少し前までの企業で

は、「普通の引き継ぎ制度」に過ぎないことだが、現在では得難いサービス 

Ø 親切さ 

² ビジネスの未来に求められる大潮流として「親切」と「寛大」（消費者トレンドを調べる「トレ

ンド・ウォッチング・ドットコム」）  

² 他人に親切でなければ自分が幸福にはなれない、他人に寛大でなければ情熱は発揮で

きない（マーケティングの著作を何冊も持つ、セス・ゴーディン） 
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Ø リレーションシップのパワー 

² 米国クレジット会社 MBNA 社の場合、顧客維持率が 5%向上すれば契約あたりのコストが

18%低減し、収益は年間で 60%増大することが判明した。（Reichheld & Sasser, 1990）  

² 米国カスタマーサービス協会のフォーラム報告によると、新規顧客獲得コストは、顧客維

持経費コストの 5 倍もかかる。(Vavra, 1992) 

² ある日本の産業機器メーカーの調査では、販売後のフォローアップを最も積極的に行なっ

ている営業拠点は、最も消極的なところと比較して、全顧客に対する既存顧客からの紹介

案件比率において 7-10 倍の開きがあった。(森 啓太郎, 1994) 

² 一般的には，既存顧客の維持にかかるコストを 1 とすると、新規顧客の獲得には 5～10、
遺失顧客の再獲得には 50～100 のコストがかかる。（McKinsey, 2001） 

² 顧客の利益を最優先させる企業は、そうでない企業より平均して２０％利益が多い（「サー

ビス・エコノミクス」） 

Ø プロモータースコア 

² 「あなたはこの会社について、友人や同僚に勧めますか？」 ０~１０点 

l ザッポスの場合： プロモーター（９・１０点）6 割、パッシブ（７・８点）２割、デトラクター

（６点以下）２割 

l サンマリーナの場合：６・３・１・０ 

² ザッポスの NPS（ネット・プロモーター・スコア）は、常に８０~９０点 

 

・	 ウェブサイト 

Ø ユーザー・エクスペリエンス（UX）チームは、膨大な顧客調査、顧客との会話・コメントからのフィ

ードバック、試行錯誤を繰り返しながら、顧客が何を望んでいるかを正確にはじき出すために、

サイト上の顧客のあらゆる動きをデータ化し、各種分析を行い、デザイナーや品質管理の専門

家の力も借りる ▶ こうして積み上げた知識を基に、オンサイトでのユーザーの振る舞いを多角

的なレベルで把握する 

² 普通のサービスと優れたサービスの分かれ目は、顧客の振る舞いをしっかり観察するか

どうかにかかっている ▶ その観察から、顧客がニーズを満たす際の障害を見つけ出し、

改善する 

² サイトに何人が訪問したか、ページからページへ人がどう流れたかをさまざまなツールで

測定 ▶ ページ移動の新しいグラフィックデザインを導入する時は、それが何回クリックさ

れたかを計測し、ビジュアルデザインのチームやコピーライターとも相談して使いやすいデ

ザインに改良する ▶ 建物の案内板を作るのと似ている 

² サイトを訪問してきた人を無作為に選んで動きを追跡することもある ▶ 訪問者のページ

の滞在時間を計り、どのページからどこへ飛んだとか、関心を持たれないページはどれか

といった情報をつかむ 

² お目当ての商品を見つけられないとか、次にどのページに行けば良いのか分からないと

いった問題点を見つけていく 

² 顧客との接点のすべてを、ユーザーフレンドリーにする執念は、もはや強迫観念に近い 

² ウェブサイトのナビゲーションの改良には、もの凄い時間を費やしている ▶ 顧客は十分

満足しているかもしれないが、まだまだあらゆる可能性を考えて、最小の労力でニーズを



沖縄航空論（34261）2012 年後期 月曜５校時（4:20PM～）@H-102 
担当教員：国際コミュニケーション学科 樋口耕太郎 

 

 
OKINAWA UNIVERSITY	 6/18 

 

