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クヤスの店舗︵三十−四 設立︒資本金は九億六百

理店のカファ︵本社重点︶

モレスキン日本総野人代

て︑ライフスタイルブラン

の新しい分野の商品も加え

なく︑革製品︑バッグなど

体の撤退も出てきており︑

増える傾向にあり︑出店場 百貨店転用だった︒ＳＣ自

ープンしたＳＣでは︑福岡

つつある︒二〇一〇年にオ

貨店のＳＣ転用も活発化し

ネの出店が決まるなど︑百

有楽町西武の撤退後にルミ

雇児島︶︑コビス吉祥寺が

店の小売店と直接取引して

応する︒現在︑すでに約千

が︑小ロットの注文にも対

条件は変わるかもしれない

った場合でも︑掛け率など

ては︑﹁当社との取引とな

納入していた文具店に対し

従来︑卸業者から商品を

続する︒

皇ハ十代の女慌クループが

目立つ︒こうしたシニア層

ポイントの一つ︒また︑海

記者会見では︑木村会長 外からの観光客への対応も

重要︒特に消費意欲の高い

重要課題︒三つ目は通販市

への対応がある︒生産年齢 中国人観光客の取り込みは

が﹁課題としては︑一爵化

人口が減り︑︷爵化が進ん

いる﹂と語った︒

スモデルの可能性も秘めて

ットの活用は新たなビジネ

ルとバーチャルの輿ロ︑ネ

市場を牽引している︒リア

場の八割がネット販売で︑

場が伸びているが︑その市

でいるが︑シニア層は大変 場との連携がある︒通販市

元気であり︑ＳＣの来館者

情報伝達はスピーディーに

の取次店を通じた販売を継 当考

ということから︑従来通り る﹂と︑マーケティング担

トに関しては︑流通が複雑 当社からできるようにな

たもの︒ただし︑書店ルー なり︑フェアなどの提案も

直接即販売することになっ

店した︒

地域が増加している︒また︑ 二〇一〇年は十七ＳＣが閉 をどう取り親むかが重要な

所も郊外地域より周辺商業

2 7，
7 6 5 静 鉄 ス トア

ーチヤルの融合を具現化し︑ していくが︑その場合はカ 〇％出資の日本法人として

の新店舗の出店を考えてい

記者発表は︑午前十一時

はこのほど︑文具・雑貨ル

ドとしての拡大計画を打ち

転換期にのぞみ業界企業はど
う活路を開いていくのか︒

国久保

さらには一般企業向けサー

くという︒ただし︑以前に 八人︵同︶︒現在︑東京都

から東京・日本橋蛎殻町の

レスキン商品の販売を止め︑ 出した︒このため︑消費者

ートでの卸業者を通じたモ

にできるだけ近い距離での

西区橋本

酒類量販チェーンのカクヤス︵本社東京︑佐藤順一社長︶は十二月十七日︑全

と位置つけている︒具体的

末︶で︑従業員数は百四十

には︑酒類の宅配サービス

オフィス・デポが多店化し 品川区戸越一丁目に本社を

ロイヤルパークホテルで実

一月から小売店へは直接卸

販売に見直しており︑すで

岬町

ビスの拡充に必要不可欠﹂ 十坪︶は使わず︑文具だけ 五十万円︵二十一年十二月

の法人顧客とオフィス∴ア

ではなく︑あくまで家賃負

は四士ハ歳で︑伊藤忠商事︑

ポの法人顧客の相互活用な ていた大型店頭中型店舗 構えている︒細谷武俊社長
ども図り︑法人向けサービ

社︒平横丁八年に取締副社

施︒発表によると︑二〇一

販売すると発表した︒

に米国︑英国では百化見店の

の後の急激な円高や︑法人や

尻

世界五十三カ国でオフィス用品販売事業を展開する米国オフィス・デポの全額出
資日本準へオフィス・小石小・ジャパンの発行済株式一〇〇％を喝子会社化
した︒オフィス・デポとライセンス契約を締結︑従来の名称のまま日本法人の通

食材宅配業のミクリードな
ど窒去一荏化している︒

していく︒

担の少ない小型店舗を検討 アスクルを経て︑同社に入

当面︑オフィス・デポの

スを拡充していく計画︒

ラリア︑イギリス︑ドイツ︑

フランス︑スイス︑イタリ

〇年にオープンしたのは五

同社によると︑これはイ

コーナーを導入し始めた︒

中にモレスキンのトータル

′、
、9 万

販事業を引き継いで展開していくが︑将来的には店舗展開も検討していく︒
店を展開する酒類量販チェ
ーンで︑二十二年三月期の
今回のオフィス用品市場

カクヤスは米国オフィ
ス・デポと十二月士ハ日に
への新たな事業展開は︑﹁当

点は現在︑アメリカ︑カナ

売上高は七百二十五億円︒

長︑二十一年に代表取締役

ダ︑メキシコ︑パナマ︑ブ

店舗から半径一・二㌔圏内
事業は従来から行っている

副社長に就任︑今日に至っ

七日に株式を取得した︒こ
社の特徴であるＢｌＯＢと

カタログ通販とネット通販︒ ジャパンは︑平成八年五月

株式譲渡契約を締結︑翌十
に配送料無料で宅配するビ
ＢｌＯＣのハイブリット事

ている︒

値

れに伴って︑オフィス・デ
ジネスモデルで急成長︑十

将来的には店舗展開も検討 に米国オフィス・デポ一〇

なお︑オフィス・デポ・

ポ・ジャパンの代表取締役
業モデルおよびリアルとバ

て行っている︒

バイ﹂や現地代理店を通じ ーシア︑インド︑オースト

る事務用品通販﹁イージー タイ︑シンガポール︑マレ

ラジル︑中国︑ム垣香嘩

九年十月には飲食店向けの

ぺんてると海外販売で提携

社長には同社代表取締役副
社長で︑元アスクル執行役
員の細谷武俊氏が就任した︒
カクヤスは︑東京二十三
区や大阪を中心に約百五十

ア︑ポーランド︑ロシア︑

今回︑欧州︑中東︑アフ

今回海外展開するドット

南アフリカにある︒

ライナーは︑テープ幅八・

リカでの販売拡大を検討し
る取り扱い商材の拡大を検

ていた同社と︑海外におけ
討していたぺんてるの狙い

コクヨＳ＆Ｔ欧州などでテープのり展開
社が開発したテープのり させ︑二〇一三年度には海 売している︒これまで販売

四ＳＣで︑前年の五十七Ｓ

タリアのモレスキン社のワ

し世界最速で進む少子高齢化

日本は総代理店のカファが

区鷹 匠
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シ テ ィ ノ ー ス ゲ ー トビル ビル
イオンモール甲府昭和
イ オ ンモ ー ル

Ｒ大 阪 伊 勢 丹

大 阪 ター ミナ ル 大 阪 市 北 区

5 月 大阪 ステーシ ョン

約 10 万

阪 急 百 壬茸店

博 多 ター ミナ ル 橿 票 雷 福 岡 市
ビル

Ｊ Ｒ博 多 シ テ ィ

3月

コクヨグループのコクヨ

ドットライナーは︑同社

外売り上げ五億円を目指す︒ は︑日本国内のほか︑中国

﹁ドットライナー﹂に︑﹁ぺ

が二〇〇五年六月に発売し

Ｓ＆Ｔ︵本社大阪︑森川卓

た日本初のドットパターン

め替え・強粘着タイプ︒

四㍉︑テープ長 ハ㍍の詰

つのブランドを冠して︑ぺ

のテープのり︒のりがドッ

至った︒ぺんてるの海外拠

が合致し︑販売業務提携に

ぺんてる︵本社東京︑堀江

んてるの海外販路を活用し

Ｃと大きな差はなかった︒

ールドワイドなブランド戦

官公庁の経曹削減により︑依
然低迷状態から抜け出せない
でいる︒一方︑店頭小売市場

2011年に開業予定の主なＳＣ

ＳＣ︑北海道三ＳＣ︑京都 パルコ︑マルヤガーデンズ

ら﹁消費者中心﹂︵同2・0︶

ＳＣ開発も成熟期に入って

略に沿った対応という︒モ

カフア世界的ブランド戦略強化

モレスキンを直卸販売

Ｃベスト5は︑東京都十Ｓ 府三ＳＣ︒首都圏の出店が

都道府県別のオープンＳ

り小振りになってきている︒ Ｃ︑埼玉県・神奈川県各五

ＳＣ協発表百貨店転用も活発化

昨年のＳＣ数は微減の54

︵上海︶有限公司が運営す

でもグループの国誉商業

圭馬社長︶と︑東欧︑ロシ

て︑五月から販売を開始す

んてる﹂と﹁コクヨ﹂の二

アを含む欧州全域︑中東︑

也社長︶は十二月二十日︑

アフリカでの文具製品に関

また︑同社はドットライナ 着性を両立し︑発売以来︑
ーのグローバル展開を前進 累計二千四百万個以上を販

る︒取扱商品については今 ト︵点︶状に粘着すること
後順次拡大を検討していく でのり切れの良さと高い粘

する堅蛋兼務提携契約の締
提携の第一歩として︑同

結に合意したと発表した︒

二〇一〇年にオープンし

も十七ＳＣあった︒これは

たショッピングセンターは

日本ショッピングセンター

前年より三ＳＣ少ない五十

マーケティングの大家︑フ

て成長戦略を描くのは容易で

換﹂である︒かつての量の販

ィリップ・コトラーによれば︑

はない︒海外へ活路を求める

売をもくろんだ商品開発から︑

二月十七日に発表︑明らか

協会︵木村悪司会長︶が十

二つ目は﹁量から質への転

新しい店舗が続々と出現︒メ

ターゲットを絞り込み︑その

ングは﹁製品中心﹂の考え方

過去半世紀の間︑マーケティ

加価値をつけたことで整った︒

ーカーも︑消耗戦を繰り広げ

分野に向けた特徴のある商品

た売り場作りから︑個人客向

新春を寿ぎ謹んでお慶びを
る納品市場から︑個人向け市

が相次いでヒットし︑新たな

けの文具や雑貨を取り込んだ

申し上げます︒世界を牽凌ぎ

場に的を絞った商品開発に舵

四ＳＣで︑閉鎖したところ

せたリーマンショックから二

を切る動きが目立った︒

動きは必然である︒

年が過ぎ︑世界は痛みをとも

に移行︒今後は︑社会や環境

きていることから︑今後も

レスキン社はノート・ダイ

にしたもの︒

三つ目は﹁海外市場への進

の新たな変化に対応した﹁入

五十−六十ＳＣで推移して

アリーメーカーとしてでは

︵マーケティング1・0︶か

出﹂である︒これまで大手筆

間中心﹂の考え方︵同3・0︶

いくとみている︒平均面積

転換期を切り開くキーワー

記具メーカーやわずかの企業

収益性と企業の社会的責任

へ移行するという︒

も約一重ハ千平方㍍とかな

る︒新しい年はどう動き︑日

を除き︑業界企業の海外進出

を両立するビジネスモデルの

転換期切開く3つのキーワード
ドは何か︒少なくとも三つあ

は際だって乏しかった︒しか

確立が問われるという︒

筋を歩むことができるのか︒

昨年並型ｌに薄日が差し込ん

る︒一つ目は﹁潜在需要の掘
り起こし﹂である︒昨年話題

や人口減少によって市場が収

㈱ステイショナー社長横山 加津博

だかに見えた納品市場も︑そ

を集めた﹁テープカッター直
線美﹂や﹁ペンカット﹂﹁ピ

縮する日本で︑将来にわたっ

のステージは大きく変わった︒
かつての事務用品を中心とし

宙屋川南

急百貨店 、

47 ．
39 6
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玉川 2
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馬 県千代田町

4 1，
6 7 5 ジ ョイ フル ホ ン ダ

所在地

ジ ョイ フ ル 本 田

届出面租

デベ ロッパー

3 月 ジョイフル本田
代 田店

ＳＣ名

開店

このようなワールドワイ おり︑この中には小ロット
ドなブランド戦略に沿って︑ 注文の小型雑貨店も含まれ
ている︒直接取引によって︑

クトメ﹂︒いずれも成熟商品
といわれるテープカッター︑
はさみ︑クリップが新たな付

本経済は本格的な回復への道

需要を喚起した︒

なう急速な変化のただ中にあ

法人㌫強化狙い、店舗展開も検討
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〇％︑百貨店八・九％︑生
協・購買丁一％︑通信販

月の消費夏出金額墜ハ百三

小売店︑生協・購買通信

五年前と比べると︑一般

文房具の一世帯当たり一カ スストア﹁九％︒

人以上の世帯︶によると︑ 売二二％︑コンビニエン

二十一年の調番悪果︵二

を対象に調査された︒

文具約人先︑小売店は32％に
15年前の45％から下落
総務省が21年消費実態調査
十円で︑五年前に比べて三・

は反対に︑スーパー︑コン

二％減少した︒その購入割 販売が軒並み低下︒これと
合は︑一般小売店が三二・

十二月下旬に総務省が発表した﹁二十一年全国消費実態調査﹂で︑消費者世帯
︵世帯人員二人以上︶の文具購入先は︑一般小売店が三二・一を占めるに過ぎない
一％と最も高く︑そのあと ビニエンスストア︑百貨店︑

18 ．
5％

19 ．
5％

2 6．
4％ （
14．
0％） 22 ．
9％ （
11．
8％） 23 ．
8％ （
13 ．
8％） （
21．
6 ％）

スーパーが二三・八％で続 ＤＳ・量販専門店が上昇︒

ことが分かった︒五年前と比べ三・二ポイント減と小幅な落ち込みだったが︑平

ス ーパ ー

ア・量販専門店は二九ポ

く︒以下︑ディスカウント 特にディスカウントスト

2．
1％

Ｄ Ｓ ・量 販専 門店

4．
9％

8．
0％

（
6．
1％） 18 ．
1％ （
14 ．
4％） 2 0 ．
0％ （
11．
1％） （
18 ．
0％）
通信 販売

2．
3％

2．
0％

（
3．
1％）

2．
6％

（
4．
7％）

2．
1％ （
10 5％） （
4．
4 ％）
8．
2％ （
10 7％）

8．
0％

（
8．
1％）

8．
4％

（
0 8％）

三三・五％と若王商い︒し
三・毒小イント減と二人以

かし︑五年前と比較ずると
上の世帯より下げ幅は大き

五・八％と五割を割り込ん

イントと堅調に伸長し︑十 年は購入先即未調査︶に四

あったが︑五年間で七・八

帯は五年前に四五・九％も

が大きかったもの︒単身世

い︒これは単身世帯の減少

年前と比べる金額は二・一

ポイントも下落し︑三八・

門店にはホームセンターが み︑士ハ年三五・三％︑そ

この単身世帯で目につく

一％と四割を一気に切った︒

だ︒さらに十一年には三

して二十一年三二二％と

スカウントストア・量販専 七・四％と三割台に落ち込

低下を続けている︒

倍となっている︒このディ

含まれており︑同業態での

ろん︑生業型の小型店を中

低下を続けているのはもち

一般小売店の購入馴製口が

ンターネット通販が三・四

タ台にのせたこと︒特にイ

ら一〇・五％と一気に二ケ

のは︑通信販売が四％台か

文具の取扱率が十年間で一
気に高まったことを反映し
通信販売については︑〇・

た結果となった︒

％から一〇・〇％に大きく
したため︒同時に︑ＧＭＳ︑ 伸長した︒独身者を中心に︑
コンビニエンスストア︑さ インターネットを使った文

五ポイント低下となったが︑ 心に文具店数が大きく減少
これはカタログを使った通
信販売がインターネットに

転換してきている影響が出 らに近年はホームセンター︑ 具購入が進んできているよ
百円ショップ︑大型雑貨店 うだ︒
たもの︒内訳をみると︑イ

全体的には︑文具小売業
界にとって非常に厳しい調

と様々な大型店が台頭し︑

査結果が発表されたと言え

ンターネット通販が〇・七

大きい︒ば豊幅は十六年が

え︑シェアを取り戻すため

ポイント伸長して二三％ 市場を席巻してきた影響も

に個々の小売業者がどのよ

となり︑従来型通販の〇・

一般小売店の購て金製ロの が三二一ポイントとなって

る︒このような結果を踏ま

推移をみると︑昭和四十四 おり︑このままの勢いで減

うな活性化策を展開してい

二・一ポイント︑二十一年

年に七〇・五％と実に七割 少を続けると︑五年後には

ジからは︑積極的な姿勢を

八％を上回った︒

を占めていた︒それが四十 三〇％を切る可能性も出て
九年に六二・四％︑五十四 きた︒

見せている有力文目専門業

ったらいいのか？ 次ペー
また︑単身世帯を含めた

年に五七・六％︑五十九年

一般小売店での購入割合は

探ってみた︒

に五五二膏と軍等﹂とに 総世帯の消費支出を見ると︑ 者を取珂具体的に戦略を
低下を続け︑平墜ハ年︵元

◇文具市場活性化戦略

とじ具が開くリングノートは

リーフの抜き差しもラクラクＪ

2．
5％
（
0．
7％

ＧＭＳやホーム㌢ター︑百貨項コンビニなど異業態小売店や通販を利用して

4．
4％

成六年には四五％台あり︑十五年間で大きく低下したことになる︒三人に一人が

3 7．
4％ （
4 6．
5％） 35 ．
3％ （
4 5．
9％） 32 ．
1％ （
〕8 ．
1％） （
〕〕．
5 ％）

ストア・量販専門店二〇・

5．
5％

いるわけで︑文具ルートの危機的状況がはっきり表れた︒

45 ．
8％

ＤＳ・量販専門店が伸長

3．
0％

10 ．
3％

8．
9％ （
12 7％） （
9．
8 ％）

一年九︑十月の二カ月間に

生協 ・購 買

15 ．
5％

8．
8％ （
仕 0％）

和三十四年から五年ごとに は十一回目の調査で︑二十

55 ．
2％

単身世帯でネット通販躍進

10 ．
5％

そ の他

開けるときほひっぼるだけ1

（
9．
〕％） （
8．
7％）

7．
8％

全国消酉重態調査は︑家 的に探ることを目的に︑昭 実施されているもの︒今回
計の収支︑家計資産を総合

一 般小 売店

ついて全国の五万二千世帯
6 3 1 円 78 8 円 73 5 円 （
4 13 円） 6 5 1 円 （
〕8 1 円） 63 0 円 （
4 13 円）（
573 円）
全 国計

