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東京商工会議所・企業経営委員会は、平成20年に、会員の中堅企業を対象に「中堅企
業の経営課題に関するアンケート調査」を行いました。その結果中堅企業は、経営に影響
を受けそうな経済・社会環境の構造変化として、CSR・コンプライアンスに関する社会
的要求の高まりを強く認識していることがわかりました。
これを受けて同委員会は、
「中堅・中小企業のCSR・ガバナンス・コンプライアンス対
応のあり方に関するワーキンググループ」を設置し、平成21年に「中小企業経営者のた
めの社会的責任（CSR）対応チェックシート」を編纂・発行致しました。手軽にチェッ
クをすることで自社のCSR対応度を把握し、さらには自社の置かれた状況に相応しい独
自の企業行動規範の策定と実践を期待してのことであります。
今般「ソーシャルマーケティングの勧め

〜社会的責任の視点を取り込んだ経営〜」を

発行するに到った背景には、前述のチェックシート発行後にも、社会的責任を実践してい
る企業の具体的な事例があれば、ぜひ参考にしたいとの要望が多数寄せられたことがあり
ます。本年度は、
「ソーシャルマーケティング・ワーキンググループ」を設置して、事例
を収集し、本冊子の発行に至りました。
本冊子を編集するにあたっては、８社の企業にご協力を仰ぎました。ご協力頂いた企業
においての社会的責任は、いかに本業の経営をうまくやるか考えた末に、ごく自然に経営
の血となり肉となって溶け込んでいるようです。本業をうまくやるための仕組みを作った
ら、結果として貢献にもつながっている、というケースも見られました。
平成19年発行の「企業行動規範」、平成21年発行の上記チェックシートと併せ、３年
間の委員会事業の締めくくりとなる本冊子を活用していただくことで、会員企業の社会的
責任経営に資することを期待して、ご挨拶の言葉とさせていただきます。

東京商工会議所

企業経営委員会
委員長

池

田

彰

孝
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社会的責任による競争優位
マーケティングからみた可能性
早稲田大学商学学術院

教授

恩

藏

直

人

複数の競合企業があったとしよう。どの企業を取り上げてみても、品質面やサービス面にお
いて遜色はない。価格もほとんど同じ。一つだけ違う点があるとすれば、一つの企業は社会的
責任を積極的に果たしていることである。このようなとき、人々はどの企業を選ぶだろうか。
どうせなら、社会的責任に積極的な企業を応援してあげたいと思うのではないだろうか。本冊
子で取り上げた８社は、いずれも社会的責任を本業に結びつけながら、顧客や社会からの支持
や支援を受けて成果を高めている。
今日、多くの企業にとって、社会的責任は避けて通ることができなくなっている。企業市民
や社会貢献など呼び方は幾つかあるが、単に利益を上げるだけではなく、社会に対する責任を
積極的に果たさなければ人々からの長期的支持は得られない。社会的責任の議論は大企業でま
ずスタートしたが、大企業よりも地域や住民との結びつきが強い中堅企業の方が、実は社会的
責任がいっそう求められ、社会的責任を実践することにより競争上の優位性を得られるものと
思われる。以下、社会的責任による競争優位の可能性について、マーケティングの視点から考
えてみよう。

（社会的責任の宣言と積極的展開）
大手企業の年次報告書やウェブサイトを見ると、各社の社会的責任に対する考え方を読みと
ることができる。フォード・モーターでは、
「優良企業と偉大な企業には違いがある。優良企業
は優れた商品とサービスを提供する。偉大な企業も同様に、優れた商品とサービスを提供する
がそれだけではない。世の中をより住み良い場所にするために真剣に努力するのだ」とある。
アメリカン・エキスプレスでも、「企業が事業活動の場となる地域社会にお返しをすることは当
然であるという以上に、そのこと自体が賢明なビジネス行為である。健全な地域社会にとって
重要なのは、社会に福祉が整い、経済全体が円滑に回ることである」と述べている。
わが国のトヨタでも「事業活動を行うあらゆる地域において、独自にまたはパートナーと協
力して、コミュニティの成長と豊かな社会づくりを目指し、社会貢献活動を積極的に推進します」
と主張し、イオンも「地域のくらしに根ざし、地域社会に貢献し続ける企業集団です」と述べ
て地域社会との絆を強化している。
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今回、ヒアリングを実施した企業ではどうだろうか。学童鉛筆を製造する北星鉛筆では、
「鉛
筆は、我が身を削って人のためになり、真ん中に芯の通った人間形成に役立つ立派な職業だから、
利益にとらわれないで、鉛筆のある限り、家業として続けるように」という家訓を有している。
同社では一日あたり10万本の鉛筆を生産するが、木材の４割はおが屑として排出される。排出
されたおが屑は、これまで銭湯や工場用の燃料として利用されてきたが、銭湯の減少や燃料の
変化などにより用途が先細っていた。そこで、鉛筆の製造工程で排出される産業廃棄物「おが屑」
をパウダー化して、エコロジー粘土「もくねんさん」や絵の具「ウッドペイント」の商品化に
成功した。家訓の中で社会貢献を主張することにより、本業を通じて社会貢献を実現し、顧客
から支持される会社となっている。
企業の多くは社会的責任に積極的であることを自らアピールしている。今日の社会的責任は、
後ろ向きではなく前向きの姿勢で進められているのだ。ヒューレット・パッカードのカーリー・
フィオリーナは、「多くの企業や団体が、社会的課題や環境問題などの検討事項を最初からビジ
ネス戦略に組み入れることによって、最先端の技術革新を可能にし、競争優位を我がものにし
ている」と述べている。
自然素材を多用し、廃棄時における環境負荷低減、資源循環に貢献しているOKUTAでは、
「OKUTA Familyは、理解ある顧客と、誠実なる社員と、健全なる取引先との最高の信頼関係
を構築し、持続可能な経営をおこない、地球規模の原則を尊重する事業を目指す」とミッション・
ステートメントで宣言している。同社は、2002年に塩ビの内装材を全廃し、無添加リフォー
ムへ向けて舵を切った。現在では、
「自然素材とデザイン性」を訴えるとともに、材料費と工事
費を分けて透明性と納得性の高い「材工分離」の販売手法を導入することにより、競争の激し
い業界において業績を伸ばしている。

（社会的責任の戦略性）
この10年ほどを振り返ってみると、社会的責任に対する企業の考え方は大きな変化を遂げて
いる。2000年より以前、企業の社会的責任は「何をしたら良い会社として映るのか」という
視点で取り組まれていた。そのため、どうしても八方美人的な行動に陥りやすく、さまざまな
団体へ寄付をして、短期的なコミットメント（かかわりや結びつき）を繰り返していた。「痛く
もない腹を探られたくない」という思いからか、自社のビジネスとはできるだけ距離を置いた
団体や課題に取り組もうとしていたようでもある。当時の社会的責任は、ビジネス目標を戦略
的に支援するという性格のものではなく、役員会の好みや社長の希望で対象が選ばれる場当た
り的な性格のものであった。
ところが新世紀を迎えると、社会的責任は次第に姿を変えていく。企業の社会的責任の取り
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組みは、自社ビジネスと結びつきの強い対象が選ばれるようになり、場当たり的と言うよりも
戦略的になっていった。当然のことではあるが、
「良いことをしている」と自らが感じるだけで
は不十分であり、本業への見返りを意識するようになる。その結果、短期的なコミットメント
よりは長期的なコミットメントに重きを置くようになり、フィードバックや成果測定までもが
求められるようになっていった。