満たせるようにする 

² ウェブサイトの開発とデザインは、一般的に考えられているほど直感的なものではない ▶ 

情報を提供するだけではいけない ▶ 情報が多過ぎると訳が分からなくなるため、過不足

なく情報を盛り込むためには、顧客がどんなときに何を必要とするか、正確に把握する必

要がある 

² 顧客がウェブサイトを開いてから、注文を完了させるまでの過程をきっちり押さえて、すべ

てが快適な経験になるように改良を続ける 

Ø ビジュアル 

² ザッポスが創業した頃、オンラインで靴を販売する業者は、紙のカタログをスキャンして掲

載していた。画像はボケボケで、色も一種類。 

² ザッポスではすべての商品の写真を自前で撮影 ▶ アングルを変えて何通りも画像を用

意 ▶ 現在は８アングルと動画が標準 

² 新商品が入荷すると、全色、全サイズがビジュアル担当チームに送られ、撮影開始 ▶ １

日フォトグラファーひとりにつき８００点撮影。フォトグラファーは２０名前後だから、毎日１．

６万点の画像 

² 撮影した画像は商品説明分と食い違いがないか品質管理チームが確認の上、イメージン

グチームが画質やサイズを調整してウェブに掲載 

² 初期費用がもの凄く費用がかかるし、物流面でも問題が生じるが、顧客サービスの観点か

らは、「やるならこれしかない」 ▶ 顧客に十分な情報を提供し、欲しい商品を的確に見つ

ける手助けをし、顧客が希望どおりの商品を見つけることができれば、その後も信頼でき

るアドバイザーとして頼りにされる 

Ø プレゼンテーション 

² 顧客に商品の詳細で正確な情報を伝えるために、なみなみならない努力を続けている ▶ 

商品の本当の色がウェブ上で正確に再現されるよう、持てる力のすべてを出し切る ▶ デ

ィスプレイで見るだけでなく、事物部を持ってきて比較 ▶ 顧客が色の違いで返品を申し出

た場合は、倉庫からその商品を引っ張り出してきて、ディスプレイの画像をもう一度見直す 

Ø システム 

² 人は見えないところでサービスされるのが好きなのだ（セザール・リッツ） 

² ウェブサイトの読み込みの早さ： e コマースのトップサイトだと、読み込み時間は長くて３．

５秒。Dell.com は３．３秒、BlueNile.com は２．８秒、Overstock.com は２．６秒だが、ザッ

ポスはどこよりも早い１．９秒 

 

・	 ロジスティクス 

Ø 「・・・これは貴重な教訓でした。私たちは、自分たちのコア・コンピテンシーを決してアウトソース

してはならないということを学んだのです。オンライン小売企業として、最初から倉庫業務を自分

たちの中核として考えるべきでした。それを第三者に委託し、第三者が自分たちと同じように顧

客に対応してくれると信じたのは、私たちが犯した最大の過ちのひとつでした。私たちが直ちに

動かなかったら、ザッポスを潰しかねなかったのです。」（『ザッポス伝説』200 ページより） 

Ø 迅速（最速 8 時間）で間違いのない配送 ▶ 午後 1 時までの注文は翌日到着 

Ø 通信販売では、注文と違う品が届くミスが多く、利用者の悩みになっている ▶ 注文どおりの品

が届くかどうかは、通信販売に対する期待度に影響を与える大きな要素 
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Ø 例えば、ファーストフードのドライブスルーでは、顧客の満足に繋がる最大の要素は、味や量で

はなく、注文処理が正確かどうか ▶ ドライブスルーでの注文処理のミスは全体の１０~１５％

を締め、レストラン業界全体での損失額は８０億ドルになるという（顧客動向調査のマックス・イン

ターナショナル調べ） 

Ø 顧客が「注文確定」ボタンをクリックした後 ▶ ケンタッキー州シェパーズヴィルにある、フットボ

ール場１７面の面積を持つ、５００万点の商品を擁する物流センター（倉庫）に情報が送られる 

▶ ６．５万種類の在庫から商品を引き出し（自動または人力） ▶ パッケージエリアに移動して

箱詰め ▶ 住所ラベルを貼り ▶ UPS の配送センターに運ばれる 

Ø すべての在庫に LPN（ライセンス・プレート・ナンバー）を割あて ▶ コンピューターは LPN を基に、

注文された商品の在処を特定 ▶ ピッカーは携帯スキャナーの指示に従って近くの棚にある目

当ての商品を見つけ、LPN をスキャンして照合し、目視で確認してからコンベヤーに乗せる ▶ 

途中で幾つものスキャンポイントを通過 ▶ 箱詰めしたところで再度スキャン、顧客の注文と照

合し、合格したら発送ラベルを印刷 ▶ 最後に明細と付き合わせて発送 ▶ チェックを何度も繰

り返し、偶然の入る余地を残さない 

Ø アマゾンの倉庫は最先端の技術が導入されているが、その目的はあくまで倉庫業務の効率化と

コスト削減だ。一方ザッポスは、ユーザー体験を高めることが重要な目的であり、顧客はそうし

たサービスに喜んで金を払う 

Ø ２００２年に物流センターの開設を決めた時に、配送スピードが大きなカギとなった。ケンタッキ

ー州ルイヴィル国際空港にある、UPS 最大の国際エアハブ「ワールドポート」の近くだった。それ

によって、アメリカ国内の殆どの地域に、１~３日で配送できるようになった。 

Ø カスタマーサービスの人間に実際に注文をキャンセルさせて、午前０時３０分に再注文させたこ

ともあるが、当日到着した。午前１時に入ってきた注文は、同じ日の午後１時までに出荷する。 

 

・	 ワオ！ 

Ø 良いサービスと卓越したサービスの違いは、基本を正しく実行して、そこにちょっとだけ特別な何

かを加えること。すると顧客は「ワオ！」と感動する。ワオ！体験と、良い体験では、実はコスト

的にはそれほど差はない。でも顧客の受け止め方はまるで違う。 

Ø ウェブサイトでは、無料配送の場合４~５日かかると説明されているが、実際は７０％が航空便

で翌日配送される 

² レッドブル（スポーツドリンク）が同梱 

² 有機野菜の宅配： 必ずおまけを入れる、それもありったけ ▶ C 品のマーケットを作るよ

り、A 品のサポートに利用して、A 品の顧客満足や利益率を高めた方が遥かに良い 

Ø 顧客の立場からすると、注文どおりに商品が届くだけでは忠誠心は生まれない。問題は、こちら

のミスで商品が届けられなかった時にどうするかだ。そんな状況は全体の１％にも満たないが、

実はそこに大きな事業機会がある 

² サイズが異なる注文が届いたケース： 早速ザッポスに電話をかけて苦情 ▶ 在庫を調べ

たがあいにく品切れ ▶ 担当者はとても丁寧で、感じが良く、注文どおりの品が送れなか

ったことをすごく謝ってくれた ▶ その後彼女から送られてきたメールには、返送ラベルが

添付され、在庫管理番号を含む必要事項が記入されていた ▶ 今後の注文は翌日配送

になる特典 ▶ 結局代わりに 7 ドル高い別の服を注文したが、差額は受け取らな買った上

に、１０ドルのクーポンまでついてきた 

² ザズ・サマー： 「帰宅したら、ザッポスから返送に関する問い合わせのメールが来ていま

した。母が亡くなったので今取り込んでいますので、落ち着いたらすぐに送ると伝えました。
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すると、ザッポスが UPS に引き取りの手配をしてくれました。昨日、花屋さんがユリとバラと