（
1．
1％） （
1．
7％）

百 貨店

10．
9％ （
14 ．
3％）

（
3 2％） （
2．
3 ％）
1．
9％
（
3．
4％）
1．
8％
（
4．
6％）
2．
2％
1．
4％
コンビニエンスス トア

金額は1カ月平均
全国消費実態調査にみる文房具購入先割合

（
単身） （
総世帯）
（
単身） Ｈ2 1 年
（
単身） Ｈ16 年
Ｓ5 9 年 Ｈ6 年 Ｈ1 1 年
購入 先

。昭和32年5月2。第3種郵便物認可）第1666号
旬刊：貯イシヨオー
2。11年（平成2錘）1月5日

良い品はお徳です

Ｌ Ａ Ｂ．

あなたはまだ、り如フの差し替えができないリンダノ如トをお使いですか？

ツイストリングノート

ＡＱＵＡＤＲ

旺旺》朝・1駈8Ａ5リーフ30枚1冊294円
Ｎ・1餌8田リーフⅦ枚1冊315円

ツイストリングノート

ツイストリング・ノート専用リーフ
肛16測1別封Å引トフ部枚1組210円
旺ＥⅡｌ肛1（削Ｐ憮地）姻リーフ∽枚1組210円
博1睨Ｓ彷闇軌岨リ十フ部牧場210円
賂1伽0位眉目距リーフ罰枚1組241円
旺Ｅ皿ｌ肛1脚（鮒防リーフ∞枚1組241円
肛1柵Ｓ彷眼罫）防世フ罰枚1組241円