社会的責任の進化
従来的な社会的責任

今日的な社会的責任

領

域

自社ビジネスとの関係は希薄

自社ビジネスとの関係は密接

姿

勢

場当たり的

戦略的

焦

点

八方美人的で絞り込まない

有効な分野へ絞り込む

期

間

短期的なコミットメント

長期的なコミットメント

社会的責任におけるこうした変化はなぜ生じたのだろうか。ひとつには、ある種の保険的機能
を求めてのことと思われる。余力のあるときに積み立てておけば、いざというときに役立つ。
地域社会において高い評判を得ている企業は、何らかの危機に直面した時に救われるのである。
1992年、ロサンゼルス中南部で暴動事件が起きたとき、マクドナルドは破壊行為から免れ
ることができた。同社はロナルド・マクドナルド・ハウスを通じて、地域社会との関係構築に
つとめ、雇用機会の創出にも積極的に取り組んできた。そうした活動によって、マクドナルド
は高い評判を得ていたので、暴徒達は60にも及ぶフランチャイズ全店に危害を加えることがな
かったのである。
もうひとつの理由として、顧客、投資家、そして従業員達が企業を選択する場合に、当該企
業の倫理観を重視するようになっている点である。宝焼酎が主力商品である焼酎のペットボト
ルを変更したとき、興味深いことが起こった。同社の焼酎2.7㍑の容器は、本体部分のペット
と取っ手部分のＰＰ（ポリプロピレン）でできていた。顧客からすると、丈夫な取っ手は持ち
やすいが、リサイクルという点では分別できないという問題があった。宝焼酎はこの容器をエ
コペットボトルに変更し、取っ手部分のＰＰをなくして、ペットの一部分をへこませてグリッ
プをつけた。従来の取っ手と比べると、どうしても持ち易さという点では劣っている。ところが、
特別な広告キャンペーンを実施することなく、焼酎の売上げは伸びていった。顧客も取引先も
環境に優しい新しい容器を支持し、そのことが売上げ増へと導いたものと宝焼酎では理解して
いる。
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（コモディティ化への対応）
さまざまな業界において、商品やサービスのコモディティ化が進んでいる。企業間の提供物
における本質的な違いが乏しくなると、企業は新たな差別化軸を見いださなければならない。
そうしたおり、社会的責任はブランドを差別化する一つの有力な切り口となる。
ザ・ボディショップは商品テストにおいて動物実験をしないというキャンペーンを実施して
いる。このことは、創業者であるアニータ・ロディックとともに、多くの好意的なパブリシティ
記事で取りあげられた。その結果、ザ・ボディショップは他の競争ブランドとは全く異なるブ
ランド・ポジショニングの確立に成功している。さらに2006年、フランスの大手化粧品会社
ロレアルによって買収された後も、ザ・ボディショップは「今後も動物実験に関する方針を転
換するつもりはない」との意向を表明している。ロレアル側も、ザ・ボディショップの独自の
方針（動物実験反対、フェアトレード、人権問題や環境問題への取り組み）を認識し、尊重す
るとしている。
修理の永久保証を実施している革製品製造のイビサでも、バッグ市場においてユニークなブ
ランド・イメージを築いている。厳選した素材は一切捨てることなく使い切り、自社製品を末
永く使い続けてもらうための修理を引き受けている。こうした取り組みが顧客からの強い支持
へとつながり、リピーター率は８割にもおよび、累計で900点、金額にして4000万円以上の
買い物をしている顧客もいる。
社会的要素を盛り込んだマーケティングの取り組みは、社会的要素の少ない同じようなマー
ケティングの取り組みより、コモディティ化した市場においてブランド評価やブランド・イメー
ジにポジティブな影響を与えることができる。アメリカのある調査結果によると、「82％の回
答者は、世の中を良くするために何らかの行動を起こしている企業について、よりポジティブ
なイメージを持つ」
「62％の回答者は、自分が関心を持つ社会的問題に貢献している小売店に
スイッチする」という。また、
「17％の人が、社会的責任を果たしていない企業の商品の購買
拒否を実際にしたことがある」という報告もされている。
企業の社会的責任に関する問題は、リスク・マネジメント、法令遵守、グローバル・マネジ
メントなどの視点からアプローチが試みられてきた。しかし、社会的責任の本質は、顧客ニー
ズの対象を製品やサービスだけではなく資源や環境などにも広げてとらえるとともに、顧客だ
けではなく地域社会のニーズを経営に組み込むことにある。とすれば、社会的責任の遂行は、ニー
ズを追求するマーケティングと極めて合致していると言えるだろう。マーケティング視点から
社会的責任を考察することで、中堅企業によるビジネスの可能性はもっと広がり、そのことが
競争優位へと結びつくはずである。
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身を削って社会に奉仕する「鉛筆の精神」で取り組む社会貢献

北星鉛筆株式会社
代 表 者：杉谷 和俊
資 本 金：6,000万円
従業員数：28名

事業概要
明治期に祖先が北海道に屯田兵として渡り、豊
富な木材に目を付けて材木商からスタート。鉛筆
の木材となる「鉛材」を製造して、内地での販売
第１号となり、鉛筆産業への参入を果たす。戦後、
北星鉛筆を設立し、学童鉛筆の製造に携わってき
た。時代の流れとともに、業界自体の縮小傾向は
止めようがないが、キャラクター鉛筆、コンビニ
用の削った３本組の鉛筆、マークシートに適した
鉛筆など、アイデアを凝らした製品で約半世紀、
事業を継続してきた。
近年、鉛筆の製造工程で排出されるおが屑のパ
ウダー化に成功。
エコロジー粘土
「もくねんさん」、
乾くと木になる絵具「ウッドペイント」を商品化、
産業廃棄物を資源に変える再商品化に成功。

ソーシャル経営のポイント
・学童に良質の鉛筆を提供し続け、社会科見学に
工場を開放するなど、教育現場に貢献。
・全国で42社のうち37社が集中する東京の地場
産業である鉛筆産業の存続に尽力。
・鉛筆の製造過程で排出されるおが屑（＝産業廃
棄物）を資源に変える、世界初の「循環型鉛筆
産業システム」構築に成功、資源の有効活用と
環境保護に貢献。
・再生商品の粘土と絵具を使った創作普及活動に
より、子供の創造力・造形力の向上等、教育現
場での貢献、地域住民への地域文化活動による
趣味・生きがいの提供。

ゴミを何とかできないか
もともと家訓にもあるように、社会への奉仕を
経営上の信条としてきた。毎日10万本の鉛筆を
生産し、４割をおが屑として排出。昔は、銭湯や
工場の燃料として活用されていたが、
銭湯の激減、
工場用燃料の変化などで用途が先細り、ただ燃や
して廃棄するだけに。「モッタイナイ、何か使い