カーネーションが活けられた大きなバスケットを配達した。添えられたカードを開くと、ザッ

ポスからでした。いままで生きてきて、これ以上の親切は受けたことがありません。」 

² フォン・フェラーラのツイッター： 「息子のイアンの英語の授業で、会社にフィードバックレタ

ーを書いてみましょうという宿題が出たので、ザッポスに手紙を書いたら、役員全員のサイ

ンが入ったカルチャーブックを送ってくれた。ビジネスの世界でこんな経験はしたことがな

い。」 

² ジョージナ： 「彼女はあるパンプスに一目惚れして、結婚式に是非履きたいと思った。とこ

ろがそのパンプスは在庫切れで、実質的に製造中止。コールセンターのデレクは他に似た

ような品がないか、自社サイトはもちろん、他の通販サイトもしらみつぶしに調べたが、ジョ

ージナはどうしてもあのパンプスが欲しいと言って譲らない。これはもう会社ではなく、僕個

人の責任だと思い、勤務の合間を利用して、彼女が住んでいる地域の靴店に片っ端から

問い合わせて行った。そして４日目、ついにお目当てのパンプスを発見した。サイズも合っ

ていたが、その店はジョージナの家から２００キロ近く離れたところにある。でもこのチャン

スを逃したくなかったから、僕個人のクレジットカードで取り置きをしてもらった。ジョージナ

に電話したら、感激して叫び出しそうだった。遠くまで取りに行かせることになって申し訳な

いと話したら、そんなの全然問題ないと言ってくれた。その後届いた礼状には、結婚式（ニ

ューヨーク）の招待状も入っていた！がんばって良かったと思う」 

² 殆どの場合、費用をかけなくてもワオ！は実現できる。顧客をワオ！と言わせるために、

自分が何を「与えられるか」ではなく、自分が「どうあるべきか」と考えるべき。 ▶ 前者は

持続性がない ▶ 人が幸福になるのは、私が本当にその人の立場に立ったときだ。「あな

たが幸せな気持ちになるために、私はどんなことでもやりますよ」 そんな気持ちで接する

と、必ず相手に伝わる 

² ひとは自分がしたことや言ったことは覚えていなくても、どう感じたかは決して忘れない（ト

ニー・シェイ） 

² 良いサービスと、最高のサービスを分けるのは、損得勘定を抜きにした少しの気遣い 

² ただし、私だったら、「ワオ！」を、方針とせずに実現する経営を目指す 

 

・	 返品 

Ø ウェブサイトに詳細で正確な情報を掲載し、最先端の LPN システムを導入し、入念にチェックを

繰り返し、商品を発送したにも拘らず、顧客ががっかりすることがある ▶ ザッポスに落ち度は

ないが、実物が顧客の期待と合わなかったのだ  

Ø 一般的な販売会社は、「あなたが欲しがったモノを届けてやったんだから、返品はなるべくする

な」と言わんばかりの方針を採用 

² ZOZOTOWN 前澤社長： 2012 年 10 月、ZOZOTOWN の送料が高いことをツイッターで発

言した購入者（高校生）に対して、「詐欺??ただで商品が届くと思うんじゃねぇよ。お前ん家

まで汗水たらしてヤマトの宅配会社の人がわざわざ運んでくれてんだよ。お前みたいな感

謝のない奴は二度と注文しなくていいわ」と発言し、批判が高まった。同月 21 日に前澤社

長はツイッターで謝罪をした 

Ø ザッポスの目的は？ ▶ 「顧客が買いたいと思った商品を正確に、迅速に届けること」 ▶ その

目的に、文字通りに忠実であることが、重要な価値観 ▶ 商品の販売が目的ではなく、顧客の

満足が目的である ▶ やるべきことをきちんとやる、顧客に手間を取らせない 

² 国内（アメリカ）送料無料 
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² 返品無料: 「理由に関係なく、ご注文の商品に１００％満足頂けない場合は、全額返金し

ます。返送料はかかりません。手続きは簡単、返品手続きのページから返品用ラベルを印

刷して、購入時と同じ状態でもとの箱に入れてお送り下さい。送料は不要です。」 

Ø 顧客が異なるサイズを一度に注文して、合わなかったモノを返品するため、注文された品の約３

０％は、物流センターに戻ってくる ▶ これだけの負担を覚悟するには、強い信念が必要 

Ø 返品の箱にはいろんなものが入ってくる、車のキー、リモコン・・・ ▶ すべて顧客に返送 

 

・	 ザッポス航空？ 

Ø BusinessWeek の BusinessExchange ブログでは、「ザッポス航空顧客体験のファーストクラスチ

ケット」と題して、もしザッポスがエアラインをやったとしたら航空業界をどう変革できるか、という

架空の話がまじめに議論されている（巻末記事参照） 

Ø これは、自らを「靴を売ることになった顧客サービス企業」と称する、ザッポス CEO トニー・シェイ

がかつて顧客から「航空便を飛ばして欲しい」というメールがあったことを明かしていることに由

来するが、それほどまでに、ザッポスの顧客サービスに対する期待は高く、彼らと関わりたい

人々は多い 

 