※表示価格は税込み価格です。

率を上げることになるのだ

のか︑地域のお客さんの効

送るのが本当にいいことな

の集まり︑ベテランの営業

ていきたい︒会社より商人

てＰＯＰや看板も作って二︑ 人としての精神を大切にし

て商業印刷も手がけていた

′

このほか︑オフィスサポ

ートをトータルに提案でき

る店舗を目指し︑かつて売

り場だった三階をリニュー

アルし︑レンタルスペース

いる︒現在︑一︑二階が売

など設置する計画も練って

り場であり︑この売り場と

連動した形にしていきたい︒

︵新社長としての睾

商人道というものがある

三週間ごとに商品を変えて

が︑商人としての自覚︑商

の役割をもう少し積極的に

いく︒陳列技術などないの

品など︑︑シーズンに合わせ

打ち出していこうと︑見直

ウィンドーを設置した︒店

しを図った︒

も商人と考えて︑組織を維

という︒現在は︑効率化し

は本社ビルの一︑二階で店

えやすく な り ます

し

と

ｂＴ八、で、別線をマス目

◇文具市場活性化戦略

ト販売が盛んになり︑店に

持していきたい︒三方よし

また︑店では現物を見て︑ いう制作費がかかってしま

頭販売も行う︒売場面積は

ス単位

マ

5

艇と横に

ｎご1

100

80

4ｂ ｄＯ

20

8

厳しい価格競争によって事務用消耗品市場が低迷す 活路を見つけていけばいいのか︒変革期こそチャンス

来る人が減ってしまった︒

で︑ノウハウを貯めていか

っていかなくてはいけない︒

タログなどに載っていない

もできる︒商品は︑通販カ

1 9 0 0年

る中︑大手量販店が相次いで雑貨専門店の多店嶺展開．とも言われ︑実際に新しくオープンする店舗も多数出

コンビニをやって思った

儲からなくても︑店舗は

という近江商人の言葉があ

がなく難しいので︑別の社 会社としてより︑商人をベ

に代表取哲体社長に就任し

製やノベルティ主体の営業

体験してもらえる︒やはり うが︑商品一個のチラシ形

たい︒しかし︑当社は店売

そこに店の位置つけがある︒ に来て︑商品を見てもらい

四十坪で︑二階が十坪︒か

った︒現在︑二階の奥はデ

階の売り場ももう少し広か

′

1 8 9 5

を開始︑また複合書店がこぞって文具売り場の展開に 現している︒新たな営業施策で活路を模索しっつある

のは︑食品はちょっと古く
その影響で店舗数が減少し

ろうか︒近所の便利なとこ

は店長にすべて任せていた

なくてはいけない︒今まで

ースにやっていきたい︒そ

た︒三人兄弟の三番目で︑

てデータ作成だけ社内で

しかし︑今セキュリティ

比率が低く︑店を見てもら ものを選んでいる︒しっか

リナックスなど︑使っと採
だ商品の存在を知らない︒

仕事をしている人が毎日通

う努力もしてこなかった︒

必要な枚数をその都度プリ

％′
勿 凱 ′

1 8 9 0年

力を入れ始めるなど︑文旦市場は大きく変化しようとト小売業者︑世代交代を図った小売業者の経営トップに

霞︶

なると廃棄しなければいけ

った形の店を出して売り上

新規開拓の媒体になる︒違

の方法であるが︑私として

員に企画を任せるようにし

るが︑商人の哲学を基本に︑

る︒近隣のお客さんに密度

はサービス拠点の位喝つけ

が︑そうするとなかなか暇

高く商い︑商品を届ける︒

して︑働く場を次の世代に

Ｒ活動に使うと共に︑ショ

配布している︒外商でのＰ

前社長の静雄会長は五歳の

店売比率は五％もない︒

式だと女怪が一日でき︑し

明治五年創業のモリイチ

しかし︑通販のなかった時

が厳しく︑飛び込みで企業 本物を見るのとバーチャル

行っている︒文具について

印刷はかつては工場を持っ

代は︑つけで購入の店頭外 を行っている︒コクヨのバ

かもタイムリーに情報提供
万円という額に

っているのだから︑これら

ントしている︒カラープリ

1 8 8 5年

この文章は50諷
00字以内の
文章も作成し
やすい1−

う場合は文字数が

て使

ヽ
Ｊ

1 8 8 0

るの

がついてい

日盛り

している︒このような中で︑文具専門店はどのような インタビュー︑市場活怪化策などを探った︒

大学卒業後︑工学部出身

ないが︑文具法Ｈ蔭期限の てしまったが︑今は逆に店 ろが商品調達を担って︑地
ないいい商品だということ︒ の必要性が出て来たように 域のお客さんに届ける方が

モリイチ ︵東京・京橋︶
て通販に置き換わって︑店

という与．﹂ともあって︑富士

アスクルなど通販やネッ

ゼロックスで複写機の開発

人が入ってさえくれれば︑

の必要性が薄れてしまった︒ ルペンを東京から九州まで

に携わっていた︒モリイチ

森 清高社長

に入ったのは三十歳の時で︑

文具の小売は非常にいい商 どこでも文具店があり︑地
売であると実感した︒実際 域の役に立っていた︒今は

た︒また︑二階にデザイン
室があるので︑ここでＰＯ

◇

森清高社長は昭和二士ハ

◇

残していきたい︒

で考えている︒地域密着型

のも紹介し︑請け皐っ︒

の店にものを置いて︑配達

で︑店がなくても全国どこ

ただものを出すだけ︒通販 カタログに載っていないも

しかし︑食品の廃棄︑光熱

︵事業概珂最近の事業

店舗関係に三︑四年携わり︑

に店舗では文具は売れた︒

思う︒昔は学校の近くには 無駄のないサービスと言え げを増やしていくのも一つ

その後︑事務機の販売を行
っていた︒四十歳ちょっと

また最近︑新製品の単品

Ｐや看板なども作っている︒

にでも配達してくれる︒

も行う︒暇な時間には店番

費︑バイト代などいろいろ

ーウィンドーともリンク︑

長が三十五歳で死去したこ

年上の長男︒父親の先代社

チラシを注文書入りで作り︑ 年七月生まれで︑昨年八月

昔からの訪問セールスで

過ぎから経理など業務関係

店舗の役割見直しへ

複写機業界については︑

も行う︒ものを持ちながら

経費がかかり︑コンビニは

販司配達も行えば余計な

本部しか儲からないという

あるが︑セキュリティ︑防

に携わり︑ＯＡ機器メーカ

コピー料金の値下がりでき 災︑リサイクル︑ＣＯ2削

ーの会合にも出ていた︒こ

教訓を得た︒
京橋には文具店がたくさ

こ十年間は副社長の肩書き
だった︒

んあったが︑次々と店を閉

るようにしている︒チラシ

店内でも商日印を見てもらえ

は︑文具︑オフィス什器︑

店舗としては︑十数年前

新設ショーウィンドー活用

ＯＡ機器︑メンテナンスサ

めてしまい︑オフィス・デ

掲載商品は店舗にも問い合

ービス︑印刷と幅広く事業

ポも撤退︑百均までなくな

コストはかからない︒店に

わせがあるので︑販売担当

に台場のフロンティアビル

二の次になっている︒法人

ければいいと︑サービスは

は不特定多数の人が多いの

に四十坪でコンビニと文具

ると︑文具の店はなかなか

減︑社会貢献などと︑企業

で︑企業のセキュリティが

展開している︒このうち︑

とから︑兄弟で二十四年間

難しい︒当社はかつて畳表

の求めるものが変わってき

者も情報提供できるようし

単品チラシで外商活性化

文旦居を出そうと検討した

も入札で購入するところが

ている︒そういう要求に対

ている︒

つくなっている︒値段が安

時︑ビル側からコンビニが

の商いを行っていたが︑一

増え︑十台などまとまった

する提案︑お手伝い︑われ 厳しい中︑今は店に来ても

った︒テナント料など考え

欲しいという要望があり︑

九一〇年に隣に文具部を開

台数を値段で競う状況︒値

われはそういったことをや

が半々の店舗を出店した︒

売り場の半分に当時高島屋

設した︒現在のビルは昭和

段叩きの購買形態である︒

一緒にやってきたという︒

がやっていたコンビニ﹁生

したがって︑当社は今︑別

ーが二度変更した︒当社は

商がかなりの額あり︑大手

で見るのと提琴っ︒ぜひ店

冊子形式だと何十万円と

六十二年に新築した︒

十年営業を続けた︒当初は

に訪問する時代ではない︒

らう時代だと畢っ︒

活彩家﹂のＦＣを導入した︒

新しい形の店舗と︑台湾か

法人には一千万円︑二千 用したがるが︑全伏的にま

その後︑生活彩家はオーナ

らも視察に来た︒

なるところもあ

こういう商品を提案してい

の人々に情報を伝える︒こ

新設したショーウィンド

ントが安くなり︑交通費く

りした印刷物ではないので︑ っては三階も売り場で︑二

けば︑まだ商売はできる︒

んなものをやっているのか

ーでは︑店で何をやってい

ープリンターも導入した︒

ザイン室で︑日票等判カラ
るか分かりやすくＰＲして

らい芸ノリントできる︒

まず通っている人に知って

いく︒ダイアリー㌧防災用

今︑東京から全国一括配 と︑店でやっている仕事を

性化策︑市場活性化策︶

︵取り組んでいる事業活

った︒ファイル
など五十冊ほど
の在庫を持って
いるところは当

いる︒しかし︑鉛筆やボー もらおうと︑八月にショー

社しかなかった︒ 送をやるようになってきて
今はこれがすべ

（機種や殴定によっては写ることがありまも）

⑥副線と目盛りを利用して書くと、
文字数が教えやすい

⑤コピー後は副線が写りにくい

③細かいグラフも書きやすい

②図形などがきれいに書ける

①文頭が揃えやすい

副線とは、ノートをとる時に目安となる

「副線シリーズ招ニルーズリーフが登場！

ァピカの定番ノー溌醐撮融
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らったデザイナーに描いて

ホームページを作りつても
ンはギフトに

下︑ボールペ

はたかはかつて官庁にも

︵事業概要︶

今はだいたい消耗口曹﹂ジネ

リーに使用期限があるので︑

った︒電極パッド︑バッテ

して︑需要が一巡してしま

ある文具にこだわった店舗

た︒そして︑雑貨店ではな

い商品を揃えた店舗を考え

った店頭問屋任せではな

よりもっと個性的なとんが

ノートと同じ棚にある便

く︑オリジナルサービスも している︒

に高級なコンケラーも用意

ラフト用紙︑上質紙︑さら

中紙は︑コミック用紙︑ク

仕上がっている気がする︒

ート用紙も筆

た︒また︑ノ

メントを入れ

など手書きコ

具には︑特徴

これら筆記

にテナント出店した︒十一

の国際通り沿いのビル一階

トショップもリニューアル

文具は大切なものであり︑

き残っていくのは難しい︒

これまでの形のままで生

らとったもの︒モノの販売

リは〝書き人︵もり︶″か

業態文具店︒店名のカキモ

れるもので商品展開した新

はある︒そうやっていかな

な特徴︒

スを導入しているのも大き

〒111−0052 東京都台東区柳橋2−ト10−163号

フト自体やバンズも多数あ

強かったが︑今は入札で大

スが中心となっている︒ま
箋用紙︑封筒も好みの一枚

業界は今︑安売りが横行

している︒生き残っていけ

にバトンタッチした会社が

月二十三日にグランドオー

イプで︑金額は七百円から 襲口筆記具五種類をセレク

して︑店舗と連動していく

だけでなく︑カスタマイズ
商のノベルティ受注にもつ

いと︑淘汰されてしまうか

株式会社∇：ンモス本社
代表取締役 沖 本 光 旦

り︑ちょっと難しい︒

手や通販に勝てなくなって

た︑三年前から個人向けの
として︑〝楽しく書く″を
記具で試し書

はたか ︵東京・蔵前︶
もなる一万円

いる︒また︑メーンの納品

ネット販売も行っていた
テーマにしたカキモリを業 を選んでもらうもの︒便箋

広瀬琢磨社長

先である銀行や大手企業が

が︑販売している輸入もの

具と紙にも相性があるので︑

いい商品を提案するという

具も名入れ受注でちょっと もしれない︒

好きな紙に好きなペンで書 形に持っていければと考え

るような状況ではない︒絶

店舗のターゲットは︑小 対に元の状況にも戻らない︒

ている︒

て︑文具の可能性を兄い出

いてもらいたいと考えてい

していければと考えている︒ も受け付けている︒店内で

りのオリジナル商品の作製

については︑二十枚綴天糊 きできるようにした︒筆記

いる︒

調達先を通販に切り替えて

や︑流行商品も中途半端で︑ 態開発した︒この店によっ

を中心にして

きて︑随意契約もなくなっ

失敗だったと啓っ︒

特に今回は東京で営業し もらったイラスト︒江戸時
たかったので︑ハイノート 代の下町の楽しい雰囲気に

てきた︒もちろん︑通販に

︵取り組んでいる事業活

すると経費がかからないと
いう理由である︒
できないのでちょっと日数

性化策︑市場活性化策︶
ほたかとしては︑カキモ

アサヒ憂宍本社高崎市︶

る︒

そういう中では︑通販とは

はかかるが︑需要はあると

違孟啓蟄次元で商売をして

リを一つの事業の柱として

やフリーのプロフェッショ

規模オフィスの個人事業者

事務用品など業務用品の

売り場の奥に展示してい

がほたかを買収すると共に︑

る文具類は︑すべて日本の

いかなくてはいけない︒通

思う︒

ナルなどこだわりを持った

ていかなくてはいけない︒

販が提供できないことをし

今後やっていく︒蔵前とい

ものをセレクトした︒輸入

ページを見て来店する人も

個人︒士・日などはホーム

納品ビジネスは︑先行きが

品は置かずに︑日本製にこ

いるが︑まだその数は少な 当面は大変だが︑当社は新

だわり︑たくさん流通して

二︹×︺ハ年†月に入電三

価格競争ない店亮に活路
文具にこだわった店舗を

いない個性的な商品を集め

多くなっている︒時間がか

トし︑ガラスケースに入れ

新しい形でやっていけるよ

思考の対応した加工サービ
また︑万年筆は一般の顧客

なげていきたい︒高級筆記

ＴＥＬ．03（5821）6411（代）ＦＡＸ．03（5821）6442

＝ｌこ／ｑＥ：スグループ

年かけて前社長から経営を
引く継ぐ計画だったが︑予
想より内容が厳しかったこ
ともあり︑翌年三月に社長
に就任した︒当初は一息署

◇

広瀬琢磨社長は昭和五十

◇

い︒国際通りには有名な家 しい方向に舵を取った︒

五年八月生まれ︒アサヒ商

具・インテリアショップも
できたが︑まだ店の数は少

新しい形の挑戦必要に

ない︒不動産屋にはカフェ

アサヒ商会のグルしブ会社

会広瀬洋一前社長の三男︒

厳しい︒私が五十代ならそ

た︒和紙で作った古川紙工

を誘致して欲しいと要望を

が多く︑平均年齢は五十歳

まわりには紙製品メーカ

のセントジャパニーズシリ

のまま継続していく︒しか

う場所も考えると︑大きな

ーなどの下請けなどが数多

以上だったが︑今は二十歳
仕事をしていかなくてはい

宣伝広告を打っているわけ

し︑これからまだ何十年か

入社当初からＡＥＤ︵自
けないと考えた時︑可能性

出している︒

代と若返っている︒
動体外式除細動器︶の販売

ーズ︑ハイタイドのデザイ

となったはたか社長に十九

くある︒有名なノートの下

︵文具小売業の将釆展望︶

請けもある︒だいたい家族

年三月に就任︒長男の一成

でもないので︑軌道に乗る

氏は現在︑アサヒ商全荏長︒

には時間はかかるだろう︒

アサヒ商会グループは︑

い分野︑小売店

本社の社長も長男が引き継

のある商売は通販のできな

ンドの革製ノート︑ポスト

またＴＯＣＯという新ブラ

を手がけたが︑一気に普及

でやっている小さなところ

ン文具・ｈｕｍシリーズ︑
しかし︑納品の事務所も近

カキモリは台東区の地下

くに移転してきたので︑仕 が多い︒紙を封筒の形に抜

ぎ︑若い世代にバトンタッ

だと思った︒し

いている下請け工場もあり︑ カードなど︑ちょっと変わ

かし︑アサヒ商

会の新しい売り 事を兼務しながらじっくり

店舗のオープンに合わせ

かるかもしれないが︑そう

チした︒そういう若い世代 鉄蔵前駅から徒歩二︑三分

て︑はたか主導っカキモリ

った商品も置いている︒
ういった下請けは︑メーカ

専用のホームページも立ち

封筒はそこに依頼した︒こ
オリジナル加工サービス

ているので︑どんどんなく

ーが中国などで生産を始め

やっていきたい︒
のリングノート作製は︑三

プン︒店舗面積は約十四坪

ト﹂のようにロ
フトに近い店舗

いう若い世代が新しい文具

で︑〝楽しく書く″をコン

場﹁ハイノー

は︑都内にはロ 十種類の表紙紙︑中紙の中

なってきている︒

業界の形をつくっていけれ

一点槻筆記日詰︑万年筆三

から自由に選んでもらい︑

これを店舗のＰＲに活用し

上げた︒ブログも始めた︒
リング製本機を使って約十

ずに陳列している︒万年筆 計画である︒

いけない︒そうすれば未来

う︑挑戦していかなくては

セプトに︑書くものと書か
十五種類︑ボールペン十五

九百円︒表紙と裏表紙に違

はすべてインクを入れて︑

ばと思う︒

分で完成する︒サイズはＢ

種類︑シャープペン五種類︑ やっていた個人向けのネッ

う紙を使ったり︑オプショ

試し書きできるようにした︒ などのノウハウを蓄積︑外

ていきたい︒同時に︑従来
5︑Ｂ6判の縦・横の四タ

ンとしてゴムバンドを付け
オーダーのやり方をパネ

が手の届く範囲の三万円以

また︑リングノート作製
ることもできる︒
ル展示しているが︑これは

◇文具市場活性化戦略

未来を見つめる信頼のマーク

札幌大丸藤井株式会社

仙台株式会社チ

芋

新潟株式会社水澤商店

千葉株式会社山

村

高崎永 和 株 式 会 社

川越株式会社柵

東京株式会社東京エコール

越

東京中三エス・ティ株式会社

金沢株式会社山

福井モリブン株式会社

名古屋山三事務機株式会社

姫路八木商事株式会社

徳島株式会社萬梅林堂

ト

ー

広島株式会社フォーデック

熊本株式会社カ

福岡株式会社オーニシ

宮崎山 崎 株 式 会 社

嘗ル島板山商事株式会社

那覇株式会社ざまみダンボール

2011年（平成23年）1月5日田口（14）
旬刊：抒イシヨゴー
第1666号。第3種郵便物認可）

◇文具市場活性化戦略
しさは感じていない︒

文具の需要 数字はとんとんなので︑厳
今︑メーカーの商品開発

は広い︒当店

ーカー︑卸︑小売がもっと

はいい方向に来ていると思

協業できる部分があるので

がどんなに頑

か取れない︒

はないかという思いを持っ

張っても︑地

地域の顧客に

売れ行き好調の雑貨類

何ができるか

定番文具を中心に展開

七旦十二月の年三回作っ

を真剣に考え︑ ている︒点で動くのではな

清水町︶

ている︒このうち三月は新

く︑面で動くようなことが

インク ︵静岡

︵事聾
年度用品︑十二月は年末商

本気でやれないだろうか︒

ていてももったいない︒メ

富士本市場町店︵十一月
世の中の役に

文具がこれだけ注目を集め

う︒その中で︑個々にやっ

二士ハ日オープン︶はオー
品が中心となるが︑七月は

て︑それぞれ

立つよう考え

域の市場の三

プンセール壌土・日の
何もない︒そこで︑いろん

ているのだから︑面で盛り

〇％くらいし

レジ客が平日の倍で推移し

の店舗がやっ

居山 省二専務

ている︒清水町卸団地の店 な調べ物企画を行っている︒

店だということが分かって

店舗は普通のロードサイド

反応が出てくるかである︒

に対して︑富士でどういう

でいる︒こういったチラシ

をしたり︑企画を盛り込ん

いく︒たとえば︑三号針の

一貫してチラシを使ったセ

奥に引っ込んでいる場所と

の雰囲気を感じてもらった︒ うことができた︒ちょっと

電気設備などもそのまま使

カーの新製品情報を顧客の

いるような気がする︒メー

今は顧客に引っ張られて

て︑かなり得をした︒空調︑ は活性化すると思う︒

ンパクトが与えられれば︑

欠かせない︒もっと広くイ

勉強など︑大事なところで

文具は生活の中の仕事︑

舗は平日の方が多いが︑新 替芯を並べたり︑工場見学

きた︒士・日はだいたい四
ホッチキスなどユーザーが

業界自体の活性化にもつな

クトあることができる︒

百人のレジ客数で︑ちょっ
ロードサイド店もプロシ

方が先に取り込んでいる︒

ていけば市場 上げれば︑世の中にインパ

と日曜の方が多い︒思った

言われるが︑卸団地の中の

会員制倉庫型専門店とし

◇
て知られるインク︵本社静

◇

がってくると思う︒
店で初めて知ったと言って

岡県清水町︶は十月二士ハ

ていかなくてはいけない︒

新製品などの情報発信をし

るところではなく︑街中に

もらえるよう︑真剣にプレ

十二月のセールで︑新製

で三番目に人口の多い富士

日︑初の支店として静岡県

ゼンテーションして行かな

外商では消耗品︑家具︑
事務機を三本柱に営業︑売

くてはいけない︒

あると考えている︒

もあった︒何が悪かったか︑ 等地である︒引っ込んでい

それを考えればどこでも一

店舗でやれてきたのだから︑ そうではなくて︑店の方が

ールを行っているが︑十年

通販から漏れている小さな うな商品を試せるようにす 前は顧客が来ないので︑途

あまり使ったこともないよ

当たり前の話であるが︑

より入っている感じがする︒ ョップになり得ると思う︒

れなりの需要はあると畢っ︒ 識が増えるようにすれば︑

法人は多い︒富士でも︑そ

ること︒ユーザーの商品知 中で店を閉めてしまった日

来店客は一般の人が大半︒

売ることよりまず情報発信

新店で経営体質強化

したがって︑業務用需要が
少ない︒卸団地のような需
フィスなどプロユースに対

要がない︒新店舗でも︑オ
応した売り場の見せ方をし

上比率は七割くらい売る︒

品情報をどこで取ったかと 市にロードサイド型専門店

道具としてちゃんと使える

せる場︒生活︑仕事の中で

三年前から具体的に物件探

業活性化策と言える︒二︑

十六年で相当売り上げアッ

ばいい︒目的は店舗が継続 ないステーショナリー雑貨︑