所 在 地：葛飾区
設 立 年：1951年
事業内容：鉛筆製造

道はないものか」と模索を続けた結果、おが屑を
パウダーにし、さらに粘土や絵具へと加工し、再
利用する道筋をつけた。

開発に到る苦労話および克服策
粘土を開発する前に圧縮薪を作ったことがあっ
たが、在庫が膨らみ断念。試行錯誤を重ねておが
屑をパウダーにする粉砕機を開発、ようやく粘土
への再生に成功した。木の絵具「ウッドペイント」
は、玉川大学芸術学部との共同研究の補助事業の
認定を受け、開発に成功した。苦労は多かったは
ずだが、
「好きなことをやっているから苦労とは
思わない」と社長は語る。

経営理念（家訓）
「鉛筆は、我が身を削って人のためになり、真
ん中に芯の通った人間形成に役立つ立派な職業だ
から、利益にとらわれないで、鉛筆のある限り、
家業として続けるように。
」という家訓に現れてい
る通り、社会における
企業の存在価値を問い
続けて、半世紀を超え
て連綿と鉛筆産業を
守ってきた。
従業員に対しては、
「研究開発の心構え」
を制定。目指すべき「目
標」を持ち、
「夢の実現」
に向けてチャレンジ精
神を発揮し、得意技を
磨いて「その道のプロ
になる」ことを奨励し
ている。
2010年、本社敷地
内に「東京ペンシルラ
ボ」を開設。壁はもち
ろん木の粘土と絵具で
赤い部分が「東京ペンシルラボ」
内装。ここをアンテナ の入口
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おが屑パウダーから生まれた粘土（左）と粘土の作品群（右）

おが屑パウダーから生まれた絵の具（左）とその作品（右）

ショップ兼粘土教室会場とし、教育、文化の発信、
鉛筆ファン作りの拠点として活用している。

ソーシャル経営の効果
2003年、 全 国 地 場 産 業 優 秀 製 品 優 秀 賞、
2005年、東京都ベンチャー技術大賞奨励賞、
2007年、ホビー産業大賞、葛飾ブランド認定な
ど、社会への認知度が向上している。
もともと家訓にある通り、本業の製品を通じた
社会貢献はベースとなっていたが、廃棄物削減に
よる環境保護、再生商品を用いた創作普及活動に
よる子供の想像力・造形力の向上などの教育現場
への貢献、地域住民への趣味・生きがいの提供な
ど、社会貢献のかたちに広がりが出てきた。
全売上の10％程度を再生商品が占めるように
なり、目標はこれを40％に引き上げること。そ
うなるとごみの排出量と一致し、理想のバランス
になると言う。

顧客との関係構築策
学童鉛筆メーカーを自認する企業だけに、主要

ターゲット顧客はまさしく児童である。永年にわ
たり、学童鉛筆を提供し続けてきたが、時代時代
に合わせたバリエーション展開によって、ニーズ
を発掘し、顧客に選ばれる製品作りを続けてきた。
最近では、再生商品である粘土や絵具を使った
学童対象の粘土教室が、地域住民対象の木彩画・
造形展に広がりを見せ、趣味・生きがいを助ける
活動にも発展、良好なコミュニティ作りの一助に
もなっている。

他社が参考とすべき視点
「企業にとって大切な事は、存続価値の確立。
社会・教育・環境等にどのような形で貢献できる
かが重要なポイントだと考えます」
（鉛筆の精神
より）
従業員わずか28名の中小企業が自身の存在価
値と社会貢献を真剣に考えている。そのひたむき
で真面目なパワーが、他の大手鉛筆メーカーでも
成し得なかった（考えてもいなかった）、おが屑
の画期的な利用方法と、その再生商品を用いた新
たな社会貢献活動を生み出している。小規模な会
社でもできる社会貢献のひとつの姿を示している。
北星鉛筆株式会社 07
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メーカーサポートの終了した古い機器をサービスします

京西テクノス株式会社
代 表 者：臼井 努
資 本 金：4,000万円
従業員数：350名

事業概要
メーカーサポート期間の終了したあらゆるブラ
ンドの電子計測機器、通信機器、医療機器の修理・
保守サービスを行う。メーカーはできるだけ早く
製品のサポートを打ち切って新製品開発をしたい
と考え、ユーザーは使い慣れた機器をできるだけ
長期間使用し続けたいと考える。同社がこの両者
の間に立って、従来はメーカーの仕事であった
サービス業務を提供することで、ユーザーはメー
カーサポート期間終了後も安心してワンストップ
サービスを受けることができると同時に、新しい
機器購入のための高額な設備投資を抑制すること
ができ、
メーカーはサポート業務から解放されて、
新製品開発に専念することを可能にしている。修
理に不可欠だが入手困難な古いパーツは、世界中
に独自の収集ルートを築いたり、部品検査ツール

所 在 地：多摩市
設 立 年：1946年
事業内容：電子計測機器等の修理

を独自開発するなど、他社が追随できない優位性
ある地位を築いている。

ソーシャル経営のポイント
・ユーザーが使い慣れた機器を永く使い続けるこ
とを可能にすることで、産業廃棄物のボリュー
ム削減という直接効果によって地球環境への貢
献を果たしている。
・修理専業への業態転換に際しては、メーカーか
らサービス部門を人員ごと引き受けるなど、雇
用促進とあいまって地域経済の発展にも貢献し
ている。
・日本から電子機器の修理技術を絶やすことなく
維持向上させること自体が、日本の産業界に対
する貢献とも言える。

修理専業へ業態転換を決意
創業当初は、大手電子機器メーカー
の下請けとして、計測機器や通信機
器のユニットの製造・検査や実装を
行っていた。現社長が大手電機メー
カー勤務を経て同社入社後、電子機
器受託製造の業界では、常に価格競
争にさらされ、製造拠点は国外へシ
フトしていく状況に直面して、この
業界の将来性に疑問を持つ。一方で、
稼働している自社保有機器が突発で
故障した時に、言われるがままに高
額な修理代金を払っているのを見る
につけ、品質・スピードで優位性が
あれば高い報酬が取れる修理ビジネ
スが大変魅力に映った。ものづくり
を経験してきたからこそ培えた技術・
ノウハウがあれば、修理という新分
野でも十分勝算ありと、業態転換を
決断する。2001年に現社名に改称
し、70名でスタートした。
「トータルマルチベンダーサービス」でワンストップサービスを提供
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転換後に経験した苦労
業態転換という大きな舵を切る時には、必ず反
対がつきものだが、
「有言実行」
「結果を出す」
「経
営責任は自分が負う」信念で徐々に押し進めて
いった。
バブル後の不況によるリストラが吹き荒れた際
には、メーカーのサービス部門を従業員ごと引き
取って豊富な経験や高い技術力を持つ人財を多数
獲得し、
業容拡大を一気に進めるなど、
同社にとっ
て追い風が吹いた半面、プロパー従業員との給与
格差があり、本人・社員会とじっくり話し合って
給与引き下げに応じてもらうという苦労も経験し
ている。

経営理念
「情報・通信・計測・医療分野において、あら
ゆるメーカーの製品を当社１社で修理・保守サー
ビスを行うトータルマルチベンダーサービスを実
現する。
」
この理念を実現し、サービス業として高い競争
力を維持し続けるカギは「人財」と捉え、教育に
工夫をこらす。従業員としての基本スキルを習得
させる
「汎用教育」
、
専門知識を高める
「専門教育」、
機器のカテゴリーごとの顧客ニーズに対応する
「専用教育」を通じて人材育成に力を入れている。
様々なメーカーのサービス部門から移ってきた、
多様な経歴と旧所属会社のカラーを持った混成部
隊に真の京西マンになってもらうためにも、教育
は欠かせない。