・	 人事 

Ø 「その人の価値観を知りたければ、金の使い方を見ろ」とよく言われる。企業の価値観は、経営

資源の使い方に現れる。社会責任、従業員重視を謳っていながら、短期的な利益の獲得に走る

企業は、金儲けという裏の価値観を持っている 

Ø 福利厚生 

² 毎日パーティー 

² 生涯働ける場所に 

² 福利厚生は、たいていの企業を大幅に上回っている 

² 社員の食事はすべて無料で提供される、ソフトドリンクとスナックも食べ放題、フェスティバ

ルや親睦パーティーはひっきりなし ▶ 食事の無料化は、給与代わりとか、社員をつなぎ

止めることが目的ではなく、社員同士の交流がそもそもの狙い ▶ みんなが同じテーブル

について、おしゃべりをしながら食事をすることは、とても良い効果を生み出した ▶ 監視

力がメンバーと話をすれば、家族や子供のことも分かるし、心情も理解できる 

l ともに過ごす時間に、食事は不可欠 

l 価値観次第で行動が変わる 

² 従業員の医療費、歯科費用負担なし  

Ø 採用 

² 年間４５０名の求人に対して、応募者は３万人 ▶ 採用倍率６６倍／１．５％ ▶ 大抵の企

業は採用を決めた相手に雇用契約書を送付するだけだが、ザッポスでは不採用になった

者にも先行結果を丁寧に伝える「不採用になった応募者には、その理由をできるだけはっ

きり伝えるようにしています。今回はご応募ありがとうございました、で終わらせるのではな

く、その人の能力の何が不足していたのか、面接時の受け答えでどんな点を改善すべき

か伝えてあげる」 

² ザッポスでは、こうした方針を貫いた結果、100 人の応募者に対して、約 1 名しか採用して
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いない ▶ いくら能力があっても、企業文化に合った人しか採用しないため ▶ 例えば、

「謙虚であれ」というコアバリューにそぐわないタイプは、直ちに不採用となる 

l １０名枠に１０００名応募があったレーサム ▶ 入社できない９９％の人たちに有益な

時間であること ▶ 飯田くん他、今でも東京から沖縄に通う縁 

Ø ザッポスの給与 

² 給与水準は業界の真ん中くらい、親会社のアマゾンよりも２５％低い 

² その差額分を、文化づくりの活動に投資しているとも言える ▶ 社員の給料を吸い上げて

いる？ 社員の幸福のために投資されている限り、機能する（コントロールのために使わ

れ始めれば崩壊する） ▶ すなわち、人生や毎日の暮らし、仕事をどれだけ楽しめたか、

何を学んだか、何を達成したか、幸福とは何かを、「正確に」洞察しなければならないのだ 

² ザッポス以上の給料を出す会社もあるが、社員はそれでもザッポスを選ぶ ▶ ザッポスの

魅力は、健康保険などの福利厚生に加えて、服装が自由などの職場環境がある、あるが

ままの自分でいることができる 

² 「謙虚であれ」というコアバリューを実践するために、組織の中で地位が上がるほど、給与

は業界標準より少なくなる 

² 社長室なし 給与３００万円 ▶ 役員はサルと呼ばれ、本社の中央、天井まで緑で埋め尽

くされたジャングルみたいなエリア、通称モンキー通りに居る 

 

・	 ザッポスの新人研修 

Ø 厳選された「超人材」は、ザッポス社員手作りの 4 週間トレーニングを受ける。顧客と直に接する

中核業務を体験するために、経理担当でも、IT 技術者でも、財務担当役員でも、幹部採用も同

様に受講する ▶ コールセンターで働く喜びや、顧客にサービスする難しさを社員みんなが共

有することが重要 ▶ 全員が会社の歴史、哲学、価値観を学び、カスタマーサービスの重要性

や、会社の長期的な展望を理解するだけでなく、２週間実際の顧客から電話注文を受ける 

Ø クラスルーム形式で独特の文化を学んだ後、後半 2 週間は（採用部門にかかわらず全員が）コ

ンタクトセンターで実地トレーニングを受け、ザッポス魂を肌身で体感する。この期間は平日朝 7
時から夕方 4 時まで、一度でも遅刻したものは不採用という厳格な側面を持っている 

Ø そしてザッポス流を象徴するのが，前半 1 週間終了後に提示される「4000 ドルつき採用辞退

オプション」だ。この制度はカルチャーになじめない、ないしお金のために働く社員をあぶりだす

仕掛けとして一躍有名になったもの ▶ 当初 10%程度出ていた辞退者は、現在は 2%程度 ▶ 

研修が終了した時点で、研修生は自分がザッポス文化に合うかどうか判断するのである。 

² 会社を辞める人間に多額の金を支給するのは、判断を曇らせないため。次の仕事がすぐ

に見つからないのではと不安に駆られ、なじめない文化にしがみつく不幸を避けるため。

決断までには、担当部署に配属されてから３週間の猶予が与えられている 

² あなたの会社で同じことをやったら、新人の何％が辞めると思いますか？ 

 

・	 チームビルディング 

Ø トニー・シェイ： 「私たちはオフィスの外での付き合いも楽しめるような人たちだけを確実に採用

していきたいと思いました。すると結果的に、近所のバーで飲んでいる時に最高にいいアイディ

アがたくさん生まれるようになったのです」 

² カフェやバーでの社員との数多くのやりとり、重要な 意思決定も会議室でない場所で、酒



沖縄航空論（34261）2012 年後期 月曜５校時（4:20PM～）@H-102 
担当教員：国際コミュニケーション学科 樋口耕太郎 

 