店の知名度が上がると共に︑ であるが︑結果的に売れれ

商口柑構成は定番文具・事

坪と県内皐大規模︒

そういう囁つくりをして︑ ものを見せる場が必要であ

しを始めていたが︑途中で

った︒やはり情報発信が大

マルしてくれた回答も多か

店より一回り広い三百五十

雑誌︑新聞記事などの回答 プンした︒売り場面積は本

経営がかなり安定し︑経営

る︒卸団地では︑そういう

キッズ文具︑ハンドクラフ

新店舗をつくったのが事 体質も強化できる︒

性化策︑市場活性化策︶

︵取り組んでいる事業活 高まる見通し︒そうすると︑ もあったが︑インク店頭と

店売比率は三割から四割に

新店舗の年商二億円︵目

次回は何をしようかと繰り

その辺の需要に対応できれ

需要も出てくる︒のちのち

ている︒何とかプロショッ
プだと根付かせるように︑

いう質問を行った︒テレビ︑ ﹁富士本市場町店﹂をオー

を上乗せしていくのが︑こ

員力も上がってきた︒

返し話し合い︑だんだん動 標︶が加わることによって︑

新店のエンド提案は︑そ

の購入に結びついてくる︒

くると思う︒一般消費者の

長い目でやっていかなけれ ば︑日々の単価も上がって
ばいけないと思っている︒

れからのテーマである︒

売り上げに法人の売り上げ ういう商品を見せる場︑試

は︑ちょっと一般ユーザー

オープンセールのチラシ
寄り過ぎた気もする︒事務

スペースが取れなかった︒

することである︒売ること

いる︒販売方式も会員制は

トなども積極的に導入して

つ︒その後︑単独でオフィ
いった集まり︑団体などを

広すぎることはない︒

期間が少なかったので︑準

士ハ年目に入った︒十二月 契約した︒オープンまでの

ジがプラスアルファになっ

相談に乗れるというイメー

が︑チラシなどではインク

文具はどこでも手に入る

トカードを新たに発行︒定

取らず︑五％還元のポイン

卸団地店であまり扱ってい

務用品が主体だが︑清水町

売り場面積三百五十坪でも︑ 体調を崩したことから一時 プしてきた︒店舗がよく知

ってしまう︒

だけを考えると︑値段にな

含めた業務用需要である︒

中旬に卸団地で単独セール

切である︒売ることは大事

でいくかだと思う︒単に法

どう業務用需要を取り込ん

い状況になった︒いろんな

られ︑外商活動がやりやす

スフェアを開催したいと思

婦人会などのまとめ買いで

外商は伸びてきている︒

った︒今後︑三月末に卸団

中断した︒一年前からまた

用品をもっと出してもよか
地と同一内容のチラシを打
人だけではなく︑子供会と

物件を探し出して︑七月に

っている︒そして︑業務用

あり︑そういうものを取り

い︒そのために

込んでいかなくてはいけな

レジ四十分待ちとなった︒

を使っているが︑土曜日に

を行った︒ＰＯＳレジ三台

の売り場になったので︑漠

ていたが︑急に三百五十坪

五十坪くらいの店舗を考え

備が大変だった︒当初︑百

当社で受け︑それをジョイ

いる︒商品の受注ではまず

がりが持てるよう工夫して

いるが︑ユーザーとのつな

スマートオフィスを使って

ている︒消耗品については

っていることもあると思う︒ のレジ客数を記録︒ポイン

るが︑そういうことが伝わ

てもらえるのは︑値段もあ 間のオープンセールでは︑

いる︒四十分もレジで待っ

の商品という見せ方をして

でしか手に入らないインク

えている︒

番商品の割引率も一割に抑

インクは十五年経過し︑

いきたい︒

商品を地域にアピールして
当社のチラシは︑三旦

は︑商品を試せ

四十分も待って買ってくれ

然と考えていた内容とはか

きている︒しかし︑当社の

が︑確かに内容は変わって

外商は厳しいと言われる

切った︒

るなど︑好調なスタートを

トカードも約二千枚発行す

土・日を中心に三千人近く

年商目標は二億円︒三日
るような仕掛け

たということで︑大変勇気

ただ売るだけ づけられた︒六時の閉店で︑ なり違ってしまった︒

当初は土地を借りて新築

︵文具小売業の将来展望︶

にしている︒

ンテックスに転送するよう

も必要である︒

ではなく︑知ら その日のレジ打ちは千六百

しようと考えていたが︑建

今回は富士店のスタッフ 物のあるところを借りられ

ない商品が見え︑ 回となった︒
試せる場にして

。駒32年5月2。第3種郵便物認可）第1666号
旬刊ユ討泊ト
（15）田2。11年（平成23年）1月5。

バラジマ ︵東京

原島

南烏山︶

博社長

︵事業概要︑最近の事業 店舗は六十坪の売り場面積
がある南口店で︑駅前店︵二

で推移している︒外商比率

外商もまずまずの売り上げ
は通販も含めて三割︒ちょ

また︑スタンプに替わる

顧客サービスとして︑百 ポイントカードも商店街で

性化策︶
もあった︒商店街の会員は

千万円の事業費が出たこと
なった︒そこで︑最近は特

タンプ五倍だけでは厳しく

り合いをたどりながら得意

でつくってきたもので︑知

いる︒外商はここ三︑四年

先を広げてきている︒あく

価商品なども加えてセール
店頭のワゴンで販売して

はり商売はある程贋利益が

まで基本は店頭である︒や

具にこだわらないで商品を

を持って︑それぞれの分野

じである︒それぞれの役割

業界は落ち着いてきた感

ユニオンでは約三十社が納

で頑張っている状況︒文具

ると売れないので︑できる
だけ変わつたものを集めて

品望著で︑残りは店頭甲心
なども結構あり︑当社とし

売り上げ規模の最も大きく京王線千歳鳥山駅の南口店

のが原点︒かつては食品ス

枚で玩具の営業を開始した

ユニオンの専務理事に就僅

博社長は十九年五月に文具

行っている︒二代目の原島

で︑地域に密着した営業を

◇

ーパーも営業していたが︑

◇

現在は文具事業に絞り込ん

向きのところが多いような

に営業している︒しかし︑

二％の経費負担で販促活動

り︑効果もある︒ただし︑

ができる︒スタンプ五倍セ

全体的に業界には明るさが

いる︒業者からの売り込み

集めている︒文具にこだわ

取れないといけない︒

いる特価品は︑Ｔシャツ︑

店がスタンプサービスに協 を行っている︒

円買い重しとに烏山商店 は発行している︒四十年前 要ハ十店で︑このうち九十
ンプを一枚︵二円で購入︶

っと前までは二割くらいで︑ 街のスタンプ︑ダイヤスタ にダイヤスタンプはスター
甘再拝びてきた︒通販は当
トしたが︑二十年ほど前に 賛している︒

商店街は横に広がった百

地域スタンプ積極活用

ントカードも出した︒現在 貨店と言える︒入会すれば︑ バラエティグッズなど︑文

スタンプの五倍セールを実

うと考えている︒ただし︑

進呈している︒特売などは 貼る手間のかからないポイ

あまりにも利益がなさ過ぎ

で︑何とかうまく活用しよ

駅前店と︑仙川店︵調布市 が︑売り上げは南口店が大
る︒経費も代理店の負担が

たり前になってしまったの

の仙川駅前商店街︶の三店 きい︒一階︑半地下︑中二

現在︑千歳馬山の南口店︑ 十八坪︶の方が客数は多い

展開︶

舗で営業している︒駅前店 階でいろいろな商品を買い

施する︒スタンプは︑一冊 カードは︑三代目でＩＣチ

カードもスタンプ同様︑

ては昔からこういった店頭
ールなどは大きな武器にな 商材に力を入れている︒

市場盛上げは攻めの商売で

店舗では︑店先で割引の

回れるた吟客単価が高い︒ 多すぎる︒
ワゴン転句店内では定価

の台紙に三百五十枚貼ると

は四年前に改装し︑南口店
もちょっと高い

は三年前に改装した︒中核 また︑南口の方が所得水準
販売で売っている︒ただし︑

三百五十ポイントで五百円

ない︒元気さがない︒後ろ

後︑毎正・売り上

人が集めなくなってきて︑

︵文具小売・納品市場の

気がする︒やはり︑攻めの

昭和二十二年一月︑戸板一

将来展望︶

二割引のサービス券を発行

と畢っ︒

商売をしなくてはいけない 富美男氏が復員後︑鳥山で

バラジマは現会長の原島
てもらえるように努力して

同組合の事業活動にも積極

現在︑調布市で調布駅を

的に携わっている︒

っている︒

の充実を図

一階には北口と南口にまた

は二十四年に地下駅が完成︑

の副理事長に就塙計画で

原島社長は再開裏口

ら︑近隣の埠王と共に共同

場用地を持っていることか

いるが︑同社は南口に駐車

地下化する工事が進行して

場所もなくなってきてい

こだわり商

がる広場ができる︒この広

台東店︑Ｒ奉橋掘留店︑神

ている︒商品の色もオーソ

がるという流れになってき

いうイメージを与えるよう

に行けば︑新製品があると

やすくすると共に︑見た感

たりして商品陳列を分かり

このほか︑ＰＯＰを貼っ

見ながら検討していきたい 圏の外商活動も展開︒顧客

もう少し小川町店の様子を

◇

◇

七月に専務に就任した吉

四十坪と一番小さい︒

のニーズに対応し︑情報

店長︑取締役部長を経て︑

出店に合わせて土属︒統括

専務に就任した︒基杢力針

ネットワークサービスなど

る︒墓只の店舗は︑一号店 は︑﹁メーカーはいい商品

フクヤは〝文具のディス 新しい分野も手がけつつあ
カウントストショップ″を

くてはいけない﹂︒

り︑しっかり売っていかな

めのしっかりした舞台を作

小売はそれを見てもらうた

を作り︑卸はそれを流通︑

したいとしている︒

ビルにできれば店舗を出店

建てになる予罵この共同

十五坪で︑地上十五︑六階

共同ビルは敷地面積七百八

ビル建設計画を進めている︒

品も揃える

喝筆記具の新製品が比較 同時に︑ロ
でき︑試せる場所が必要で ディアなど

る︒商品が揃っている売り

ようにして

場に接する場所に建築する

たため︑試し書きをする ういう商品

るので︑そ

出て来てい

たということもあって︑ス

最近はスタンプ五倍セール

している︒初めはダイレク

当社では地元を大切にし

一の売り卜辞を誇っている との差額で商店街のイベン

の買い物ができ︑預金もで

げを更新してき

てきた︒デフレ社会になっ

トに割引販売していたので︑ きているが︑それでも日本 きる︒また︑商店の負担金 だけでは吸引刀がなくなっ

アイルも摩型ファイルはあ 性化策︶

トを行ってお玖かつて六

るが︑薄いものは個人買い

商店街スタンプである︒

東京としては神田小川町店

︵取り組んでいる市場活

ちょっと売り上げは落ちて

ている︒と言っ
の伸びだが⁝⁚︒

ても︑今は若干 非常に経営は厳しかった︒

た商売で︑地元の人に買っ

南口店は改装 仙川店は地異口店との関係で︑ 五百円に換金できる︒若い

ップも埋め込んでいる︒

ようだ︒

二十一年九月に東京四号

最近は売り場が減ってき

が押し上げ︑年末商品が押

になっている︒

る︒大手企業ほど︑定番品

かつて手帳は配っていた
上回るペースでいけそうで
日曜日の来店が予想以上で︑ ある︒
が︑今は会社からの配布は
三百六十五日嘗業できる都
特に最近は個人需要が上 なく︑個人買いになってい
内初の店舗となった︒一年 がっている︒法人内の個人 る︒それが個人需要に結び
を振り返ると︑猛暑の影響 が畢っようになってきてい

し上げているため︑前年を

店の神田小川町店をオープ
はあったが︑涼しくなって

を会社で買ってくれなくな

︵事業概喝最近の事業

ン︑一年以上経過した︒東
きて︑また上向くことがで

展開︶

京の母店である日本橋兜町

いる︒ファ

の日本橋兜町店︑昭和通り
ず︑機能の

ものは置か

ンシー的な

ついている︒財布が個人に ある︒特に個人が自分で金
なると商品に対するこだわ を出して軍っ場合は︑なお
りが出て来る︒これが単価 さらそういう要望が強くな
を押し上げる︒個人がこだ る︒フクヤの店舗は新製品

新製品見れる場必要

ってきている︒会社でホツ

きた︒
全社的に猛暑の期間中は

店は十年目に入った︒新店
の神田小川町店は不況の底
が歩かないと駄目である︒

で出店したにもかかわらず︑ 厳しかった︒やはり外に人
集客できるという強みを発

つ日本橋兜町店は約百坪面

田小川町疇母店機能を持

具店で商品を買ってもらう 標ぼうし︑二割引を基本な

しっかりし

ようにしていくには︑商品

ただし︑日本橋兜町店は地

た実用的で︑しかも個性が

会社配給なく個人買い増加

下鉄駅の地下道が通じてい

出せるものをできるだけ選

ードなど年末用 ろもある︒消耗品は会社で

にしていきたい︒

じの元気さ︑賑やかさを売

と思っている︒

に全店でディスカウント販 積を誇る︒神田小川町店は

んでいる︒

品の売れ行きが 揃えているが︑机上用品が

ドックスなものから︑こだ

また︑個人要道求し

り場に出していくよう努力

売︒現在︑大阪に七店舗︑

るので︑影響は少なかった︒ チキスの針は揃えているが︑ わって買うことによって︑ が揃っており︑試し書きも
最近は手帳︑クリスマスカ 本体は個人購入というとこ
一つ一つの商品の単価が上 できる︒そういう︑あそこ

揮できた︒オフィス・デポ
も撤退するほど経営環境の
悪い中での出店だったが︑
好調に推移した︒特に土・

年々早くなって 必要なら個人で買いなさい

わった色目のものになって

ている商品が伸びているの

している︒個人の財布は変

東京で四店舗の計十一店舗

を魅力的に見せる見せ方︑

きており︑売り という感じのところが多い︒

いる︒個人買いになると︑

で︑そういう個人向け商品

ンビニで買うのでなく︑文

わらない︒したがって︑コ

今後の出店については︑

上げも上がって 名刺整理帳︑レタートレー

やはり好みで商品を選ぶよ

の充実を図っている︒たと

売り方が大切だと厚っ︒

きている︒特に などは会社で買わない︒コ

︵取り組んでいる市場活 えば︑手帳付属商品が一杯

うになる︒

で営業展開している︒同時 川宏明営業本部長は昭和四
に︑店舗を基点にした小商 九年九月生まれ︑丘産・県出
身︒十三年に日本橋兜町店

手帳は二ケタい ピー用紙︑トナー︑ホッチ
けそうな勢い︒︒ キスの針は会社にある︒フ
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た︒什器は可動式にし︑繁

改装は︑十五年ぶりで︑野

パーソナルと加工サービス

伸びる分野にリソース配分

る︒二階の加工サービスに

大型出力名刺︑ハガキ︑

イテッドビーズやＰワーク

村社長が十四年勤めたリコ

軽印刷︑封筒印刷︑ＩＤカ

は︑大宮からやってくる人

加工サービスに必要な機

︵事業概況︑最近の事業 文具だけが売れているわけ

ード印刷︑ホームページ作

忙期とそれ以外で在庫をコ

オフィスポート 一埼玉・所沢︶

材類は専門店に負けないほ

ではなく︑後方の事務用

ーを退社︑アーンズ入社十

時期に比べ倍以上の来店客

品︑事務機器が金額的には

年を機に実施した︒

数となるのが特徴的なの

ど揃っており︑電動カッタ

店舗一階でパーソナル文

ントロールできるよう工

の店装業者と話をしたが︑

で︑その時期は在庫量を可

で出力可能なインクジェッ

ーやリソヴフフ︑ＢＯ判ま

いるメーカーも最初は営業

など︑現在売れ筋になって

夫︒当店は年末がその他の

◇文具市場活性化戦略
アーンズ ︵東京・目黒︶

野村 貴一社長
文具店専門ではない所は︑

能な限り増やせ︑その他の

成など︒パソコンを貸与し

二︵只︺八年七月に全面改

営業品目を一覧にしたパネ

印刷から︑パウチ加工︑印

開︑常に目新しさを演出す

くでパーソナル文具を展

キ・ＤＭ・挨拶状・封筒の が︑一階の入口から半分近

で大型のラミネーターが何

れた︒またある時は一週間

ーダー三台がハタハタと売

間でレジ一二台︑タイムレコ

性化策︶

︵取り組んでいる市場活

うこともやっている︒

ラミネート︑拡大プリント・

も多い︒メニューはコピー︑

こちらの要望がそもそも理

時期は在庫を減らしても目

むしろメーンで︑特に事務

榊原 英一店長

った︒日露的には十分な意

装を行った︒一番大きな動 解できないことがよくわか

具と事務用晶︑二階で加工

て出力セルフサービスとい

覇︶

機は﹁このままでは商売が

トプリンターなども完備︒

サービスを展開している 機器は︑たとえば先週一週

この改装では︑主に通り

ることで︑ここ四年間は毎

り︑かなり初期の段階から

ルに合わせ︑スタッフが一

取引していた︒また︑セー

つ一つ掲載商品を選んでコ

鑑︑製本︑表札︑大型イン

当店の特徴として︑客注

メントを付けたチラシも作

クジェットプリンター出

がすごく多いということが

︵取り組んでいる市場活

ルを自作した︒

展開︶

続けられない﹂という危機

思の疎通ができる珠洲屋さ 立たないようにしたかっ

これらを用いて名刺・ハガ

に面した半分に手を入れて

さんの売り込みから始ま

んにお願いし︑いろいろ無 た︒また︑印刷受注カウン

すパーソナル色が強くなる

明るい印象にし︑入りやす

ターも新設し︑その上には

理も聞いてもらった︒

︵事実概喝最近の事業

店舗改装で認知度ＵＰ

感から︒昔ながらの事務用

店頭販売の傾向に対応でき

あげられる︒ファイルなど

力さらにはデザイン企画︑ 年等数が前年を上回ってい
は多岐にわたり︑デザイナ 会社設立支援︑ホームペー る︒かといってパーソナル

台も売れたりする︒もちろ

応えている︒昨年受注千件

ん波はあるものの︑必ず売

改装が最も効果がある活 えている︒来店してもら

性化策︶

っている︒市内の新聞折り

地元密着型で加工サービスアピール

品中心の店舗では︑ノますま

ないと考えた︒

イルを貼り︑高級感を狙っ

込み用に数万枚製作する

事ができる環境を作りたい

くした︒床には木目調のタ

内容は色々で︑一日に二十

が︑反響がかなりある︒

注者を住宅地図でチェック

性化策だと

改装にあたっては︑少な

件釆たりする︒これにはで

想で︑たとえば年末の年賀

装後は前年

◇

というテーマのもと︑文具

くともあと十年︑楽しく仕

きるだけ対応するようにし

今後は︑二階の加工サー

を超えることができ︑今回

多彩なサービスを提供して

ビスをより活用するのが課

い︑加工サービスを知って

いほど揃えている︒

思った︒改 使ってもらうというのが理 も手応えを感じている︒受 類も専門店に引けを取らな の文具店とは思えない実に

ており︑﹁ここに来れば何

ー二人を擁している︒機材 ジ制作まで︑個人経営の街

◇

いる︒この加工サービスは

店のおかれている現状を分

析︒当店の場合︑店頭販

で自宅から得意先に直行す

題で︑事務所集約化の影響

る営業マンに出力などのサ

つなげている︒また︑単調

にならないよう︑常に店頭

ービスを利用しやすい形で

とかなる﹂という信頼感に

半分くらいは自分達で配 分の専門店︒売場面積は約 任 の 担 当 歪 未 に あ た

商品を見直している︒たと

ていたとのこと︒現在は専

﹁この字だけ赤くしてほし

っている︒

る︒加工サービスメニュー

一三二平方㍍︒今回の全面

い﹂などといった要望にも

えば修正テープやタイムレ

新鮮味がなくなっていない

オフィスポートは︑倉庫
︑レ

スタイルの新業態店として

◇

か︑メーカーの割合はこれ

フルラインで集積する米国

型の売場にオフィス用品を

庫のこともあるので︑ある

乎墜ハ年に芳林堂がオープ

◇

商品を大幅に増やした万 富士ひのき万年筆やイン 店頭で食べていくんだとい ば観光客で賑わっている︒
年筆コーナー
クなどのオリジナル商品 う気持ちでやっていきた 同店にも︑﹁川の流れてい

でよいかなどの観点で常に

提供するなど考えている︒

る面白い店があると訪れる

見直して調整している︒在

業者の吉澤は︑二百年にわ

アイテムをごっそりほかの

夜には富士山の形のイル
ミネーションが灯る

人も多い﹂と大番頭の吉澤

ヽ °

◇
ると思う︒中味で特徴を出

たって同地で商いを営んで 太氏が中心になり︑再度リ

◇

富士富市の有力文目完売 利一氏は盲っ︒
していこうと考え︑今回ま

きた︒ＪＲ西富十宮駅前か

筆記具を増やし︑カード︑

ら浅間大社へと続く商店 開店した︒万年筆など高級

今回︑利一氏の子息・祐
た店舗のリニューアルを行

街に店舗を構えているが︑

流したり︑旧家屋の一間を

具﹂のコーナーを設けた︒

により作製した﹁富士山文

士宮焼きそば﹂の町として 墨︵みやいんく︶﹂も発売
している︒

有名になり︑休日ともなれ

新鮮味という点から売り

ている︒社長は竹内剛直氏︒

平方㍍の売場面積で展開し

サイドに二フロア約五六〇

込みも歓迎している︒ユナ

る︒

ン︒所沢市上新井のロード

い︑オリジナル商品の万年

ニューアル︒十月末に新装 何かと入れ替えることもあ
筆とインクも企画した︒

シール︑祝儀袋を充実させ
大きくて品揃えがあると

移設して売り場として利用

アル︒店内に富士の湧水を たほか︑地元の作家の協力
きた︒今まで万年筆を買う

ころは生き残るのでは︒た

文具専門店ならではの強 品揃えを増やしている︒

性化策︶

︵取り組んでいる市場活

二︵＝汽0年三月にリニュー

万年筆の商品量一気に5倍に
澤 ︵静岡・富士宮︶

吉澤 祐太氏
ニューアルしたが︑その時
に売り場上手く直せた︒
私が当店に入ったのが三

コーダーなど︑アイテムに

アーンズは︑東京・目黒 当初野村社長一人で担当し
区の学芸大学駅から徒歩三

展開︶

︵事業概況︑最近の事業

吉

品揃え︑見せ方が重要

も増加︑特
に女性が増

を上回る売 状印刷︒定番以残自社デ しており︑概ね商圏は半径
り上げが続 ザインも用意︑顧客持ち 三︵＝習︶㍍︒時期になると年
き︑来店数 込みのデータでもＯＫで︑ 賀状の案内状を配布する︒