従業員満足度の高い会社に

が可能となっている点で、他の保守企業にはない
優位性を築いている。同社のサービスマンにとっ
ても、全メーカーの製品が扱えることで、自分の
持つ技術の世界が広がり、プライドを持って働く
ことができ、ますます技術の蓄積も進み、会社全
体の競争力も上がるという好循環を得ている。修
理達成率は汎用計測機器で95％、医療機器で
100％。顧客からの感謝の声や礼状が届き、従
業員の満足度、達成感は極めて高いという。

顧客との関係構築
最初は社長の人脈のあるメーカー品のサポート
からスタート。サービスをアウトソースしたい
メーカーの思惑とも一致して徐々に業務を拡大し
てきた。メーカーがサービスを打ち切った後は、
ユーザーとの直接取引で顧客数を増やしていき、
少数の取引先に依存しない体制を作った。今では
大手メーカーとの信頼関係を築き上げ、サポート
に必要な図面などの貴重な資料も提供してもらえ
るようになり、技術的優位性の源泉となっている。

他社が参考とすべき視点
下請け製造メーカーから修理専業へと業態転換
を図り、さらにすべてのメーカーの機器を扱える
ようにビジネス領域を拡大してきた。これは、現
状に満足しない挑戦の気持ちを常に持ち続けて自
社の技術に磨きをかけてきた賜物である。他に例
を見ない精鋭集団となり、
「京西がなければ日本
の飛行機は飛ばない」とまで言われるような、社
会になくてはならない存在となると同時に、地球
環境保護にも貢献している。

現在では、あらゆるメーカーの製品に修理対応

教育こそ最大の競争力の源泉

京西テクノス株式会社 09
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自然素材リフォームで快適生活を創造

株式会社OKUTA
代 表 者：山本 拓己
資 本 金：6,700万円
従業員数：228名

事業概要
1992年設立の比較的新しいリフォーム会社
ながら、短期間で順調に業績を伸ばしてきたが、
業界の過当競争が激しくなる中、従来型の商売の
やり方に疑問を持つ。ロハスという言葉が日本に
入ってきた頃、社運を賭けて2002年に塩ビの内
装材を全廃し、無添加リフォームへの舵を切り、
自然素材の使用比率を上げていった。リフォーム
工事は、完全なオーダーメイド商品である。もう
ひとつ付加価値を加えるため、やがてデザイン性
の高いリフォームを行うようになり、数々のデザ
イン賞を受賞するに到る。
現在は、
「自然素材」
「高
いデザイン性」をキーワードとし、材料費と工事
費を分けた透明性と納得性の高い「材工分離」の
販売手法とあいまって、共感する顧客を獲得し、
経営を軌道に乗せた。業界では珍しい有料会員制
度「LOHAS CLUB」を設け、リピーターを生
みだすことにも成功している。

ソーシャル経営のポイント
・珪藻土の壁材やにかわの接着剤など、自然素材
を多用した「ロハスリフォーム」を提唱し、「安
心」「安全」で「健康」な住生活を顧客に提供
している。
・対顧客のみならず、自然素材の使用は、廃棄時
においても環境負荷低減、資源循環に貢献して
いる。
・2009年より地元埼玉県の有機農法を実践する
農家と提携して、社員の米を確保する「こめま
めプロジェクト」を開始し、地産地消に貢献し
ている。
・「エコツアー」を開催し、持続可能で低炭素な
地域社会作りを実践している事例を見て学べる
機会を提供している。
・社用車をハイブリッドカーに転換し、社員にも
ハイブリッドカー支援金を支給。本社屋上に太
陽光パネルを設置し、消費電力の一部をクリー
ンエネルギーでまかなう。

所 在 地：さいたま市
設 立 年：1992年
事業内容：リフォーム業、不動産仲介業

自然素材しか使わないという決意
ダイオキシンが社会問題になったのを機に、前
社長が「有毒ということを知ってしまった以上、
もう売ることはできない」と宣言して2002年に
塩ビの内装材を全廃、無添加リフォームへの転換
を図った。この年を、「過去のしがらみを断ち切っ
て、第二創業をした年」と位置付ける。同時に、
ミッション・ステートメントを制定し、持続可能
な社会作りという理想に向かって舵を切った。

方針転換に逆風も
これまで何の問題もなく使っていた素材の使用
禁止に反発したベテラン・中堅社員が大量に辞め
た。追い打ちをかけるように、その後起こった悪
質リフォーム業者問題、耐震偽装問題で業界全体
に逆風が吹き、同社も少なからず風評被害の影響
を受けて売上は激減する。
経営者自ら講演やセミナー、メディアを通じて
価値観の発信を続ける一方、共感する社員しか採
用しないなど、根気よくブレない経営を貫くこと
で価値観に共鳴する顧客を徐々に増やし、危機を
乗り切った。

無垢材の床材

「にかわ」接着剤

無垢材のドア

10

CW3̲A5045D01.indd 10

2010/06/18 8:39:59

好循環サイクルへ

新聞紙をリサイクルした断熱材

経営理念
経 営 方 針 を 転 換 し た2002年 に 同 時 に ミ ッ
シ ョ ン・ ス テ ー ト メ ン ト も 制 定 し、「OKUTA
Familyは、理解ある顧客と、誠実なる社員と、
健全なる取引先との最高の信頼関係を構築し、持
続可能な経営をおこない、地球環境の原則を尊重
する事業を目指す。
」と宣言する。
経営方針の転換に反発した社員が大量に辞めた
反省から、以後は、経営理念に共感できる社員し
か採用していない。毎日の朝礼では、全員でミッ
ション・ステートメントを唱和し、すべての意思
決定はミッション・ステートメントに基づいて行
われている。
「LOHAS studio」と名付けたショールームを
首都圏に12店舗展開している。ここでは「自然
素材」を使用した「高いデザイン性」を備えたリ
フォームを顧客に体感してもらうとともに、会社
の理念を発信する場、会員のコミュニティの場、
双方向のコミュニケーションの場としても機能し
ている。

会社の理念に共感して入社して来る社員が増え
るにつれ、離職率が大幅に減少し、定着率が9割
近くに上がった。
経営者の理念の発信が浸透し、経営が軌道に乗
るにつれ、メディアの取材も増加し、それにつれ
て、社員の誇り、自信、やりがいが増加していき、
好循環が生まれている。
また、理念に共感してくれる顧客に絞ることで
顧客のターゲットが明確になり、より営業しやす
い環境が整ってきた。
業界では珍しい会員制度「LOHAS CLUB」
を作り、しかも有料会費で運営している。この会
員が1万世帯に迫る規模に達しており、これも業
界では珍しいリフォームのリピーターを生み出す
ことに成功しており、このクラブの会員・紹介者
への売上が年間9億円にも達している。

顧客の獲得は場の提供から
今の消費者は多くの情報を持っていて、企業か
らの一方的な発信には見向きもしない。「何かに
参加したい」
「同じ興味を持つ人とコミュニティ
を作りたい」という人に、会員制度「LOHAS
CLUB」が場を提供する役割をも担っている。ラ
イフスタイル・暮らしをテーマに、LOHASに共
感する他業界の企業ともタイアップし、顧客を紹
介し合うなど、より高い価値を顧客に提供できる
場作りへと広がりを試行している。