 
OKINAWA UNIVERSITY	 11/18 

 

を酌み交わしながら議論されている 

² トニー・シェイは、仕事とプライベートを区別するワーク・ライフ・バランスではなく、仕事も人

生の一部であり、一つのものとしてとらえるよう主張している。ザッポスをプライベートと同

じような場所にすることができ、仕事を楽しめる人たちがいる場所にしようと心血を注いで

いる 

Ø 管理職は、全体の 1 割~2 割の時間を職場外で社員と過ごすよう求められている 

² 「チーム・ビルディングのため、例えば就業時間中に映画に行ってもいいですし、映画代は

部門の予算から出ます。ピクニックや遊園地などでもよし。部門の判断に任され、承認も要

りません」 

² 自宅でもバーベキュー、社内でのハッピーアワー、メンバーを連れてのボーリングと言った

費用を会社が負担 ▶ 問題はお金ではなく、社員が一つにまとまること 

² 飲み会費用は全額会社持ちのサンマリーナ 

Ø ザッポス社員がコンピュータにログインする際に、ログインとパスワードと共に必要なのが、ラン

ダムに表示される社員の顔写真を見て名前を当てる「フェース・ゲーム」 

 

・はたらき方 

Ø 社員同士のつながりを深め、会社にやらされるのでなく、自分のこととして仕事をとらえ、顧客に

幸せを届けるという目的のために、懸命に働き、会社と自身の成長のために変革に主体的に取

り組む 

Ø 「私がこれまで勤めた会社では、仕事がどんどん追いかけてくるのですが、自らアピールしない

と認めてくれませんでした。ザッポスでは、貢献すれば会社の方から感謝してくれます。マネジャ

ーやチームの人々が自分のしたことを分かってくれているからです」 

Ø 「ザッポスの好業績は、個人を大切にし、尊重するカルチャーによるとことが大きい。 自分が、

自分が、とアピールして評価を獲得するのでなく、会社のほうから感謝してくれるという違いは、

とても大きい。」 

 

・	 管理 

Ø  「私が過去に勤めた会社では、何かをやるのに何十人もの承認を得なければなりませんでした。

ザッポスは違います。他社ではほぼ確実だとみえてからしか実行できませんが、ザッポスでは

半々の確率でもトライするのです。」 

Ø 「ザッポスでは、90％の人が正しいことをやっているなら、それでよいという考えです。たった一

人のために性悪説的なったりしません。会社を守ることを優先するのか、リスクをとるのかという

違いです。」 

Ø 「ほとんどのことでトニーのサインは必要ありません。各部門が決裁するのです。トップとのアク

セスはとてもいいのですが、任せることが徹底しています。」 

Ø 社員が SNS で発言することを快く思わない企業は多いが、ザッポスはむしろ奨励している 

² カルチャーブック： 社員のどんな意見も、無修正で掲載 ▶ 外部の人間も無料で貰える 

▶ 「コミュニケーションを通じて、オープンで正直な関係を作る」というコアバリューの体現 

Ø 方針と手順は共有するが、社員の行動の邪魔になるガイドラインは、徹底的に排除する ▶ 社

員が個々に判断し、人間同士の嘘のないやりとりで対応できるように、上司にお伺いを立てる必
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要がない ▶ すべての社員が、必要とされることを実行する権限が与えられている 

 

・	 オープン 

Ø 経営情報は毎日全員に伝えられる 

Ø ベンダーは取引先ではなく、パートナー 

² 普通の企業は、買い付け交渉で有利に立ちたいがために、売上情報を明かさない。ザッ

ポスは、リアルタイムで売上データを提供する。この透明性に支えられて、共同で商品戦

略を練ることができる 

Ø 毎月１２００人が見学ツアーに訪れる ▶ 空港やホテルにシャトルバスで送迎 

 

・	 ポジティブ心理学の応用 

Ø ヘイグループ・インサイトの調査によると、ほとんどの社員は一生懸命働きたいと思っている。適

切に組織化された社員は、業績の向上に貢献する。業績だけではなく、革新性、安全性など、ビ

ジネスに不可欠な主要指標において高い結果を示す。 

Ø 取組み意欲（エンゲージメント）の高い社員は、業務効率が高く、顧客ロイヤルティを強め、良好

なパフォーマンスを実現する。高い取組み意欲を持った社員が業績目標予想を上回る確率は、

意欲の低い社員の 2.5 倍に達している。 

Ø 会社に強い結びつきを感じる社員はより生産性が高いという傾向には、多くの研究の裏付けが

ある。社員の会社との結びつきを示す代表的指標は、その社員が社内にどれだけ友人がいる

か、または社内に親友と呼べる人がいるかどうか 

Ø ポジティブ心理学の応用： 

² ザッポスのビジョンが他と異なるとしたら、トニー・シェイの個人的な信念や哲学の押し付け

ではないという点であり、最新の心理学的原理、原則に基づいているところである。その論

拠としているのが、ポジティブ心理学だ。 

² 近年、長きに渡り常識とされた経営手法が問い直されている。人間の理解を深めると、経

済性に単純に従うわけではないことが分かってきたのだ。また近年、心理学の研究が転機

を向かえ、新たな発見が報告されている。トニー・シェイは、こうした根本的なテーマを学び、

偏見なく採用し、考え抜いてザッポス流にアレンジした経営のやり方を生み出している。 

² その一つが、人と組織のマネジメントである ▶ たとえば、ホワイトカラーのモチベーション

について、これまで（いまでも）金銭で報いることが、やる気を出させる基本的な手段だと考

えられてきたが、ルーチンでなく自ら判断や工夫するような仕事では、金銭的なインセンテ

ィブは逆効果となるという研究結果や理論が台頭している。これは従来の組織管理の考え

方から外れた、あるいは反対のやり方だ。 

 