売︑それもパーソナル系の
強化と加工サービスのアピ
ールが必要だという結論に
なった︒売れ筋の雑貨系文
旦頬を売るには環境を整え
る必要があり︑唐突に商品
だけを置いて売れるもので
はない︒また︑従来から多
岐にわたる加工サービスを
行っていたが︑顧客の認知
度がまだまだ低く︑もっと
アピールする必要を感じて
いた︒
限られたリソースを効率
的に投入しなくてはならな
いという問題もあり︑複数

当店はかつては納品を主

ところが近くになかったか

体にしており︑その延長線 年前だが︑その時と比べて

リニューアルでは万年筆

て富士ひのきを使ったボー

みを活かしていくことが大

ルペン︑シャープペン︑印

上にある店だったのだが︑ 状況はかなり違ってきてい

鑑を販売しているが︑今回

するなどユニークな店づく また︑オリジナル商品とし

それまでの吉澤文具店から

りを行っている︒店名も︑

﹁文具の蔵Ｒｉｈｅ・1﹂に

とえ量販店が近くにあった
ちへ行くと思う︒価格より

新たに﹁富士ひのき万年筆﹂

としても︑お客さんはそっ
も品揃えや見せ方︑ラッピ

変更した︒

ら︑よそで買われていたの

また今回︑お年玉袋を前

から売れなかったと翠っ︒

ングなどで特徴のあるとこ

では︒提供してこなかった

ものを充実させ︑およそ五

ろは残るが︑そうじゃない

を充実させた︒これまで国

倍の南口望見となった︒まず

面に出して展開したら動き

産もの中心だったが︑海外
など量販店にはないものを

意識して︑筆記具や紙製品

は商品を見てもらおうと

がかなり良くなった︒商品

るため︑そことの差別化を

きている︒だか

思っているが︑万年筆を目

ところは厳しいのでは︒納

切︒近くに大型量販店があ

ら店頭に力を入

品揃えすることを心掛けて

の見せ方も重要だと思う︒

通販に移行して

れようと︑店

いる︒だから︑当店では学

的にまた来店されるお客さ

納品はどんどん

舗を見直してき

童文具はあまり扱わず︑そ

その後︑富士宮市は﹁富 とオリジナルインク﹁宮洋

た︒十年ほど前

んも見られるようになって

品の延長のお店ではなく︑

の一方で雑貨系文具などの

︵文具小売業の将来展望︶

に全面的にリ

ロフトやバンズと張り合っ

している︒各店の商圏の三

感謝セールを年四回開催

しないといけない時期︒し いを行っている︒野人雑埴
︵取り組んでいる市場活
かし︑変に改装しても売り デザイン文具などを揃える 性化策︶

を直したが︑そろそろ改装

ても︑勝てない︒当店とし

本に︑回転率を重視した商 とができる︒

ｔにこだわった品揃えを基 見れば替え芯をすぐ出すこ

ている︒お客さんの間では

なりということで︑浸透し

ら発行しており︑継続は力

いるもので︑回収率は五〇

商口巴見い上げごとに渡して

している︒

い商品は他店に移すように

前年をオーバーした︒路面

いが︑前期︵六月決算︶も

売り場があるが︑万年筆と

この浦和店は十年前に床

なかなか踏み切れない︒す

店も四店合わせて︑前年を 上げが落ちてしまうので︑

最皇冗り卜げているのは

クリアーできた︒この浦和

見ながら︑全員で悪いとこ

スケールメリットを具体

ぐ上の階には伊勢丹の文具

文具のプラス一埼玉・さいたま市︶

的に活用した試みで︑利益

店は主婦や高齢者が多く︑
平日で一番混むのは午後二

電話で﹁Ａて去ノラにいる﹂

文具のプラスの略称︒携帯

愛称としてかなり親しまれ

ている︒それぞれの店舗で
六十万円になるほど根付い

たものはすべて売り切ろう
小じゃれた文具店が増え

一日の売り上げが五十万円︑ と話している女性客もおり︑

ているが︑実際に売れてい

という姿勢でやっている︒

ばれている︒﹁文プラ﹂は

﹁文ブラチケット﹂とも呼

％を超えている︒十年前か

ので︑同じフロアの書店も

︵事業概況︑最近の事業 リニューアルに対応したも
にもつながってきた︒今廟

ろは模様替え︑売れていな 浦和鳩二ケタとはいかな

霜＼
増床した︒
益が出せる見込み︒今まで

ナショ
ナ ル

店舗で店長会議が効果発揮

ブランドにこだわり

業績は順調で︑今期も利 からスタートした︒以前は

兼杉啓介社長

現在︑浦和店︑大宮店︑

てはナショナルブランドメ 大紙に折り込みチラシを入
ーカーの商品を一生璧望冗 れて︑三日間から五日間︑
っていく︒同時に︑仕入れ 二〇％オフを草本に展開し

熊谷店のテナント三店舗と︑
春日部店︑松原店︑松原東
店︑三郷店の独立型四店舗 会議室で会議を行っていた
た︒七人の店長と部長と私

を営業している︒テナント が︑これを店舗会議に変え
店のうち熊谷店は九月に改

ている︒

︵文具小売業の将釆展望︶

ている︒これでかなり売り

文具は必ず時期時期に必

上げをつくることができる︒

要なものがあり︑文旦居は

開くようにしたもので︑そ 月に三回︑会議室でやって

装して︑十坪増床して三十 が出席して︑店舗で会議を
八坪になった︒商業施設の

日にちは重なることもある

竜﹂とに行っているので︑

前を見ない業界人多い

いたが︑数字の話は電話で

の効果が表れて

るのか︑利益が出ているの

済まし︑店舗会議ではみん

きている︒机の

るが︑このうち十部門がマ

か疑問である︒当社は地域
密着で︑替え芯までしっか

さん出てきている︒また︑

商品を四十部門に分けてい

ギフト用品の売り場なので︑

まだまだ行けると思う︒利 気がする︒特に組合のトッ

なで棚を見て︑在庫を見て︑ 時ごろで︑三時までが七割

それぞれの顧客を紹介し合

◇

っている︒

◇

ており︑全体はプラスにな

ラス部門がマイナスを補っ

イナス︒しかし︑あとのプ

が︑各店舗の都合に合わせ

上で会議をして
の売り上げになる︒朝も午

齢者が長生きになって︑書

りとりなどで新たな需要も

きちんと運営していけば 道・写経の練習︑手紙のや

い︒苦はこうだったと︑前 必ずペイできると思う︒メ

ーカーからいい商品がたく 出て来ている︒当社は取扱

次の世代がいなくなってい

規開拓も難しい︒得意先を

抱えている状況である︒新

どうしたらいいか︑頭を

五士ハ年に出店︑翌年には

艦店の浦和コルソ店は昭和

売部から独立して創業︒旗

和四十七年︑ツルゲンの小

売一︹汽︶％の小売業者︒昭

％︶も威力を発揮している︒ を見ない人が業界には多い

〇％割引券︵千円未満は五

り︑本気を出さざるを得な

益も出せる︒当社は不動産 プなどに悲観的なことを言 人口は減少しているが︑高

改善するようにしている︒

り揃え︑取り寄せにも対応
している︒スタッフはベテ
ランばかりなので︑太体を

感謝セール以外では︑一

て基本的には別々に開催し

いると︑どうし
いる︒

うなど︑相乗効果を出して

がなく︑すべて賃貸であ う人が多い︒

の人が来店する︒ただし︑

前十時の開店と共にかなり

ている︒

いない商品を他店に移した

店舗数があるから︑売れて

ナショナルブランドメーカ

当社はベーシックな商品︑

ても嘘が混じっ

に帰っている︒

六時にはほとんどの人が家

てしまう︒業績

ってくることもできる︒

の悪い店に集ま り︑逆に他店から商品を持
って︑売り場を

文具のプラスは︑ジエイ

る︒アルバイトやパートを

こまめに回って︑信頼関係

大宮西口店もオープンした︒

エスティグループの店頭販

使っているところが少なく

で︑小回りの利くサービス

性化策︶

なり︑家族だけの経営にな

を活かして︑大手を食って

継ぎのいない文具店が多い︒

っている︒このため︑若い
得意先は減少しており︑

っている︒

人がいなくなっている︒パ

だいたい得意先小売店は

っている︒

っ
た
︒

かつての中核店舗だった西

めは営業に回るのがいやだ

いくしかない︒仕入れの面

ロフトに業態転換したのに

伴って︑賃率丁年四月に閉

エイエスティグループのカ

十三年二月生まれ︒同じジ

兼杉啓介社長は︑昭和四

いる︒

売の大きな助けにもなって

ネゲン兼杉統治社長の次

社を頼って︑何か分からな

ている︒得意先の中には当

買ってもらえるなら対応し

配送料なしでお届けする︑

いかない︒伝票の行数はあ

ため忙しい割に売り上げが

ある︒また︑ごく少量でも 注文は非常に細かい︒この

う信頼関係が一つの武器で

るが︑金額ベースで見ると

いたというが︑現在は家族

三人くらい従業員を使って

九年一月生まれ︒かつては

柴田哲男社長は昭和二十

三年に社長に就任した︒﹁企

のプラスに入社し︑平成十

二年軍十億行したあと文具

男︒九州のレイメイ藤井で

業理念にうたっているよう

フットワークの軽さも武器

に︑お客様にプラスになる

である︒

企業でありたいと努力して

いことがあればすぐ聞いて

にある︒

王子三丁目にある社屋の中

くるところもある︒そうい

ちょっと少ない︒そういう

いる﹂︒

◇文具市場活性化戦略

︵取り組んでいる市場活

状況である︒

のみの経営︒住まいも北区

◇

◇

繁に行っており︑それが商

合っているのが大きい︒各

武店は︑大宮西武百貨店が

小回り利くサービス武器
得意先の閉店が大きな課題
り上げ自体も厳しくなって

店している︒

では︑共進会のメンバーと

この見本市はその後一生商
事と共催し︑同社が倒産後
は中三エス・ティと共催し︑
現在に至っている︒各社の

当社はマルアイとサクラク

メンバーとは惜塑父襖も頻

協力し合い︑商品を融通し

業界は厳しい︒当社への

父は同業の卸業者を集め 四十囁毎日︑自社倉庫か 半分近くまで減っている︒ ートでも年齢の高めの人は
て東京文目歪ハ進会をつくり︑ ら商口耶霞み︑また浅草橋 やめていく小売店が多いた いるが︑高校生︑大学生は
単独見本市も開催していた︒ にあるメーカーや聖著に めで︑ちょっと減りすぎの いない︒

東京・世田谷専門卸業者に聞く
︵事業概要︑最近の事業 先に商売しているが︑一番
多い時は世田谷区内だけで

私が入社したのは昭和五

とになる︒

た︒今の二倍以上というこ

当社は昭和三十年の創業 文具店が百二︑三十店あっ

展開︶
で︑父が卸から独立して始
めた︒会社は初め荒川区に
あったが︑私が中学生の時

から一人で回りようになっ

た︒口下手だったので︑初

レパスが強いので︑これら 得意先を回っている︒得意

二社の商品は当 先に中には︑ほぼ毎日回っ

り上げを増やしていくこと

ているところもある︒世田

社が融通し︑他

も難しい︒

けではなく︑通り道の板橋
文具店自体が他業界や通
区などに数店の得意先も持 販に食われている︒特に跡

社の強い商品は 谷区内が中心だが︑同区だ
融通してもらっ
ている︒メンバ
ーは八社で︑エ
ビヌマ以外は一
人か︑親子でや

仕入れは仲間の卸と連携

きている︒当然︑新規閉業 サービス︒どんな要望でも
もない︒既存の得意先の売 対応できるような間口の広
い商売を基本に︑少しでも

びながら︑二十店くらいの

くなり入社した︒当初は二 足りない商品をそれぞれの
人出回っていたが︑父が平 在庫から融通し合うなど︑ 寄って足りない商品茅南充︑ ような気がする︒昔は一人
今は︑昔からの得意先に
成七年に死去︑その一年前 助け合いながらやっている︒ 毎日︑効率的なコースを選 では回り切れなかった︒売 大事にしてもらっている︒
当社の特徴は小回りの利く