他社が参考とすべき視点
独自の価値を創造し、社会に発信し、その価値
に共感する顧客を選ぶのもこれからのマーケティ
ングの一手法ということを実感させてくれる好例。
いったん自社の「企業価値」を社会に向けて発信
した以上、後には戻れないし、経営者がブレたら
会社がなくなってしまう。そういう危機感もあっ
て、根気強く価値観を世間に発信し続けることで、
着実に共感者を増やしてきた好例とも言えよう。
LOHAS studio

株式会社OKUTA 11
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エアコンに頼らなくても快適に暮らせるマンション

株式会社リブラン
代 表 者：鈴木 雄二
資 本 金：２億3000万円
従業員数：43名

事業概要
現会長が不動産仲介業からスタート。1980年
代にマンションのディベロッパーとなるが、売上
を増やすよりも、住宅の役割や家族のあり方につ
いて考え続けてきた。民間企業としては、環境共
生型住宅を販売した第一号となる。
「気持ちのい
い住宅」に住みたいという経営者の素朴な思いを
実現するため、
「風」
「陽」
「緑」
「水」という４つ
の自然要素を工夫し、組み合わせる「エコミック
スデザイン」を創造、省エネと快適性を同時に実
現、
森とコミュニティに囲まれて暮らす
「エコヴィ
レッジ」シリーズを販売している。24時間ピア
ノを弾いて暮らす「Musision」などのシリーズ
も展開、思想のある住まいを提案している。

ソーシャル経営のポイント
・居住者がベランダで植物を育て、建物を緑で覆
う「緑のカーテン」は、ヒートアイランド現象
対策に有効であるため、エアコンに頼らなくて
も快適に生活でき、CO2削減に寄与する。
・子供と一緒に「緑のカーテン」でゴーヤを育て、
収穫し、
食することで情操教育に寄与している。

所 在 地：板橋区
設 立 年：1969年
事業内容：マンションディベロッパー

・「緑のカーテンを町中に広げよう！」と、学校
の体育館などを植物で覆う活動を展開中。活動
を通じ、児童や地域住民同士が自然に打ち解け
合い、良好なコミュニティ作りへ貢献している。
・妙高高原に地元の自然学校と提携して「妙高リ
ブランの森」を運営。自然と触れ合い、古くか
らの暮らしぶりを学び、豊かな心を育む場を提
供している。

快適な住宅を本気で考える
戦後の住宅不足解消策として、国が推進したの
は「規格化」された工業製品のようなコンクリー
トの集合住宅の大量供給。また、立地・広さ・価
格の３要素でマンションの価値が判断されてき
た。つまり、「快適に暮らす」知恵は、一歩遅れ
たところにあった。人が自分自身の、他と異なる
人生を歩もうとする時、住宅は最も大切な手段で
あるにもかかわらず、その自己実現の助けとなる
ような思想高き住宅があまりにも少ないことに同
社の経営者は悔しい想いをする。そこで、2002
年に「欅ハウス」という環境共生型コーポラティ
ブハウスの企画を行い、社長自身も居住した。
「風」
（風の通り道を考える）「陽」（直射日光を遮る工
夫をする）
「緑」
（植物の力を借りて涼を取り込む）
「水」（樹木と水路を設け、蒸散効果で天然の冷
気を作り出す）という４つの自然要素を組み合わ
せ、快適な暮らしを提案する「エコミックスデザ
イン」の創造へとつながって行く。

緑化には意外な先入観が

バルコニーから「緑のカーテン」を望む

建物の緑化を始めたとき、ツタの絡まった廃屋
のイメージが先行し、
「お化け屋敷」「怖い」
「虫
が付く」「汚い」といった先入観から、行き詰っ
たこともあった。たまたま「緑のカーテン」のあ
るマンションのお客様に学校の先生がいたことか
ら、縁あって学校緑化を始めるきっかけに。徐々
に緑化のイメージを「きれい」「素敵」「知的」「木
漏れ日」へと変えていくことに成功する。
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経営理念
「住宅産業は人間産業であるという視点にたち、
日本の住文化の創造により、人々のしあわせに貢
献すること。
」
同社の提唱する「エコミックスデザイン」の基
本理念は、「便利な都市に暮らしながら、森の中
の快適さを室内に取り込み、自然の力をかりて、
快適に過ごす住まい方」
。
「エコミックスデザイン
教本」は176ページにも及ぶ。購入者・検討者
に配布し、「自然と共生する」という社会的な価
値に基づく、「新しい生活の暮らし方」という価
値観を居住者に提案することを目指している。

「緑のカーテン」の効果
「風」
「陽」
「緑」
「水」の巧みな組み合わせによ
り、エアコンに頼らなくても快適に住めるマン
ションを実現。毎年約1000時間はエアコンを使
用していた社長自身が、無理なく５時間／年を実
体験している。
「ミュージション志木」
「エコヴィレッジ常盤台
け や き の 公 園」
「エ コ ミ ッ ク ス デ ザ イ ン」 が
2005年〜2007年度に連続してグッドデザイ
ン賞を受賞。その他業界団体等の表彰も多数。
「エコヴィレッジ」
購入者と同社が協力して行っ
た板橋区の小学校での「緑のカーテン」活動が地
球温暖化防止活動環境大臣賞を受賞。
数値で図るのは難しいが、省エネで快適な生活

行政との協働により緑化した市立体育館

ができる顧客の満足度は高いと思われ、実際に住
んだ人からの口コミで人気を呼び、顧客の紹介で
販売戸数の５％が売れるという。

顧客との良好な関係構築
購入検討者には、176ページにも及ぶ「エコ
ミックスデザイン教本」を配布し、「自然と共生
する」考え方を理解してもらう。さらに、友の会
に入会してもらい、「エコミックスデザイン」と
そうでない住まいの比較をしてもらい、納得ずく
で購入してもらうため、概して入居者の満足度は
高い。入居後の「緑のカーテン」活動、居住者に
よるコンサート、町内会活動支援などのコミュニ
ティ活動を通じ、住民同士の絆作りにも一役買っ
ていて、さらに満足度を高めている。

他社が参考とすべき視点
快適な住環境を形成する重要な要素のひとつに
コミュニティ作りがある。エアコンに頼らない省
エネで快適なマンションを提供する一方で、それ
を実現するための「緑のカーテン」作りを通じ、
マンション住民や地域住民を巻き込んだコミュニ
ティ作りが巧みに行われており、さらに満足度が
上がるという好循環を作り上げている。継続する
ことにより利益を生み出す「戦略的なCSR」の
好例が見て取れる。

エコミックスデザイン教本

株式会社リブラン 13
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母から娘へ受け継がれる国産バッグ

株式会社イビサ
代 表 者：吉田 博英
資 本 金：8,120万円
従業員数：420名

事業概要
現会長が創業前に訪れ、感銘を受けたスペイン
のイビサ島から命名した自社ブランドIBIZA（イ
ビサ）の革製ハンドバッグを販売する。分業が一
般的な業界にあって、バッグの素材である革の仕
入れから商品企画・製造・卸・販売・アフターケ
アまで一貫した責任ある体制を確立している数少
ない企業。素材に徹底してこだわり、天然革素材
の風合いを最大限活かしたバッグ作りなので、同
じものはない。顧客はそのオリジナリティゆえに
愛着を持ち、長く使い続けたいと思い始めるよう
になる。修理の永久保証、無料のお手入れなどの
アフターサービスを通じて、実際、母娘２代にわ
たって長く愛用を続けているユーザーも多数いる。