・	 コアバリュー 

Ø ザッポスには業務を細かく記載したマニュアルはない。そのかわり企業理念を実現するための

価値基準である 「10 のコアバリュー」 を徹底的に共有している。 

Ø 例えばザッポスのウェブサイト。トップページに日替わりでコアバリューがひとつ掲げられている。

また、商品が届けられる箱にも、コアバリューが印刷さている 

1. サービスを通じて，WOW（驚嘆）を届けよう。 
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2. 変化を受け入れ，その原動力となろう。 
3. 楽しさと，ちょっと変わったことをクリエイトしよう。 
4. 間違いを恐れず，創造的で，オープン・マインドでいこう。 
5. 成長と学びを追求しよう。 
6. コミュニケーションを通じて，オープンで正直な人間関係を構築しよう。 
7. チーム・家族精神を育てよう。 
8. 限りあるところから，より大きな成果を生み出そう。 
9. 情熱と強い意思を持とう。 
10. 謙虚でいよう。 

² これらは CEO トニー・シェイ氏のアイディアをベースに、全社員が 1 年間かけて練ったもの

だ。日本の儀礼的な社是合唱などと比べ、これらは 「社員が自主判断するための実践

的な価値基準」 であり、その意味で対極をなすものと言える。 

² 「コア・バリュー」へのザッポス社員の浸透は半端ではないようだ。企業文化第一主義とい

われるゆえんでもある。人事評価の基準もこの「コア・バリュー」。例えばコールセンター社

員の人事査定は「売上」や「ひとり当たりの処理時間」ではない。 

² ザッポスのコールセンターでの評価基準は「顧客を満足させるために『普通』を超越するサ

ービスを提供できたか否か」という点にあり、それは「社内評価」と「顧客評価」で評定され

る。 

² 「社内評価」は専門チームがモニタリングを行い、「改善の余地がある」「こういった対処も

ある」「顧客を驚嘆させるチャンスがあったのに見逃していないか」という観点からコーチン

グを行なう。 

² 「顧客評価」は別専門チームが顧客リサーチを行なう。指標は「ザッポスを友人や同僚に

すすめますか」というシンプルな質問（顧客ロイヤリティ研究の権威が開発した手法）に対

して 10 段階評価してもらうもので、その回答に基づきプロモーター（9-10 評価）と批判者

（0-6 評価）を分類し比率を算出する。評価が非常に悪い顧客に対してはチームリーダー

や監督者が謝罪の電話をかけるルールもある。 

² ザッポス社員は実に自由奔放で，そのハチャメチャさに来訪者や求職者は衝撃を受ける

ほどだ。しかしそれは完全な自由放任主義ではなく，共通の理念，共通の目標には極めて

規律性の高い一面があるようだ。 

Ø 年一度の勤務評価項目の半分は、１０のコアバリューに関するもので、ザッポス文化を支えるコ

アバリューにどれだけ貢献したがか判断材料となる ▶ アメリカでは、社員を評価するときに「企

業文化への貢献」とか「価値観の体現」を重んじる組織は、殆ど見かけられない。まして、企業

文化に深く関わっているかどうかが、社員の実績の物差しになる企業も殆どない 

² コアバリュー、企業理念と人事考課がリンクしていなければ、理念の意味はない筈 

² さらに、リスク覚悟で、勤務評価を廃止して「文化的評価」に移行 ▶ ①人間的な成長、②

どれだけ人の役に立ったか、の二項目で人事考課を行ったサンマリーナとの類似点 

² ただし、コアバリュー、クレドは、人の価値観をコントロールする手段ではないか？ サンマ

リーナでは、人を自由にするコアバリュー（「いま、愛なら何をするだろうか？」を重要視し

た ▶ 愛の定義は、オープンで、人を自由にし（人を変えず）、自分を自由にする（自分に

嘘をつかない） 

 



沖縄航空論（34261）2012 年後期 月曜５校時（4:20PM～）@H-102 
担当教員：国際コミュニケーション学科 樋口耕太郎 

 

 
OKINAWA UNIVERSITY	 14/18 

 

・	 指標の徹底 

Ø それは「コア・バリュー」だけではない。実はザッポスはその外見から予想もつかないほど指標

徹底型の会社であり、あらゆるところに「数値」が貼られている。「一日の問い合わせ件数」「顧

客の平均待機時間」「総売上」「コンタクトセンター売上とその比率」「オペレーター一人あたりの

売上」など。 

Ø ただし評価基準になっていない点に注意すべきだ。これらの指標は「コア・バリュー」とともに社

員一人一人が適切な判断をするための材料なのだ。社員のハッピーを実現するためには、所

属する会社がハッピーでなくてはならず、それらは顧客のハッピーと同等に大切なことである。

そしてそのバランスを考えるのは上司でもシステムでもない。一人一人の社員の自主性にまか

されているのだ。 

 