に北区に越してきた︒昔か 十三年︒都立高専を出て︑
ら世田谷区の文具店を得意 機械関係の会社に勤めてい
たが︑跡を継がざるを得な

柴田商店
（
東京都北区王子3丁目）
柴 田 哲男社長

。昭和32年5月2。第3種郵便物認可）第1666号
旬刊：伊丹ヨブ」
2。11年（平成23年）1月5日

ってきて︑お陰様でお客さ

◇文具市場活性化戦略

よう奮屋旧を持った︒
質を高めるというのは︑

行するが︑人はそこで止ま

という店が随分多くなった︒くのだという姿勢を打ち出

ういうコンセプトは当社に いく︒どんどん変わってい

商品を納品させて頂く︒そ つの会社が実行して示して

と︑その両方をわれわれが

存店の売り上げが増えるこ

のはよくある︒私どもも置

これはもっともっと増やし

が何社かあれば業界はどん

し︑そういう変わった会社

るが︑勝ち組に残ればどん

こと︑それと既存店が落ち

ち組同士がくっつくという

込まないこと︑もしくは既 どんプラスのサイクルで勝
って旗を振るが︑後ろを振

どん変われると罫っ︒業界

いろんな項目の提案で現

お客さんの好みは毎日替

でこうやらなくてはいけな

たいと思う︒

いということではなくて︑

かれている環境をうまく活

った店がいいと言っても︑

わるから︑今私どもがつく

用しながら︑どんどん勝ち

し続けることがさらにプラ

ＭＤＳとしての機能も評価 組に残っていきたい︒提案

サポートできなかったら小

されない︒やはり前売サが

り向いたら誰もいないとい
て個々人が全員参加︑しか

状が分かったので︑私は会

もチームワークで参加とい

こう変わっていくという風

売店から評価されないし︑

そこに行くための三力年計

スの効果を産んでいく︒

社がこうあるべきと思うと︑ うのではなく︑旗を目指し
画を策定した︒社員全員が

売れて︑われわれの評価が

に実践していきたいと思っ︒

三菱商事に二十年在籍︑

︵入社前の経歴︶

うところを私のスタイルに

絶えずどん欲に変わってい

ーカーのカタログを持って

い︑答申が出て来たところ 希望がないと思う︒単にメ

ゃった︒専門店でも二極化

上アンの専門店もいらっし

て頂いた︒ちょうど新店オ

が大きいが︑専門店への提

額は大型雑貨店︑書店の方

することが一番大切︒取引

い︒三力年計画では数字も

い時期に百億円台にのせた

売り上げはできるだけ早

すぐ飽きられる︒私どもも 草の根でＭＤＳはこうする︑

感じていたことを異様的に

かなくてはいけない︒変化

ひとえにＭＤ提案力である︒ ってしまう︒それをもう一

就任以来︑全国の文旦専

んの評判もよく︑その地位

門店にもあいさつに回らせ

卒業後︑ファッションブ

される︒前売りの売れるよ

度検証して︑もう一度実行

うな提案ができない問屋は

私どもはメーカーと一緒に

したい︒

も認知されてきたと思う︒

して︑こうありたいという

ランド業界は中国︑ブラジ

一貫してファッション畑だ

し︑ＰＤＣＡサイクルを回 私の考え方に賛同してもら

右から左ではなく︑本当に

上が最優先である︒結果︑

案についてはさらに強化し 盛り込んでいるが︑質の向

いる︒これからは個性的な

うことで︑目標を設定して

ある女子社員が﹁文居具 売り上げは付いてくるとい

ていきたいと思う︒

と思って買いに行ったこと

会社というのがまだまだ伸

は一度もない︒楽しそうな

店だと思って入ったら雑貨

メーカーしかり︑小売店し

までしないと意味がない︒

であり︑ＭＤＳは個性的で

て買った﹂と︑話していた︒ かり︒個性的がキーワード

びるのではないかと思う︒

できる︒現状から将来ある

あり続けたいと思う︒変わ

屋で︑そこに文房具があっ
るべきだとか︑社内情報を

男性のビジネスマンを別に

ズ を ち ゃ ん と 分 析 売 れ る たので︑かわいいなと思っ

個性的を舛−＝に変化する

全員で日的意識共有

している︒お客さんのニー

一月中旬に答申してもら

小売店に提案しているわけ

ル︑インドに大きくシフト

ただし︑全社の規模から

った︒六年間︑ファッショ

えるなら︑これからやるべ

言えば︑年商八十億円の問

していく︒そこが一番大事

しているので︑日本法人は
だが︑小売から消暫著への

ンの本場のイタリア・ミラ

で︑今度さらに自在的に項

前売りが進まないといけな

きことはこれと︑それを時

以前ほど重みがなくなった︒ 屋というのは︑よく言えば
い︒消費不況の中︑前売り

である︒

山椒は小粒︑悪く言えばす

目別に︑時間的にどう進め

以前は世界一だった︒今は

間軸に落として︑すぐでき

ノに駐在し︑帰国後︑合弁

比重がかなり落ちてきて︑ ご く 規 模 が 小 さ い 芸 屋 ︒ も既存店は難しい状況︒前

員︑契約社員︑パート全員 ることはすぐやる︒時間の
に私宛の提案書を出させた︒ かかることは時間をかけて

間がかかる︒既存の取引で

やる︒たとえば配送センタ

社長に就任してすぐ︑社

事業のフェラガモの役員に
売りがいかにしたらうまく

売れるという最後の手伝い

なった︒小売がすぎくおも

ブランドの日本法人トップ
それで︑配送センターで働

ていくか︑ロードマップが

しろくなって退社︑その後
進むか︑そういうところま

このままでは︑五年︑十年

エルメスから声がかかって︑ を目指すより︑異業種を目 と︑盤石に生きながらえる

ばいけない︒メーカーが言 出て来た︒自身の直面する

伝票をこう変えるべきだと

ーは投資がかさむから︑時

課題でもいいし︑会社がこ

くパートも含めて全員から

う商品の機能も当然だが︑

か︑受注の仕方をこう変え

指したいと思った︒それで︑ と胸を張れる状態ではない︒ で提案できる問屋でなけれ

いメーカー︑強い小売がい

どの業種でもそうだが︑強

うあって欲しいという提案

同社に九年いた︒その間に

ンフィルの会田社長にお会
そういう機能を踏まえてお

項つくり︑売れる品揃えの

すると︑主力の若い女性の

このままでは行き詰まると

も百貨垣天界の凋落は続き︑ たまたま緑があってデザイ

る場合︑間に立つ問屋はよ

店にされているところは確

った会社ですねと言われる

いした︒それが七月で︑八

また︑私どもはＭＤＡＹ

実に売り上げも上がってい

問では文房具︑文具という

思って︑五十三歳で大学院

べき姿に行き着く過程を︑

Ｓというアンテナショップ

る︒また︑出店もされてい

月に入社した︒

どうやったら共有できるか

五つのプロジェクトチーム

の情報を問屋業務にうまく

を持っている︒しかし︑そ

ＭＤ提案力を高める

の課題項目別に時間軸をつ

方がありがたい︒

な業界だということ︒メー

感じたのは︑非常に伝統的

業界は全電寧っ︒最初に

できる︒

といったことはすぐにでも

くって︑この項目はいつ結

る︒全国のそういう店を何 言葉はほとんど死語になっ

鷲見︵すみ︶孝社長は︑

に行った！青山学院大学院
の国際マネジメント研究科
で二年間勉強した︒

今期は課題の掘り起こし

活かし切れていなかった︒

店か訪問したが︑そういっ

の説得力がないと話になら

書きが外れると︑ロジック
ほど規模が大きいか︑よほ

であってもいいし︑内容︑

完壁に売場提案できる会社に

論を出すか︑この項目は時

アンテナショップの情報を

昭和二十九年四月生まれ︑

きを見て話をしている︒肩 カー︑問屋︑小売がそれぞ

一般的に会社では一口塁

と解決策の見つけ出しなの

間がかかるとか︑その時々

うライフスタイルの商品︒

た取引先には私どもも積極 くて︑消費者が欲しいと思

◇

客さんに一本でも一枚でも

で︑まず五つのプロジェク

に結果が出たら︑もう一度 確実に小売店に提供できる

る問屋でないと︑小売店が

今まで以上に取引を強化し だから︑必需品ではなくて︑ 岐阜県出身︒昔から︑﹁海

◇

れ秩序だって存在している

多く買って頂く提案ができ 様式一切問わないと︑一カ

に提案した社員が一番問題 検証する︒プランして︑ア

トチームを発足した︒実際

てしまう宿命にある︒

ットな情報を伝える︒そう

ていると思う︒文具ではな

し︑中小のメーカー︑問屋︑ ど機能がない限りは外され

月間の期間をおいて提案し

小売が存在し得る︒よく言

クションして︑それをチェ

よう焼き直して︑絶えずホ 的に支援させて頂きたい︒

てもらった︒その全部の提

ない︒その二年間︑ファイ

意識があるので︑その社員

機能を追うのか︑どっちか

︵取り組んでいる事業活 案内容を読み︑私なりに仕

ＭＤＳは規模を追うのか︑ 付き合いする意味がない︒

い︒これからの時代︑リー

と括りで言うのは間違って

ナンス︑ＩＴなどいろんな えば伝統的︒悪く言えば古
ところに首を突っ込みなが

して︑取引先に活かせると

から︑姦子卒業後︑総合商

たいと思う︒せっかくある

ているという声を聞くが︑

一杯いる︒納品は随分減っ

今︑たまたま文具業界に

提案したいと思う︒

取締役として活躍︒大学院

が多いが︑そういうものを 族を連れて赴任した︒エル

間︑イタリア・ミラノに家

り個性である︒その人の個 社の三菱商事に入社︒六年

しての提案となると︑やは

嗜好品だと思う︒嗜好品と 外にあこがれていた﹂こと

今どこにいるということを

が︑そこを活用できていな

納品は納品で趣向を凝らし

エムディーエスの現在の

マネージャーを経て︑専務

メスジャポンではゼネラル

かった︒

入学は五十三歳で︑もちろ

専門店が元気がないとひ

般社員︒そのリーダーをも

いる︒元気のいい専門店も 性を表す商品︑当社は文具

ていきたいと思う︒

というのが命題だと思う︒

就任四カ月たって︑中期

の現状が見えた︒三カ月く

いう本来の問屋業に注力し

いう社内の横の連喝小売

私の個人的な考えは︑やた

三力年計画を策定︑社員に

共有する︒目聖遠州を全員

ックする︒それを絶えず工

マンショック以降の大きい

らに規模を追ってもいろん

とに四︑五人で︑今の課題

七月から翌年六月までで︑

性化策︑市場活性化策︶

あるべきかを徹底的にやり︑ うねりの中では︑このまま

ら︑マネジメントとはどう

でいいのだろうかというの

らいたって︑業界とは︑会

そこにまんべんなく対応し

が共有して︑絶えずそれを

いるが︑働く全社員が楽し

程表で行っていく︒全員が 部隊の情報をちゃんと共有

ＭＢＡ︵経営学修士︶を修

な業態の小売店があるので︑ 発表した︒会社の法鼻期が

︵ＭＤＳの基本戦略︶

はこれで︑それをどうした

て︑提案型の納品にすると

ん最年長︒大学でもびっく

︵文具小売市場の将来展

かで減爪墓Ｔを抑えている店 く︑明るく︑社会貢献がで

社員数は︑社員・契約社員

望︶

ライフスタイルに合った商

アップデートして︑ＭＤＳ

品を私どもが提案できるこ

うものが完璧にできる会社

から何をしないといけない

目標に到達するには現状

旬に答申してもらうことに

月末に立ち上げて︑一月中

りされたという︒

文具市場は先行き大変だ

ソナル文具でカバーするよ

っていたのが︑社員の提案 らいいのか︑時間とかどう

社とはこういうものかと思

中期三力年計画を策定

分けした結果︑課題はこう がプロジェクトリーダーで
いうところにあると︑会社 ある︒管理職ではなく︑一

得した︒その結果︑肩書き が印象だった︒
がなくても人を論理的に説

たが︑今期は期の途中の十

十三期の半年たってしまっ

きるパーソナル文具の一番 問である︒規模が大きいの

一月から運用スタートとい

得るかどうか︑ちょっと疑
に越したことはないが︑Ｍ

ＭＤＳは︑ＭＤ提案ので
問屋を目指している︒久保

ＤＳとしては質を高めたい︒ うことである︒

きるようになりたい︒社会

という意見をよく聞く︒総

う︑趣向を凝らしていると

もある︒

いるのだという実感を持っ

で︑実際の裏付けができた︒ やっていくのか︑そういう というのは自分が動かして

論は大変である︒ただし︑
を目指す︒この半年︑第一

また︑納品の落ちをパー 貢献というのは︑消費者の

てもらい︑全員参加︑全員

と︒そういう会社である限 百十五人︑パート百四人の

提案をして下さいと︑十一

経営にしていきたい︒

のいい会社は必ず存在する︒ ころもある︒パーソナル文

どの業種も同じだが︑いき
今︑新店をお客さんがた

れるし︑メーカーからも支 として︑東京本社のほか︑

具に注力するので助けて欲 りは︑小売店からも支持さ ム﹇計二百十九人︒営業拠点

だから︑文具業界も私は悲

しいということで︑店のコ

くさん出されているので︑

援頂ける︒理念としてそう 関西支社︑札幌営業所︑名

そこにＭＤＳが指名される

ンセプトから棚割りなど全

いう会社でありたいと思っ︒ 古屋営業所の三拠点があり︑

全員参加で︑自分たちが

よって︑すどい発展性もあ

部当社が請け負って︑問屋

感じていたことを自分たち

で解決するということであ 機会が多く︑それは純粋増

るし︑伸びも高いのではな

業界がこうあるべきだと

いるが︑将来あるべき姿に

になっていると思う︒ただ

高らかに言うより︑一つ一

なるためにはどう改善して

し︑大事なのは新規出店す

一社独占だとなかなか大変

の年︒三期は検証して︑再

る︒五つのプロジェクトチ

なので︑二︑三社と一緒に

ーを構える︒

東京・足立区に商品センタ
ームにかなりの人が参加し

いかと思う︒勝ち組︑負け
ているので︑私は先頭に立

組という言葉がよく使われ

観していない︒やりように
ＣＡのサイクルでどんどん

いかなくてはいけないか︑

回していく︒ＰＤＣＡとは︑ 何を変えなくてはいけない
プラン︑ドゥー︑チェック︑ か︑日露的にいろいろ出て
アクション︒計画して︑実 来る︒

る店が必ず売れる店である

実行である︒いわゆるＰＤ

した︒

期は課題の掘り起こしと解 かというと︑まず具体的に
決策の実行で︑来期は実行 差を見る︒現状こうなって

三カ年で売り場提案とい

時代︑杉本時代とずっとや

得し︑かつ大きい組織でリ
ーダーシップを発揮できる

工ムディーエス
（
東京都墨田区太平4 丁目）
鷲 見 孝 社 長
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新春特別インタビュー