ソーシャル経営のポイント
・「自然からいただいた大切な革だから」と、厳
選した素材を一切捨てることなく使いきる。製
造工程では、有機溶剤の使用削減、シンナーの
使用量削減、タンニンなめしの多用など、資源
の節約と環境保全に努める。

所 在 地：川口市
設 立 年：1965年
事業内容：革を中心とした製品の製造販売

・修理を提供し、愛着のある品物を永く使い続け
てもらうことで、資源の有効利用に貢献してい
る。
・愛着のある一品が母から娘に受け継がれること
で、母娘世代間の絆作りにも貢献している。こ
れを「愛着の再利用」として、同社は、大量消
費ではなく、愛着をもって使い続ける暮らしの
豊かさを追求している。

直販への転換と永久修理の導入
想いを込めて製作したバッグが値引き販売され
ているのを目の当たりにして、卸売主体の流通形
態ではだめだと判断、創業者で現会長が自ら問屋
を通さない販売チャネルを確立し、値引き販売は
一切していない。また、1972年頃から修理の永
久保証（有料）、無料のお手入れなどのアフター
サービスを実施。「母から娘に伝える、本物が持
つ風合いの優しさを商品にしたい」という考えを
独自のイベントと共に広めるに到った。

手間のかかる修理
修理売上の比率は全体の２％にも満たないた
め、金額的には経営に寄与しているとは言えない。
また、縫い目からほどいて修理し、針穴に沿って
再度縫い合わせるなど、修理内容によっては、新
品を作るよりも手間とコストのかかる場合もあ
る。それでも修理対応することで、顧客は自分の
バッグに一段と愛着を抱くようになり、満足度の
向上には絶大な効果を生む。金具や裏地を替え、
リフォームを施すことで、新たな楽しみを顧客に
提供することにもつながっている。

最新鋭の裁断機を用い、革を余すところなく使い切る

14

CW3̲A5045D06.indd 14

2010/06/18 8:42:15

経営理念
「お客様が第一」
「お客様との永いお付き合い」
を経営理念として、革の風合いを大切にしたオリ
ジナルバッグを追求する。
社員には、販売に関する基本的スキルや顧客満
足に対する考え方を理解させる研修を定期的に実
施している。表彰制度を設け、売上実績だけでは
なく、
「お客様感動」
の好事例を具体的に説明させ、
理念の浸透を図っている。

驚異のリピート率
同じものがないオリジナル商品であるがゆえ
に、一度買っていただいた顧客は、自分だけの商
品に強い「愛着」を抱き、手入れや修理を重ね、
生涯にわたって使い続ける。母娘２代にわたる
フ ァ ン も 生 ま れ て お り、 現 在 の 顧 客 登 録 数 は
120万人を超え、しかもリピーターが８割にも
のぼるという。お手入れ会やふれあいパーティに
参加する顧客のなかには、社員のためにお弁当を
用意する人もいるほど、熱狂的なファン作りに成
功している。信じられないような話だが、累計購
入で900点以上、金額にして4000万円を超え
る顧客もいるという。
末尾の写真のように、
修理に感激した顧客から、
感謝を込めた絵が届いているほか、感謝の手紙も
多数届いており、
作業場の一角に掲示されている。

顧客との絆作り
何よりも大切にしているのは、顧客と社員との
直接のふれあいの場。お手入れ会、ふれあいパー
ティ、工場見学バスツアー、各地のショールーム
を「場」として活用する。こうして作り手と顧客
の双方向のコミュニケーションが醸成され、作り
手と顧客の絆が強化されていく。イベント告知の
ダイレクトメールは、年間90万通を超える数を
発送しているが、14％という驚異的な回収率を
誇っている。
革素材の仕入れなどのために社長が海外出張す
る際には、現地から２万通ものおたよりメールを
出すという。随行社員には切手貼りという、大変

バスツアーで、実際の製造現場を見学する

な作業が待っている。顧客との絆を絶やさないた
めに心を砕いているエピソードだ。

他社が参考とすべき視点
従来型のマーケティング手法のひとつに陳腐化
政策というのがある。企業が次々に新製品を出し、
既存品を意図的に陳腐化させることで、顧客に新
製品を購入させ、売上増を図る手法だ。同社のや
り方では、商品が永く使われるので、一見、これ
に真っ向から対立し、売上増に結び付かないよう
に思われるが、徹底した顧客満足度の向上を通じ
た固定客作りと、愛着のあるモノを永く大事に使
う意識を広めることに成功している。その結果が、
先程述べた驚異的なリピート率の実現という形に
なって表れている。

修理に感激したお客様から届いた絵
修理の作業場の壁に掲げられ、社員の励みとなっている

株式会社イビサ 15
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ハーブとともに新しい「ライフウェア」の提案

株式会社生活の木
代 表 者：重永 忠
資 本 金：1,000万円
従業員数：570名

所 在 地：渋谷区
設 立 年：1955年
事業内容：ハーブ、アロマテラピー製品開発・製造・販売

事業概要
創業者は写真館を開業、２代目が洋食器の販売
に転換した後、1970年代にハーブに関心を抱
き、３代目が1982年にハーブへ大転換すること
を決意、現在、100店の直営店を展開、カルチャー
スクール、ハーブライフ体験ホテル、書籍出版と
幅広くハーブ文化の伝導に努める。ハーブという
モノを売るよりも、植物の自然の恵みを取り入れ
た心豊かな生き方＝ライフウェアを提唱するな
ど、ハーブ文化の普及を標榜している。

ソーシャル経営のポイント
・「コミュニティトレード」という呼称で、世界
のコミュニティとのビジネスモデル構築に向け
活動中。原料のハーブは、産地に木を植え、地
球環境保護を推進するとともに、収穫したハー
ブを適正な価格で買い取るフェアトレードを通
じて、現地の貧困問題解決の一助とする。
・大王製紙と組んで業務で発生した紙をリサイク
ルし、配送カートンに再生、化粧瓶もすべて回
収し、リサイクルする。
・経営するレストランで出た生ごみは肥料にし、
ハーブガーデンで使用、できたハーブはレスト
ランで利用するなど、徹底した循環サイクルを
実現している。

ハーブの将来性に賭ける
1970年代後半に有望な新規事業を模索して
いた頃、アメリカ視察旅行で、人々が「癒し」や
「安らぎ」を得るためハーブを楽しんでいる姿を
目にした。
「日本でもいずれ自然ブーム、
健康ブー
ムが訪れ、必ず売れる」と、２代目は直感的に感
じ取っていたようだ。取り扱い開始後、介護や生
活習慣病にもアロマテラピーの効果が見え、徐々
にハーブで世の中の役に立てることを実感、洋食
器の販売からハーブに大転換することを決意した。