・	 投資家とのリレーション： 投資家や取締役を探す際にすべき 10 の質問 

【1】 本当に投資家が必要か。もっと成長に時間をかけることで資金調達を避けられないか。 

【2】 投資家たちはどの程度積極的に関わるか。あなたは投資家たちにどの程度積極的に関わ

ってもらいたいか。 

【3】 資金援助以上のどのような価値（コネ、アドバイス、経験）を投資家がもたらすか。 

【4】 投資家が期待している資金回収の猶予期間はどのくらいか。 

【5】 もしあれば、投資家が単に金銭的リターン以外に投資で得たいと思っているものは何か。

投資家はこれらにどう優先順位をつけているか。 

【6】 投資家や取締役たちは会社のビジョンや使命に賛同しているか。 

【7】 ビジョンをより早く実現するためなら、投資家は利益が減ることを受け入れるか。 

【8】 あなたの会社の投資家や取締役たちは、考え方にどの程度柔軟性があるか。 

【9】 誰が投資家をコントロールしているか。誰が取締役会をコントロールしているか。 

【10】 あなたの会社の投資家や取締役たちのコア・バリューは、会社のコア・バリューとマッチし

ているか。 

（『ザッポス伝説』356 ページより） 

 

・	 社外への教育プログラム 

Ø ザッポスのサービス、ブランドの評判が広まるにつれ、ザッポスでしていることを学びたいという

人々が増えてきた。そんな人々のために、ザッポスはオフィス・ツアーや教育プログラムを提供

するザッポス・インサイトを立ち上げた。パトリシア・バックとロッコ・デベネディクティスは、気にな

る同プログラムの内容を紹介してくれた。 

「私たちは実際にほかの企業や人々の生き方を変えていることに気づいたのです。ザッポスより

ずっと大きなものの一部に自分たちがなれるようだ、というのが少しずつわかってきたのです。

私たちは、ザッポスでほかと違ったやり方をしているだけでなく、「ほかの」会社がしていたことを

変える手助けをすることで、世界を変えることができると気づいたのでした。」 

「私たちに寄せられたフィードバックやエピソードが、ザッポス・インサイトというインターネットで

の動画配信サービスと、ザッポス・インサイト・ライブという二日間の集中セミナーの開発につな

がりました。どちらのプログラムも起業家と既存のビジネスを手助けし、その会社をよくするため

に設計されています。受講者の多くは、より強い企業文化と自社のコア・バリューをどのように創
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るかということに 特に高い関心を持っています。」 

「私たちは、いくつかのプログラムを提供しています。まず、ベーシック・ツアー（無料）。月曜から

木曜に各 4回提供する 1時間の社内ツアーです。様々な人々がラスベガスのザッポス本社に訪

れ ています。そして、ツアー・プラス（47ドル）。社内ツアーにカルチャー・マジシャンとの30分の

Ｑ＆Ａが加わります。半日プログラムのシルバー（497 ドル）は、ツアーと 3 部門との各 30 分の

セッションからなります。さらに、1 日プログラムのゴールド（1497 ドル、定員 25 人）、2 日間のブ

ート・キャンプ（4997 ドル、定員 25 人）があります。」 

「北アメリカ全土から参加者が集まりますが、6 月中旬は日本から、6 月末は英国から来ていま

す。ブラジル、メキシコなどが目立ちますが、海外からの 参加者も歓迎しています。大企業から

中小企業、ＮＰＯと色々な会社から来ています。ジョンソン＆ジョンソン、ケロッグといった皆さん

ご存知の会社からもです。製薬会社のイーライ・リリーは大人数で参加しました。」 

Ø 世界に幸せを届ける活動の一つは、他社を助けるということだ。ザッポスは、ザッポス・インサイ

トという経営についての教育プログラムを外部に提供している。Zappos Insights LIVE の動画に

あるように、社外の参加者は（演技ではなく）ハピネス溢れる職場と、「ザッポス的な」経営の要

諦を学ぶ。 

Ø ザッポスが、企業として大きな「目的」を設定し、つまり目的そのものを「幸せ」とすることで、社員

は自分がより大きなものの一部となって、継続した幸福感を追究することができる。普段から幸

せを追求していれば、顧客をどうすれば幸せにすることができるか、あるいは関係者を幸せにす

るにはどうすればいいか、つまり企業、社員、顧客、ステークホルダーの利害を完全に統合する

ことが、ある意味で可能になるのである（これは組織論としても画期的で、この点が経営学者か

ら注目される理由のひとつとなっている）。 

 

・	 地域プロジェクト 

Ø 「ザッポスの社員を軸にダウンタウンをつくりかえます。いま欠けているものを自らつくろうと、ザ

ッポス社員によって色々なプロジェクトが生まれています。テクノロジー・インキュベーター、デイ

ケア、庭園、図書館、ライブ・ミュージック、市場、飲食など、情熱をもった様々なサブ・チームが

活動しています。学校や食料雑貨店が不足しており、これをつくろうというチームもあります。」 

シム・シティというゲームがありますが、そのリアル版です。これにちなんで、「from sin city to 
sim city」（犯罪の街から新たに創る街に）と言っています。ダウンタウン・プロジェクトについての