回復基調がなかなか出てこない︒このような中︑業

き︑オフィス家具︑事務用消耗品などの売り上げに

昨年一年間も依然としてオフィス需要の低迷が続

ループの現況と今後の戦略︑そして業界の課題につ

ンタビュー︑流通会社︑海外事業なども含めて︑グ

コクヨグル上ブを統括するコクヨ黒田章裕社長にイ

に︑海外事業戦略もさらに強化しようとしている︒
当社が年間に取り扱うス

ついて一言お願いします︒︶

三つ目のカテゴリーは特定

ような形に切り替えます︒

ウンを進め︑利益が上がる

す︒

商品群が当たってきていま

いう考え方で開発してきた

イングという会社の価値を

のユーザーに向けた﹁際立

千口空合は︑三つのグル主ブ

わち︑価格以外の価値をど

ですが︑エンディングノー

要まで結びつかない現象が

できれば︑一つ目︑二つ

︵カウネットなど通販の

高めていきたいと思います︒

目の商品群の中にも︑ひと

れだけ提供できるかという

味加えることで第三の商品

ことです︒ファニチャーの

げは減りますが︑増収につ

品開発は個人の期待値︑個 態という理解でビジネスモ

た提案をしていくことが大

まるという付加価値を付け

顧客の生産性や創造性が高

ウトや働き方に着目して︑

い市場環境の中でも売り上

し続けており︑昨今の厳し

することで︑いい結果を出

宣伝をしたり︑ＰＲ活動を

通販市場の中でも︑テレビ

しています︒競争が激しい

カウネットは順調に推移

事になってくるかと思いま

かなか大変なので︑レイア

す︒

︵コクヨマーケテイング げを伸ばし続けている点を

の準備に費やしました︒フ

す︒昨年一年間はそのため

たらいいな﹂から生まれる ないとダメだということで

関係会社をファニチャー事

置つけを変更し︑すべての

一月からグループ内の位

クヨさんはどうでしょう

を入れてきていますが︑コ

社も生産︑販売の両面で力

オフィス構築と家具の販売

進出する日系企業に向けて

二︵︺Ｕ三年から︑中国に

︵海外戦略について他

ものです︒﹁あったらいい

ァニチャー事業の生産・開

頼もしく感じています︒

す︒また︑働いている社員

な﹂を形にした結果︑一般

か
︒
︶

舗事業を堕口し︑あわせて︑ 連なる形に変更しました︒

をしてきましたが︑リーマ

でしょうか︒︶

にもそういうセンスが定着

家庭や個人使用の商品がで

の二つの専業のどちらかに

業とステーショナリ⊥皐業

など販売会社の現況はどう

してきています︒会社とし

なり︑今年一月からは︑店

の現況は？︶

八次にファニチャーの方

てきたということでしょう︒ 発部隊と直販部隊が一体に
るのではなく︑ヒット商品

ては︑個人の能力に依存す

デルや商品戦略を考え直さ

現況についても二言お願い

場合は︑一個一個の単品の

います︒個人需要を狙って

できる商品を開発していき

これが実を結んできていま

ながるように工夫しており︑ 人の﹁困っているな︑あっ

します︒︶

戻ってくるかどうかは分か

コクヨＳ＆Ｔの基本的な戦

文具も製版機能一体化

製品がヒットしていること 上げは右肩上がり︑ほぼ垂
で︑収益性は改善してきて 直状況で利益は確実に稼ぐ

に特化して病院の困りごと

ます︒たとえば︑病院向け

すなわち︑今の状況が常

いう商品群です︒

が︑絶対値はまだ小さいと

りません︒

からある商品ですが︑﹁環

います︒

特定層に際立った価値
エッジ利いた商品の開発を

商品価値で競争するのはな

群化していこうというのが︑ などＢｌＯＣ商品も増えて 以前と同じ室でメーカーに

った価値﹂を見つけるとい
これまでは全芋茎明全

うことです︒
家庭をターゲットにして商

一つ目は︑たとえば帳簿や
伝票のように当社として収

品開発していました︒する

に分けられると思います︒

テーショナリー商品一万数

コクヨ・黒田章裕社長
界トップ企業のコクヨは販売会社まで含めて︑オフ
いて聞いてみた︒

益は確実に上げられるけれ

トやのりが付かないはさみ 発生しました︒その需要が

ども出荷額の減少は止めら

どもこれといった特徴のな

れないという商品︑二つ目 と︑それなりに便利だけれ
はたとえばファイル製品の

れからは︑何らかの付加価

いる︑というよりも︑﹁際

い商品になってしまう︒こ

収益は決して大きくはない

値をつけることで︑ボリュ

立った価値﹂を追求する商

ように︑売上額は大きいが
という商品群︒三つ目はバ

略です︒ターゲットが限ら

販売会社の価値を高める

方︑利益については︑年々

リナックスのように︑売り ームは小さいけれども特定

れることで一時的に売り上

でなんとかいきたい︒一

そうですね︒特に昨年

上がっています︒ノートな

の層の圧倒的シェアを童得

たですね︒︶
は﹁バリナックス﹂が当た

ど︑確実に収益を上げる新

ういう一年だったか印象を
一口お願いします︒︶

りました︒針のないステー

かに見えた経済が︑夏以降

といったお客様に提供する

境﹂︑﹁安心・安全﹂︑﹁効率﹂

きました︒流通の皆様から

ファニチャー事業はリー

の極端な円高を背景に再び

の︑それ以降の需要が伸び

ことで多くの受注をいただ

も︑面白い商品だ︑という

とで︑多くの支持をいただ

売り上げとなりました︒一

を繰り返し生み出せるよう

卓看的に各製造部隊と販売

ってしまいました︒昨年か

業の進出が極端に少なくな

きまして︑品切れが長く続

機能が一体化するというこ

流通︵コクヨマーケティン

特にファニチヤ⊥早業に

らは︑ターゲットを現地企

方︑コクヨ内部では確実に

ファニチャーの場合は︑

した︒これまで製造会社と

ついては︑直販部隊と奥口

業に変更して営業活動を進

リーマンショックで国内の グ︶も実質的に一体化しま

販売会社と直販会社が分か

することで︑たとえば︑お

マンショックの影響が相当

金融市場が吹っ飛んでしま

れていたことで︑それぞれ

客様の東京の太社に関して

です︒生産面では︑マレー

めており︑徐々に回復基調

大きく︑今年はまだ赤字か

いました︒それまでは︑日

東京の直販部隊が入手して

いてど迷惑をお掛けしまし

本のビルのおそらく三〇％

のゴール感が異なり︑販売

いる情報を︑札幌でその会

た︒年明けからも︑引き続

ンショックの影響で日系企

金融業界のお客様にコクヨ 店様にもご迷惑をおかけし

は金融業界と思うくらい︑

たことがあったと思います

社の支店に対して営業活動

今後の成長に向けてのエネ

とです︒

な︑再現可能な仕組みをつ

の机や椅子を使っていただ

ァニチャー事業にかかわる

が︑これからは︑コクヨフ

ファニチャー見直し

いう形に落とし込んで初め

くることが大切です︒そう

いていました︒

は昨年から大きく振り子を

︵昨年度の売り上げ状況

ん滑らかになっｌてしまいま

変化してきています︒

見た目の変化以上に内部が

仕組みが整ってきており︑

中で︑それらの会社で使わ

金融機関が日本を後にする

トを決めて進めてまいりま

なおかつ︑明確なターゲッ

れは︑販売店様のみならず も中国を含むアジア向け製

できるようになります︒こ

倒産した後︑多くの外資系 全員が同じゴールを共有し︑ をしている販売店様に提供

産していましたが︑こちら

国内向けのワゴンなどを生

シアのファニチャー工場で

景気に左右されにくい市場

す︒家庭用としては評価さ

はどうでしょうか︒︶

価格競争の渦中にいますが︑ 益を確保できる商材に仕上

れなくてもかまわない︑し

めることは不可能だと考え

予想よりも緩やかな角度で

二つ目の商品群は︑徹底し

顧客が求める付加価値を提 げる努力をしていきます︒

振って︑際立った価値で勝

ら脱することができません

て企業の力と言えるように

た一年であったと思います︒ きフル回転の生産をしてま

なります︒当社では徐々に

生産・開発と流通も一体化
りますが︑ついでに家庭で

ダウンに会社をあげて取り 売り上げの右肩下がりを止 ばエッジが利いた商品にな

に隼甲したことや︑コスト

えるとそのエッジがどんど

も使ってもらおうなどと考

が︑特に教育や官公庁など

ステーショナリー事業に

組んだ成果が出て︑確実に

コストダウンでしっかり収

いります︒

負する商品と︑価格競争力

ついては︑リーマンショッ

います︒今はまだ︑燭烈な

収益改善の方向に向かって ているので︑できる限りの

ステーショナリーついて

で勝負する商品を分けると

てはいますが︑下がり方は

ク以嘩売り上げは下がっ

最初の商品群については︑ 解決に集中した開発をすれ

いう方針を掲げました︒今
明確にし︑少しずつ目に見

供できるビジネスモデルに

かし︑病院からは絶対的な

製品の開発の方向性は︑

むことで︑コクヨマーケテ だ緒についた段階です︒

ますので︑積極的に取り組

値があるというと考えてい

て︑ファニチャー事業はま

新興国での事業成長に向け

お客様に対しても非常に価 品の生産を検討してきます︒

です︒できるだけ早い時期

生まれ変わるための努力を たコストダウンと同時に流

が大量に中古市場に出回り

ていないような価値︑すな

中亘巾場や海外製品が持っ

す︒

踏ん張れているという状況
に対前年一︵︺Ｕ％を超えた

通ｌを巻き込んだ販売強化を 支持を獲得しようとすれば︑ なども増えているようです

の注目が高まって︑新規謂

ました︒以来︑中古市場へ

れていた高級オフィス家具

ですので︑業績はそこそこ
ですが︑会社としては次へ

しているところなので︑こ

ＢｔＯＢがメインの企業

が1−︒︶

いと思います︒相撲ではな

解決する商品になる︒こう

の準備ができたのではない

ることでさらなるコストダ

実施して︑堅罰点を確保す 病院の困りどとを徹底的に

︵コクヨＳ＆Ｔの現況に

れからだと思います︒

央まで押し返すイメージ

いが︑徳俵で足を止めて中

︵文具は新製品が多かっ

かと感じています︒

︵個人需要を狙った商品

える成果がでてきました︒

リーマンブブラザーズが

年はその方向性をより一層

ルギーを貯めることのでき

ず︑結果的には前年並みの

る売り上げをあげたもの

要期に対前年を大幅に上回 価値を明確に打ち出したこ

落ち込み︑当社としても需

需要期に一時的に回復した プラーそのものは実は従来

昨年を総括してみると︑

︵昨年を振り返ってど

ヒット商品で文具の収益性改善

成長へのエネルギー蓄積

ィス家具事業を中心に組織見直しに踏み切ると共

成長できる時代に

。昭和32年5月2。第3種郵便物認可）第1666号
旬刊：抒イシヨゴー
2。11年（平成2錘）1月5日

墓的拡大より質的向上で

海外は﹁地産地消﹂狙う
すなわち安さや速さだけで

家具見本市に出展して好評

ック﹂というケルンの国際

環境が厳しいからこそでき

の声の迅速な把握が最も重

三十二年間続けてきた﹁文

また︑当面の課題として︑

を提供していきます︒なお

エイティビティのある商品

の収束に当たっては︑厳し

いと存じます︒文具券事業

価格（
税抜き）

6 3 0 円（
6 0 0 円）

従来の競争とは違う競争︑ ついては︑昨年﹁オルガテ
はない競争によって︑企業

ることがたくさんあると思

る価値を提供できればまだ

とこれまで以上に緊密な連

まだ伸びていくことは可能 要です︒業界の流通の皆様

︵文旦業界の現況につい だと考えています︒

かし︑以前のように景気が

自棄亡がその役割を終える

力していく所存です︒

景気は去年よりは多少回 携ができるよう︑当社も尽

よくなったので業輝もアッ

復するかもしれません︒し

プという時代ではありませ

ことになりました︒昨年十

た︒しかし︑店頭にはこれ

十二月で利用を終了しまし

月をもって発行を中止し︑

ん︒金森百の努力によっ

顧客が求める価値提供

からも文具券を持っていら
っしゃる消費者もいらっし
販売店各位におかれまし

ゃると思います︒

また海外生産品の流入もま

い環境の中︑メーカーは多

テープ相ｍｍＸ長さ

1 0 ｍｍ幅×6 0 ｍ巷

と運ぶ時と僅っ時︑この四
つの基準値を設けました︒

目指していきたいと思いま

社内基準とはいえ︑全てク

す︒

を得ました︒まだまだ規模

う価値だけで︑海外の新興

は小さいながら︑勢いがつ

勢力と戦っていくのは難し

の成長が左右される︑とて

れたおかげで︑昨年の十二

も面白い時代になってきた

月末ですべての商品からマ

リアーしないとマークを取

りなかったのですが︑イー

れないというものですが︑

ジーバイがその一社になり

ベトナムでノート販売
も増えてきています︒機能

きましたので︑今後拡大を

は全く同じドットライナー

︵最後に業界は厳しいで

と思います︒逆に値段とい

ステーショナリーは︑二
い︒価格に価値を見出す顧

てコメントがあればお願い

すが︑何か業畳覇王につい

社員は大変な努力をしてく

年ほど前からベトナムの工

い﹂という顧客の二極化も

こしずつ成果が出てくるの クを通じて社員のエコへの 商品と価格以外の価値を重

います︒特に付加価値型の

繰り返しになりますが︑

るというような傾向もあり

視する商品と︑明確に分け

じ顧客でも価格を重視する

します︒﹀

客と﹁これなら高くてもい

そういう中で︑今年にな

ます︒後者の︑顧客が求め 商品開発においては︑顧客

今後︑必ずやこの三年間の

す︒
︵環境対応についても一

プロセスで得た成果が事業

ではないかと期待していま 意識は相当変わりました︒

性も高まるので︑今後︑す がエコです︒エコバツマー

利便性も出てきます︒収益 しで︑一冊のカタログ全部 進むと思いますし︑また同

場でノートを生産し︑ベト ですが︑相手箋ノランドで ました︒カタログをなくす ークが取れました︒
ナム国内で販売し始めまし 世界に広まりつつあります︒ ことで価格競争力も当然出
今年の総合カタログから
た︒
︵中国の通販については ますし︑ウェブならではの エコバツもエコマークもな

﹁イージーバイ﹂という

どうでしょうか︒︶

本国内における価格競争力

って中国政府がウェブ通販

て︑価値を提供できる商品

墜口カタログは全部エコに
を出していくことが重要だ

応を︑日本文具振興株式会

すます進むとだろうと考え

かつ︑それらの価値が経営

当社の場合は︑文具︑家 すので︑業界の関係各位に

︵お忙しいところ︑あり

東京営菓部 ＴＥＬ：（03）5825−3641ＦＡＸ（03）5825−3646
大阪営兼部 ＴＥＬ（072）856−4091ＦＡＸ（072）856−4096
ホームページ ｈｔｔｐ・／／ｗｗｗｕｎｉｏｎ−Ｃ．ＣＯｒｎ／

轡芸芸雲等㌫＿綴紹雌

それまで海外生産は︑日
確保が大きな目的でした
名前で五年前にカタログ通
を続けてきました︒中国に

が︑これからは﹁地産地消﹂︑ 販をはじめましたが︑苦戦
すなわち海外の方々に使っ
古くからある商習慣がカタ
ログ通販モデルの障壁とな

ていただける商品をつくっ
り︑なかなか浸透できませ

活動に現れてくるだろうと

ていきます︒ベトナム工場

はアメリカやオーストラリ
のライセンスを事実上外資

カタログなくし価格競争力

に付け︑捨てる時と作る時

エコバツマークを三年前 思います︒

で生産する商品は中国にも
んでした︒

言お願いします︒︶

送られています︒今後東
エリアを拡大していきたい

南アジア︑インドへ︑販売

中国でウェブ通販を

と考えています︒
また︑テ主ブのり﹁ドッ
トライナー﹂をタイの工場

ア︑ヨーロッパ各国に強い
系企業にも聞放し︑日系企

で作っていますが︑こちら

ＥＭ生産がメインです︒先

流通を持つ会社と組んだＯ
進各国で販売され︑生産量 業では二社にしか許可が下

て何かコメントを頂ければ

は依然として厳しいと思い

と思います︒ファニチャー ては︑なにとぞ誠意ある対

と思います︒︶
もともとＯＡやデジタル
系の商材に変わっていく商

られますので︑日本の市場

ていかないといけないと感 興会社と加盟店の間に入り︑

者まで届くように提案をし 額な資金を拠出し︑卸は振

品が多いということもあり︑ ますが︑環境対応や︑クリ 社役員として︑お願いした

伸ばすことは難しいと思い

加盟店の皆様にも多くのス
を入れていくということで 事に収束できるよう︑振興

︵あと︑今後海外にも力 トレスを生んでいます︒無

じています︒

だけで売り上げを飛躍的に
ます︒ただし︑﹁これだっ
いたい﹂と個人の琴線に触

たら自分のお金で買って使

すね︒︶

仝在も精一杯の努力をしま
れるような商品開発ができ

具ともアジアが主です︒ア も﹂協力をお願いする次第

れば︑まだ売り上げも利益
も伸びると考えています︒

ジア全体を視野において︑

です︒
そういう意味で︑量的拡大

ていきたい︒ヨーロッパに

諸国で上げられるようにし がとうございました︒︶

よりも質的な向上によって︑ 売り上げの何％かはアジア

いかと思います︒

まだまだ成長は可能ではな

昂 畜

ＧＴ−
Ｐ7

サンスター文具は昨年七月一日に新役員人事を行い︑小林奄代表取締役副社長が新たに代表取締役社長
に就任した︒新体制となった同社は十一月十一日︑韓国に現地資本との合弁で新会社﹁サンスター文具コリ
ア株式会社﹂を設立した︒韓国でキャラクター文具などを中心に現地生産︑現地販売を展開していくなど︑
海外でのビジネスにも力を注いでいる︒また商品開発でも︑アイデア文具の強化を進めている︒﹁新しい事
に挑戦し続けたい﹂という小林新社長に︑新体制での取り組みについてインタビューした︒

〝挑戦″の気持ち忘れずに
ただ︑そうは言ってもこ

魅力を伝えきれていないん

じゃないか︒消費者の方に︑

の南口野ぞきちっと伝えるこ

アイデア文具を含めた当社

ゃないかなと思います︒

とができていなかったんじ

人気の﹁ピクトメ﹂

〝大人″デザインの第3弾発売

主に二十代︑三十代の

だまだチャンスはあると思

大人に使われていること

千万弱と半分以下ですが︑

こで︑メッセージになる

います︒韓国でもアイデア

クリップがあったら便利

います︒

サンスター文具から発

キャラクタービジネスでは

売されている﹁ピクトメ﹂

募集をいたします︒

例えば︑コクヨさんの﹁バ

のを作りたかった﹂と津

もあり︑﹁アダルトなも

は︑絵文字＋クリップの

のは︑﹁ピクトメ﹂を企画・

リナックス﹂という紙でと

開発した企画開発生産本

じるステープラーがヒット

ユニークな商品として人

︵韓国と同じように︑中

気を博している︒単に綴

国でも現地法人を作ってと

しましたが︑当社でも十五

まだまだこれから伸びてい

年以上も前から紙でとじる

くマーケットなのかなと思
います︒日本も含めて︑ア

この半年で大きな事は︑

ジアは嗜好も似ていますし︒か？︶

韓国に現地法人を設立した
事です︒現地の方たちレ太口

だと考えました﹂と話す

弁というかたちでスタート

韓国でのキャラクター文具

ていて︑これは毎年コンス

ステッチロック﹂を発売し

ステープラーの﹁ペーパー

で︑他のデザイン系ゼム

ことができるクリップ

セージも一緒に伝える

じるだけでなく︑メッ

とはちょっと違う︑メッ

あったが︑﹁かわいいの

いデザインのクリップは

それまでにも︑かわい

部の津坂直子さん︒

お知らせに付けるのに良

うち﹁酒﹂は︑飲み会の

リップが仲間入り︒この

人っぽいデザインのク

ク﹂といったちょっと大

では﹁酒﹂や﹁キスマー

坂さん︒そこで︑第三弾
て考えています︒

当然︑選択肢の一つとし
︵韓国で展開されるのは

クリップとは一線を画し

いうお考えはあるんです

しましたが︑これから大き

ンパニーとなるために︑韓

ビジネスでリトディングカ

タントによく売れる商品な

たデザインコンセプトが︑ セージ性があってコミュ

国でのビジネスを展開して

なチャレンジになっていく

キャラクター文具が中心に

て売るような数の注文が一

んですが︑今回は半年かけ

変申し訳なかったのですが︑

客様にど迷惑をかけて大

カ月間で来てしまった︒お

は︑ちょっと大人っぽい

テムが好評発軍甲︒今回

メのシリーズ第三弾アイ

されている︒そのピクト

多くのユーザーから支持

ヒト型のピクトグラムな

イン﹂をイメージして︑

スでも使えるようなデザ

の︒男女問わず︑ビジネ

ニケーションに使えるも

気だったので︑今回は

ジティブなクリップが人

﹃ファイト﹄のようなポ

これまでアイデア文具も

なるのですか？︶

で︑アイデア文具ももちろ

ター文具の製造・販売を行 韓国で販売していましたの

対応しきれなかった部分が

︵では︑韓国でキャラク

いきます︒

と思います︒
︵現地法人では主にどの
よっなどジネスを展開され

ん展開していきます︒ただ

あります︒うちも﹁よく売

韓国国内での商口堅寓が

ていくんですか？︶

最初は︑ディズニーさんと

の半年間は﹁大変だったな﹂

当面は︑韓国でのビジネ

契約させていただいてスタ

いきます︒

て︑謙虚な気持ちでやって

新しい事にもチャレンジ
︵まずはじめに︑プロフ

スに集中していこうと思っ

ィール的な部分についてち

で韓国で販売してこなかっ

ていますが︑今後は他のア

販売できません︒版権に関

いていて︑アジア各国でも

売する契約をさせていただ

『啓恩も海道押野訝求む普曹
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琵琶二等・三蛍三・三二二重言忘三き恵予謂・丁一言