苗木の育成から手掛ける

参入時の障壁および克服策
ハーブ販売参入当初は、在庫のコントロールが
できない卸中心の商売だったことから、流通在庫
が積み上がり、1998年から３年連続で売上減
少、赤字も経験した。そこで、製造から小売まで
一貫流通体制を敷き、直営店比率を高めていった。
薬事法の壁で効能をうたえない、化粧品の製造許
可が店舗には下りないなどの法規制による障壁も
あった。直営店ならではの強みを活かして、効能
は社員が自らの体験談を直接顧客に説明すること
で克服、店舗工場の許可は粘り強い交渉の末、勝
ち取ることができた。2001年からは増収増益を
続ける。

経営理念
「自然・健康・楽しさをテーマに、生活科学（生
活をよりよく識る）と生活哲学（生活をよりよく
考える）を通して、モノ、コト、そしてココロの
豊かさある生活を追求、提案、販売する。」
社内では、顔の見える経営を心掛けている。新
人研修・昇格研修の機を捉え、経営陣から直接理
念を伝えている。書籍・印刷物など、社会に発信
されるものは、必ず全員に配布し周知する。
一方、顧客に対しては、店舗、カルチャースクー
ルを「コト」（石鹸作りなど）を行う場として活
用し、豊かな「ココロ」を発信している。ハーブ
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とアロマテラピー情報誌「ライフウェアブック」
は、撮影、取材、執筆を社員がこなす。年２回、
毎号15万部を配布。

モノより文化
当初の卸形態から直営店中心の営業へと切り替
えたことで、ハーブを「モノ」というよりも文化
として普及させることに成功した。文化に触れる
「場」
、
「コト」を行う「場」
、
「ココロ」を癒す「場」
として直営店、カルチャースクールが大きな役割
を果たしている。ここでハーブを買い、学んだ熱
烈なファンが生まれ、社員に応募してきた人が多
数いるという。社員募集には、環境・健康や社会
貢献意識の高い人が応募してくるようになり、
2011年度の新卒採用には3000人以上がエン
トリーする人気企業になっている。

顧客の育成
商品を購入した顧客、カルチャースクールで学
んだ生徒で同社の理念に共感して入社した社員が
多数おり、そのような社員が同社の理念の伝道者
となり、さらに共感顧客を増やしている。
100店の直営店やカルチャースクールに働く
570名の社員は、すべて感度の高い正社員。だ
から潜在ニーズが手に取るようにわかる。トレン
ドを読むというよりは、むしろ文化を作り、発信
する。

石鹸づくり

モノ余りの時代に簡単には売れない。文化が根付
いたときにモノが売れ始めると同社の経営者は語
り、文化を伝える場の開発を重視する。モノが売
れるのはその結果に過ぎないと捉える。
短期的な株主利益より消費者、社員の幸せ、思
いやりを優先する方が重要と捉え、上場はしない
というが、これも中小企業の生き方のひとつの選
択だろう。これからも文化の創造者、発信者、伝
道者としての同社に期待したい。
・ハーブ
・アロマテラピー
・メディカルハーブ
・アーユルヴェーダ

・文化開発
・コト＆モノの開発
・用途開発
・カルチャー

・スタッフ
・インストラクター
・施術者
・家庭生活の中

〈振興活動〉
・AEAJ
・JAMHA
・JAPA etc.
・商業施設

生活者へ
暮らしへ
の貢献

活躍の場
作りへの貢献

業界への貢献

生活の木
CSR 経営

他社が参考とすべき視点
どんなに優れたモノだと企業が思っていても、

国際貢献

・産地とのコミュニティ作り
・パートナーファーム
・コミュニティトレード

マス市場
マス市場にはアンマッチ

森

カルチャー教室

生活の木

環境貢献

「循環型スパイラル事業」
・「生活の木を植えます」
＝自然の恵みを増やす
・なるべく自然の恵みを使う

CSR経営

森の保護管理原資
原料
最終製品
森の恵み

生活の木

消費者

情報

植林

利益の還元
環境への興味喚起

環境コミュニティトレード循環図
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お風呂のことならどんなことでも解決します

株式会社トリリオン
代 表 者：木地本 朋奈
資 本 金：4,800万円
従業員数：37名

所 在 地：品川区
設 立 年：1993年
事業内容：温浴施設のサポートサービス

事業概要
社長の風呂好きが高じて1993年に創業、当初
は温浴設備機器販売・設備工事業を営む会社だっ
たが、現在では温浴施設向けのトータルサポート
サービスを提供する会社に転換。
主なサービスは、
①オペレーション方法・利用エネルギーの見直し
や設備改善等で光熱費の削減を提案する「省エネ
サービス」、②定期的な保守で設備の突発的な故
障をなくし、商売の機会損失防止と金額のかさむ
突発修理費用の削減を提案する「設備保全サービ
ス」③レジオネラ菌などの検査および滅菌処理を
行う
「安全衛生サービス」
、
④顧客を呼び込む企画・
キャンペーン・イベントの提案を通じた「売上増
加支援」からなっている。これらのサービスを、
提案を採用した場合の効果を数字で「見える化」
した「結果保証型」で提供している。
以上４つのサービスを１社で提供できる競合他
社はなく、省エネ・安全衛生のためになくてはな
らない存在になっている。

ソーシャル経営のポイント
・温浴施設の安全・衛生・快適性の向上と省エネ
は相反する関係にある。前者を損なうことなく
使用エネルギーの大幅な削減を実現したことに
より、環境負荷低減へ貢献する。

同社提案の集客イベント「マグロの解体ショー」

業態転換のきっかけ
ゼネコンの下請けで温浴施設向け装置販売業お
よび設備工事業を営んでいたが、コスト削減要求
が厳しく、必ずしもベストの提案が通らない。折
しもレジオネラ菌や温泉偽装が社会問題化した。
これを機に、ゼネコンの下請けを脱して、顧客直
結のサービス業への完全な転換を果たし、以後は
真に顧客の利益を考えることで、共存共栄を果た
してきた。

業態転換に伴う経営危機
機器販売・設備工事業から完全なサービス業に

効果を「見える化」した同社の省エネ対策提案
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転換した直後は、売上が６億円から３億９千万円
に激減、4,500万円の赤字を出して会社存亡の
危機も味わった。
温浴施設は、大がかりなプラントを抱えている
ため、突発的な事故や故障があると、修理費や商
機逸失の損害は甚大だ。かといって一流の技術者
を常時抱えきれない。通常のオペレーション時で
も、水道光熱費が売上の15〜30％を占めるな
ど、コストもばかにならない。同社が代わって
24時間・365日、設備の異常やエネルギー使用
量を監視すれば、経営者は枕を高くして寝られる
ため、商機があると考えた。

経営理念

業態転換の効果
設備工事・機器販売業者から完全なサービス専
業に転換したことで、下請けであるがゆえの制約
から解放され、真に顧客の利益を考えて提案でき
る体制になった。
除菌サービスや設備販売など、部分的な対応を
する会社はあるが、温浴施設に必要なすべての
サービスを結果保証で提供するところがない中、
１社ですべてのサービスの提供ができる体制を作
り上げることができたのは、サービス業転換の賜
物と言えよう。

顧客との関係構築

「当社は、安全衛生・省エネ省力化・快適環境
づくりのサービスを通して、人が住みやすく、気
持ちよくすごせるような世の中をつくることに努
める。
」
理念は繰り返し刷り込むことが重要と考えてい
る。毎日朝礼で30分かけて、ミッションやビジョ
ン、「職場の教養」の読み込みを行い、コメント
を出しあって自己表現学習の場としている。
日本の温泉・温浴文化は、日本が世界に誇れる
文化のひとつと信じて疑わない社長が、
「トモナ
社長のふろ・ぷろ・ぶろぐ」を通じてメッセージ
の発信を続けている。