YouTube 動画「Zappos.com Goes Downtown!」 

これは誰か一人のアイデアではありません。自然発生的に動きが起こったのです。私の役目は

一人ひとりをコーディネートすることです。「これが必要だ」と言われたら、「だったらこの人を紹介

するから、この人に話せ」と言うように。 

そして、真のコミュニティとカルチャーをつくることです。たとえば、インキュベーターといってもシ

リコン・バレーとは違います。人々が双方向にやりとりするコミュニティをつくりたいのです。 

ザッポス社内は、個性や創造性がいたるところにみられます。個性を輝かせることが一番だと考

えます。そうすれば、情熱、創造性、会社へのエンゲージメントも高まります。 

また、ワークとライフを分けるのでなく、一体化させることです。全体をエコシステム（生態系）とし

てとらえ、ザッポス社内だけでなく、それを取り巻く環境にも取り組むのです。 

ラスベガスのダウンタウンは昔のオースチン（テキサス）に似ていると言う人がいますし、私もそ

う感じています。オースチンのようにラスベガス・ダウンタウンを変身させたいのです。いま 150
人ほどの情熱を持った社員が、仕事とは別にこうした活動をしています。人口が増え、バー、ラ

ウンジ、コーヒーショップがならぶ、新たなラスベガス・ダウンタウンは魅力を増すでしょう。いま
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から数年たったらどうなっているか楽しみです」 

方向性を示しつつも、基本的に一人ひとりの自発的な行動にゆだね、それを支援すると言うトニ

ー･シェイのリーダーシップは特徴的です。これがザッポスのカルチャーを強める秘訣でもあるの

でしょう。地域開発の代表例の一つオースチンをあげて、このプロジェクトもその位のインパクト

を目指すとトニーは目標を高く掲げます。 

 

・	 企業の目的（Why）が変われば、意味のすべて、事業のすべてが変わる 
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・	 Zappos Airlines – A First Class Ticket to Customer Experience 

  by Tim Sanchez 

 

What do Zappos and the airline industry have in common? Almost nothing, except that they’re 
both in the news quite a lot. While Zappos frequently makes headlines for doing what’s right for the 
customer, most of the airline industry is busy scheming ways to nickel and dime its customers.  

But, what if you were to mash the two together and Zappos started an airline? It’s something that 
CEO Tony Hsieh has mentioned on more than one occasion, including in his recent book, 
Delivering Happiness.  

Barry Dalton and I tossed around some ideas a couple months ago regarding Zappos and how they 
could transform the air travel experience.  

How would Zappos run an airline? What would the face-to-face experiences be like? How would 
ticket exchanges be handled? What would the planes look like?  

Borrowing from five of the Zappos Core Values, let’s take a quick look at the experience we might 
expect from Zappos Airlines. 

1. Deliver WOW through Service 
The #1 core value of Zappos is the foundation of their culture. It’s also the catalyst for the 
ridiculous amounts of word-of-mouth marketing the brand receives; it’s amazing to think a brand 
that sells something as boring as shoes is reinventing a business model. Zappos is proof that a 
company can create value and loyalty by consistently delivering a great service experience.  

Do your recent air travels conjure up thoughts of remarkable service? Were you wowed by the 
airline’s ability to deliver an unexpected and innovative experience? My guess is no. Are there 
random acts of it occuring? Sure there are, more so on airlines like Southwest, but they’re still few 
and far between. I think Zappos Airlines would be different. By delivering WOW through service 
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and creating a remarkable customer experience, Zappos Airlines could build the same word of 
mouth and loyalty they’ve enjoyed in the online retail world.  

2. Embrace and Drive Change 
Talk about something the airline industry needs a lesson on. Their idea of change is removing meals 
and charging for bags. While those things have helped the industry get back into the black, they’ve 
demoralized travelers and seem to have escalated service incidents, like this one (and this one and 
this one and this one and this one and…well, you get the picture). 

3. Create Fun and A Little Weirdness 
Southwest actually does a pretty good job of this, but that’s only because it’s also part of their 
culture. The rest of the industry seems to look down on fun and weirdness. If anything, I’d say 
they’re seen as a safety threat; something that should be avoided at all costs. 

I’m told that people used to look forward to flying; that it was a privilege awarded to a lucky few. It 
must have been fun back then. I bet they smiled more. I bet they took great pride in their products 
and service. I bet they wore attractive and eye-catching uniforms. I bet they weren’t afraid to have 
fun while at work. I bet they acted a lot like Zappos acts today. 

4. Be Adventurous, Creative, And Open-Minded 
The air travel experience is a victim of rigid and pointless policy. The TSA has instituted a vicious 
fear tax (no snowglobes please) whose only purpose is to simulate security, not actually provide it.  

The airlines have followed suit and continue to adhere to rigid systems that thwart service, instead 
of empowering their employees to use awareness and make decisions that are helpful to both the 
customer and the company. 

Zappos prides itself on hiring employees that can solve problems in their own way by thinking 
outside the box. They are encouraged to take risks and not punished when they don’t work out. 
This creates unexpected and memorable experiences. Experiences worth remarking about. 
Experiences that drive loyalty. 

5. Do More With Less  
As the airline industry continues to search for experience-destroying ways to increase the bottom 
line, companies like Zappos are busy providing great service and making money. The only thing the 
airline industry is producing more of is complaints. The recent Air Travel Consumer Report from 
the US Department of Transportation shows a 90% increase in complaints when comparing June 
2009 to June 2010. Year to date statistics show a 32% increase in complaints in comparison to the 
same time period a year ago.  

While the value delivered by the airlines continues to diminish, Zappos is always striving to 
incrementally improve itself. As they become increasingly more efficient and refuse to succumb to 
the good enough syndrome that plagues its competition, Zappos continues to serve as an example 
for not just a great shoe company, but a great service company. 

I don’t know about you, but I’ll be waiting in line to buy my ticket on Zappos Airlines…just as 
soon as Tony finishes up with that bus. 

 