日本の温浴文化は世界に誇れるが、産業になっ
ていないため、まだまだ合理化の余地があり、ビ
ジネスチャンスがあると見る。業界は意外に狭く、
好評価が伝わると、実績が実績を呼び、新規顧客
の多数は紹介・口コミという。
必要なサービスをワンストップで提供できる体
制を作り上げたために、一旦取引を開始した顧客
が離れていくことはまれだという。

他社が参考とすべき視点
今後の日本社会で成長していく企業の条件とし
て、①低炭素社会作り、②健康長寿社会作り、③
インバウンド（他国からお
客を呼び込む）
、④地域社
会融合、の４つを社長は掲
げており、同社の業態は幸
運なことにこの４つを満た
している。業態によって、
これらすべてを網羅するこ
とは難しいかもしれない
が、この中のいくつかの領
域でビジネスチャンスを探
ることは十分可能なのでは
ないだろうか。

トリリオンのミッション
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お祭りを盛り上げることが会社の繁栄につながる

中川株式会社
代 表 者：中川 雅雄
資 本 金：3,000万円
従業員数：34名

事業概要

所 在 地：台東区
設 立 年：1910年
事業内容：祭り用品の販売

ソーシャル経営のポイント

「浅草中屋」の商号で浅草寺の門前において、
袢天、鯉口シャツ、地下足袋などの祭り用品を商
う。今年創業100年を迎える老舗。祭りは日本
文化そのものであるが、全国的に衰退の流れは止
めようがない。
「祭り」
というイベントに乗っかっ
た商売柄、季節と地域の制約を必然的に受ける。
そこで、通年商売、全国展開ができないかと考え
た。江戸の祭り文化で培った同社の祭り用品を全
国に供給することで、日本の伝統文化の維持発展
にも寄与できるとも考えた。全国展開の手始めと
して、百貨店の催事販売と通信販売を開始、徐々
に販路を広げてきた。祭り用品の全国展開を可能
にするには、全国の顧客から、地域によって微妙
に異なる細かい注文に応じるため、徹底したIT化
による受注システムの構築が必要であった。受注
内容を正確に工程に反映するためには、製造工程
との一体化が不可欠と考え、さらに付加価値の高
い商品の企画・開発を推進すべくSPA（製造小売
り）化にも取り組む。以後、IT化を武器に、ニッ
チな商品の小さな市場ながら、全国の顧客からわ
がままな注文に応えられる唯一の企業となり、
「老
舗の皮を被ったハイテク企業」と呼ばれるように
なった。

・もともとニッチな商品で全国展開、通年商売を
可能にするために取り組んだIT化が、祭り文化
振興の大きな武器となっている。以下例示する
と、三社祭のとき、神輿が今どこを通過してい
るかがマルチビジョンや携帯電話で簡単にわか
る「神輿位置情報システム」を提供し、祭り運
営の協力を行っている。
・浅草中屋店頭でプロが撮影した自分の写真が簡
単にダウンロードできる「笑顔フォト集」を通
じ、祭りに参加した人の思い出作り、祭りへの
参加促進を図っている。
・東京の老舗主人が語るレアな話をポッドキャス
トで配信する「江戸東京人セミナー」で、視聴
者の知的好奇心を刺激し、祭りと江戸文化を盛
り上げる活動を行う。
・SPA化により、職人の技を日本に残すことに
も貢献している。

代表的な祭り衣裳

同社提供のシステムで神輿の位置がわかる

IT化のきっかけと果実
季節限定、地域限定の制約のあった祭り用品ビ
ジネスを全国展開、通年商売にするためには、IT
化が必然であった。逆に、IT化が進んだことで、
様々な情報発信ができるようになった。15年ほ
ど前に「浅草サンバカーニバル」事務局長を引き
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受け、オーロラビジョン実況やネット投票システ
ムを立ち上げたことが、後に三社祭での「神輿位
置情報システム」の構築へとつながっていく。情
報を発信して顧客をワクワクさせ、祭りに親しん
でもらうことで、結果的には商売にも結び付くと
いう好循環が生まれるきっかけとなった。

開拓者ゆえ経験した苦い汁
祭り用品販売業としては、初の全国展開を果た
し、「浅草中屋」がブランドになったがゆえに、
見積り依頼が殺到するようになり、年間3000件
を超えている。型紙を作って提供した後に、キャ
ンセルされることもある。同社の提供した型紙を
流用した地元業者が、同社の見積りより安く受注
し、同社の仕事をさらっていったことによるよう
だ。従来無料で提供していた型紙を有料に変更す
るなど、対策を講じるようにした。

経営理念
・
「商いは飽きない」飽きることなく精進する。
・
「お客様の顔が見える商い」顧客満足。
・「祭り文化の伝統継承」お祭り用品の販売を通
して日本の伝統文化を守り発展させる。
以上３つを経営理念とする。年頭所感、朝礼な
どの機会を通じて、
全従業員に周知するとともに、
個別に従業員と昼食をともにして対話するなど、
個々のコミュニケーションを通じて、各従業員が
理解できるメッセージで理念の浸透を図ってい
る。理念の浸透は社内にとどまらず、新規の取引
先には、必ず、社長が先方の経営者を訪問し、同
社の経営理念を伝えるとともに、先方の経営理念
についても理解を深め、相互理解を図っている。

さらにお祭りを盛り上げる
浅草三社祭の観客増加、神輿の担ぎ手希望者の

増加につながっている。地図のダウンロードは三
社祭の３日間で100万〜200万件、Webカメラ
のアクセスは３日で200万件など、祭りの活性
化に役立っている。
お祭り情報を発信するための、神社のIT化を支
援するようにもなった。今では全国で100神社
への支援実績ができた。
地方の町村が文化財（お神輿など）の修理・維
持費用を文化庁へ申請する際に、同社が有するノ
ウハウを活用して助成申請代行も行うようになる
など、祭り文化の維持発展への貢献の仕方にも広
がりが見えてきた。

顧客との関係構築策
ITを駆使した受注システムで日本全国の顧客か
ら一品注文の受注を可能にしている。職人向けの
発注書を標準化して大雑把な発注や誤発注を排除
している。これで顧客の要望にマッチした製品を
短納期で納入でき、工程の無駄も排除できるので、
安く提供でき、同社・顧客・職人の「三方よし」
を実現。ITを利用することで「江戸東京人セミ
ナー」などの知的好奇心をくすぐる情報発信とも
あいまって、祭りをキーにした顧客とのつながり
を構築している。

他社が参考とすべき視点
人的・経済的に資源に限りのある中小企業が社
会貢献をするハードルは決して低くない。
同社の持つ強い経営資源はIT。その強みである
ITを駆使することで、お金をかけずに顧客の好奇
心をくすぐる様々な情報を発信し、顧客の江戸文
化や祭り文化への興味を喚起している。種蒔きさ
えしておけば、巡り巡っていつかは顧客が店に
やってくるかもしれない。本業に根差し、自社の
経営資源を有効活用できる社会貢献であるため、
長続きする。

地元の老舗主人が語るレアな話が聞ける「江戸東京人セミナー」
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