「第16回サンスター文具6・1アイデア募集」
業界内外から文具のアイデアを募っている。一
般部門のテーマは「すごい」。12月1日から募集
をスタートしており、締め切りは2月28日（必着）

︵国内でのビジネスはい

﹃コール﹄﹃喜び﹄という

くのユーザーから注目さ 達成系のデザインを増や

不在の場合はふせんを一

りをするときに︑相手が

ル﹂﹁待機﹂﹁喜び﹂﹁キ

弾は︑﹁うっかり﹂﹁コー

新発売のシリーズ第三

すめで︑﹁喜び﹂は〝バ

した書類に使うのがおす

﹁ゴール﹂は目的を達成

れ︑ヒット商品となった︒ してみました﹂とのこと︒

緒に渡したりしていまし

のに効果的だという︒

ンザイ″〝やったね″な

いる﹂という自分たちの基

ストーリーがあり︑訴えた

ど嬉しさをアピールする

準で勝手に判断して︑努力

ってしまう︒だったら︑韓

いキーワードやメッセージ

スマーク﹂﹁酒﹂﹁シャツ﹂

たが︑急ぎの書類の場合

国で作ったものをダイレク 出展してアイデア文具をア

があって︑そういうものを

込めてもの作りをしていま

ぱいあります︒それを一つ

﹁蛇口﹂の八柄をライン
アップした︒

は〝轟柄のシー

ーに関しては二年ほど前か

場者の方から﹁こんな便利

トに東南アジアなどで販売 ピールしていましたが︑来

すから︑それを含めて消費

いたんだ︑便利だね﹂と言

ルを貼っていました︒そ

います︒

そういったアイデア文具

が足りなかったのかなと思

だいろんなチャンスはある

だけでなく︑キャラクター

半年やっていて︑まだま

かがですか？︶

んじゃないかと思います︒

ら契約をした上で韓国で販

ームアップも期待できます なものがあったんだ﹂と声

者の方に伝えていかないと

売はしていました︒しかし︑ できれば︑そこでのボリュ
今の円高ウォン安という状

が︑業界の小売店さんや問

いけないです︒

し︑日本も含めてアジア全 をかけていただいたのです
現地ローカルの類似商品と 体で売ることも視野に入れ

屋さんなどからも﹁サンス

況では︑現地の小売価格は

ていきたいなと考えていま

ターさんこんなのをやって

できる事はまだまだいっ

倍以上違ってしまうので︒

す︒

自ずと結果は出てくると思

ずつきちんとやっていけば

っています︒小売店さん︑

っていただく事がありまし

問屋さんのど協力をいただ

た︒
当社は︑どうしてもファ

そうですね︒中国は規模

いるんですか？︶

︵中国での販売も考えて

それでも売れるマーケット
はありますが︑まだまだボ
リュームが小さいというこ

も大きいですから︑また別

きながら伝えていきたいと

ともあり︑今回は韓国で製
造して販売することに新た

ンシー︑キャラクターとい

思います︒

で考えなくてはいけないの

ませんが︑きちっと商品の

かもしれませんが︑中国も うイメージがあるかもしれ
マーケットでいうと︑日

含めてということでは︑ま

に取り組もうと︒
本は一億三千万で韓国は五

また︑﹁これまでにも

たのかというとそうではな

さそうだ︒

負︑また就任されて半年間 先ほどの話ではありません

く︑アイデア文具もずっと

っていくのですね？︶

が︑﹁しょうがないな﹂と

主な目的になります︒今ま

思ってしまう事がまだまだ

というのが実感です︵笑︶︒

が︑座右の銘やモットーに

のご感想をお伺いしたいの

︵社長に就任されての抱

されている言葉などはあり

ですか︒︶

ょっとお伺いしたいのです

ますか？︶

が特徴だ︒

れているね﹂と評価してい

た商品ですが︑やり方など

ートしますので︑そこが中

工夫すればもっと売れる商

ジアでの展開も考えていま

チャンスがあれば︑いろん

す︒Ａてディズニーで言え 心になってきます︒でも︑

販売していました︒ただ︑

品は国内での販売権利を契 ば︑台湾やシンガポール︑

あるなと反省しています︒
﹁6・1アイデア募集﹂

就任時の記者会見でもお

を毎年行っていますが︑そ

品だったのでは︒﹁売れて

色々と参考にしている言

話しましたが︑やはり会社

な事を韓国で挑戦していけ

デザインを揃えているの どをデザイン︒これが多

として﹁企画とアイデアで

マレーシア︑タイなどで販
係ない商品を販売していく

第16回サンスター文具6．1アイデア暮集

﹁社内で書類のやりと

葉はありますが︑一番シン

約しているた吟海外では

てしまっているのではない

たが︑何かマンネリになっ

キャラクターなどの版権商

プルで好きなのは︑﹁初心

の表彰式の時にも言いまし

の﹁挑戦﹂を忘れずにやり

とを出していますので︑そ

ればと思っています︒

に帰る﹂という言葉ですね︒ 挑戦し続けます﹂というこ
初心を忘れずに常に謙虚に

続けていきたいと思います︒
﹁これでいいだろう﹂とい

アジアでのビジネス拡大視野に

韓国に現地法人設立

しなくてはいけないなと思
っていますし︑仕事も慣れ
てくるとミスも出てきます

事に挑戦する︒そういう気

ので︒会社に入った当初に︑ う事はなくて︑常に新しい
会社に対して疑問に思うこ

いでしょ﹂という商談にな

りがちですが︑キャラクタ

文具でも﹁この商品かわい
販売しているのですが︑や

ーにはバックグラウンドや

例えば︑最近いろんなと
となるとビジネスとしては

しても︑当社はＩＳＯＴに

はり現地での価格が高くな すが︑アイデア文具一つに

ころでお話ししているんで

か︒アイデアを募集してい

国内よりは小さくなる︒

持ちは変えないと思ってい
るのに︑我々の方がアイデ

ます︒もちろん︑新しい事

ア不足になっていた面があ

てしまいがちですし︑﹁し

に挑戦すると同時に︑これ

とがあっても︑それを忘れ

までの全社の良い部分はき

轟瀞溺 豊漁閥撞閥蝕

正確に言うと︑ディズニ

ょうがない﹂となってしま

善診監戯

えようと色々と取り組んで

う事があります︒でも︑﹁し

け ｔＩ一一▼−−
‡揖】朗細僧璃制増臥ム
・摩醐鴎脚碑
耶シｍ トＷＴⅦ
：測絆随一相が掛
Ｖ鵬劉蛸岬舶剛腕噸昭評坤鵬妙

ったので︑今回は新しく変

Ｉｒペンナｌえ・ベン照一1Ｊ

ちんと守っていきたいと思
います︒

′′ご′さ い呵 ㍑譜免れ

ょうがない﹂というのは良
くない事です︒初心に帰っ

追無細摘辣錐蹟舟微
鹿

よ伽，ノ棚
て≡ご竃

・
二∴・：、㌧‥、．
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ュニケーションをとって商

小売店さんときちっとコミ

しいところをきちっとやる

思いますので︑そういう新

売り場は増えてきていると

てほしい︒それは伝え続け

る事があるんじゃないか﹂

もなかなか変わらなかった︒

話はしていました︒それで

んじゃないか︑もっとでき けないんじゃないかという

﹁もっと違うやり方がある

では人材面での効果はあっ

りますから︑そういう意味

せずに︑新たな事に挑戦し 一望口したことで︑刺激があ

が︑草本に戻って問屋さん︑ ということで︑今を良しと

というのは当然あるんです

たいです︒

っている事がベストなのか︑ しても︑成績は出ていまし

統合前のサンスタ⊥＞真と

いきたい︒そこをもう一度

品をアピールして販売して

感覚的には文具を販売する 中でも︑今ルーティンでや

︵今回は︑より商品化・

状などで特徴を出していて︑ にしています︒

いいので困っています︒形

実用化に舌言甚置いて募集

アイデア文具を強化

日本製ですし︑最後に職人

されるわけですね︶

︵今後強化していきたい
点はありますか？︶

ペアでご招待というかたち

今回は締め切りも早めて

でも︑失敗しても反省して

敗する事もあるんですよ︒

先日ある社員に︑﹁サン
スターやセイカではなく︑

挑戦するというのは︑失 たと思います︒

たが︑変えていかないとい

やはり︑アイデア文具を

で︑急に増やすのも難しい

が調整して作っていますの

﹁6・1アイデア募集﹂にも注力

月に担当部署の人員を増や

ですから⁝︒
取り組もうという話はして

強化していきたいです︒七
しています︒例えば︑ハサ

ア蕾ごをもう一回力を入

りの﹁すごい文具﹂﹁すご

ごい﹂です︵笑︶︒自分な

ーネットがあったりといろ

そうですね︒今はインタ

ていきます︒

しいやり方で仕事をしてい

います︒新しい会社で︑新

いのは︑どのやり方が正

アで差別化していく︒でき

ターじゃない商品はアイデ

別化する一方で︑キャラク

い年もあったので︑できる

ですが︑全く商品化できな

かたちで商品化しているん

としてドイツ・ウィッテン

したい︒今までもいろんな 賞金五十万円のほか︑要員

ちんとコミュニケーション

問屋さん︑小売店さんとき

月から今年の六月までです

円です︒前期は︑去年の七 成功もし︑失敗もしながら

今廟の売上目標は百五億 解というのはないですから︑

たいのですが︶

︵業績についてお伺いし くというように︒ただ難し

も挑戦を心掛けながらやっ

けていく事ですね︒私自身 考えてやってほしいなと思

何か得てくれれば︒一番い 新しい会社に転職したと思

︵それは︑先ほどおっし

いるんですよ︒というのは︑ います︒
期間が短いと特許を調べき

ってますから﹂と言われま

︵商品以外ではあります

したが︵笑︶︑確かにそう

か？︶

いで︑今のまま同じ事を続

けないのは︑何も挑戦しな

ミという商品を出すならば︑

ゃっていた︑〝商品を伝え

れてやっていきたいと思い

んな伝え方があるんですが︑

単純に同じものを出すだけ

れなかったりなどいろんな

デアなど付加価値があると

ます︒韓国での募集も開始

いペンケース﹂などをイメ

先ほどちょっとお話しし

だと価格競争になりがちで
る〟という事につながるん

いうのがこれから大事じゃ

ージしてど応募いただけれ やはり商売の基本はフェイ

ですね︶

事がありますので︒

ないか︒別に突出したアイ

しますし︑募集の仕方も変

ば︒そして︑グランプリは

一般部門のテーマは﹁す

す︒そうじゃなくて︑アイ ましたが︑﹁6・1アイデ

デアじゃくても︑ちょっと

えています︒折角応募いた

れば︑またそれを一緒にし

だけ商品化できるように︑

ス・トゥ・フェイスなので︑

います︒キャラクターで差 だくのならばもっと商品化

した事で患準えばいいと思

て︑さらに価値を高めてい

今回はテーマを設けて募集

人材というか意識も含めて
の効果があったのかなと思
南口粥には︑セイカの強

います︒

アの街︵編集部注⁚ドイツ

だけでなくドイツにアイデ

ているペンケースやノート︑

具体的に自分が今よく使っ

待します︒ジュニア部門は︑ わっていくようにしたいで

ベルクへのペア旅行にご招 して︑露管著の方に伝

ったんです︒統合したてな

ての一年間通しての決算だ

ニー・クリエイティブプロ

また業務提携をしているソ

が︑セイカと統合して初め 強かった小学生から中高生︑

かった幼児︑サンスターが

﹁スティッキール﹂とい

東部のアンバルト・ウィッ

より幅広い商品提案を

やっていけたら︒一番は︑

く事もできればいいなと思

したり︑賞品も方も︑賞金

人材面で統合効果も

います︒
うハサミを出しましたが︑

テンベルク堆石があるの

︵今後の課題などはあり
やはり問屋さん︑小売店

かったなと思います︒まだ だ発揮しきれていないです

たが︑墨ナになったので良 た強さというのは︑まだま

の年齢ですし︑幅広く商品
さんとのコミュニケーショ

まだ課題は残っていますが︑ が︑これからもっともっと

をご提案できる︒そういっ
ンをもう一度きちんととっ

順調に推移していると思い

っていますから赤字が出る
この活動は︑私が頑張って

アイデア文具を募集します︒

ていくこと︒それと︑挑戦

のではと覚悟もしていまし

いる限りは続けたいなと思

ということで︑韓国での事

ますか？︶

ので︑色々とコストもかか ダクツさんの商品はより上

今ちょっと商品が足りない

シールといった中で面白い

す︒

状況です︒初回に出した分

で︑そこへのドイツ旅行を

っていますので︑アピール

出てくると思っています︒
していきます︒

︵最後に︑今後の意気込

︵セイカとの統合効果 みをお願いします︶

′ノやｙ、0ノｈＬ

ます︒

ＴＧや1000Ａｌ長辺対応暖趣麗圏
ＴＧ・Ｐ150080長這射応監Ｅ旺監溺

りですので︑それをきちっ

ＴＧ＿ＰＬＯＯＯ／ＴＧ−Ｐｌ500
トリムギア発泡スチレンボードカッター

業はまだスタートしたばか

先ほどから話している

肋Ｇｅｄｒ

サンスター文具というと

は？︶

ＡＳｙｍｂｏＩｏｆＯｕａｌｌｔｙ

キャラクター文具というイ

メージがあると思いますが︑ とビジネスとして軌道に乗

ション﹂ですね︒社内的︑

﹁挑戦﹂と﹁コミュニケー
いうのは︑大きな効果があ

対外的という両面での挑戦
も変わってきている中で︑

二世…㍉

ぶ∵。㍉

人材面で一緒になったと
社員にいつも話をしてい

りますね︒世の中がどんど

会社としてもやり方を含め れはしょうがないよ﹂とい

ていきます︒

Ｖ。5

もう一つそこにプラスして︑ せていきたい︒
﹁アイデア文具といったら

ますが︑一人ひとりに挑戦

とコミュニケーションです︒

サンスター﹂というように

﹁企画とアイデアで挑戦し

て変わっていかなくちゃい

長く仕事をしていると︑﹁こ
続けます﹂とお話ししてい

けないという話がよく出ま うじゃなくて﹁やってみよ

してほしいと思っています︒ ん変わってきて︑ビジネス

ますと︑企画だけがという

う事になりがちですが︑そ
イメージになってしまいが

われないですよね︒当然︑

ちですが︑そうではなくて︑ すが︑でも人はなかなか変 う﹂という気持ちで挑戦し

・ヒ

メ

・、

もっと思ってもらいたいで
すね︒
︵営業面での取り組みは
いかがですか？︶
今︑文具店が減ってきて
いますが︑書店で文具売り

場が増えたりというように︑ 例えば一人ひとりの什事の

ＣＡＲｍ＿。

も︑店頭での動きが非常に

小林大地社長1967年東京都生まれ。1990年3月に立教大学社会
学部を卒業し、同年4月に株式会社オージス総研に入社。1994年4
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式会社に出向し海外業務に従事。1998年12月にサンスター文具に戻
り、営業・企画・生産部門を担当。取締役、代表取締役副社長を経て、
2010年7月に代表取締役社長に就任した。趣味はテニス、ゴルフ、ス
キーとアウトドアスポーツが中心。家族は夫人と一男一女の4人家族。
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めの三ヵ条があると聞きま 着させることの重要さを強

百人いれ

︵文具業界ではよく価格

べて違う

ます︒また︑海外は自動車

ば考え方 関連が中心となっています

のことが問題になりますが︑

く感じています︒

われわれの会社のポリ

した︶
シーです︒一︑顧客満足の

ことです︒

ムの代理店になることがで

その大学院はウォール街に

後押しがあったからです︒

やアメリカが好きな会長の

的な改善〝恐れず︑ひるま

ト″︒二︑自己研輩と継続

リジナリティ︑ローコス

れば作れるかもしれません

げて安い物を作れと言われ

い︶

てくださ

ドにあったま﹂ろな文具で

いて欲しいですね︒トレン

略を教え すが︑そろそろ少しは上向

︵今年の展望を聞かせて

増やしていきたいです︒

が百人す が︑文具に関してももっと

向上〝イノベーション︑オ 安売りについてはどうお考
き︑その関係で広島のマツ

近かったこともあり︑学校 ず︑とらわれず︑〟︒三︑企

どのハガキが来たんですよ︒ は︑ローコストで普及品を

文具で

店以外でも文具が売れるよ

るでしょう︒それから文具

いい物を作っていけば売れ

デフレが長く続いていま

ください︶

のり関係が約六割︑のり ダにいろいろな自動車関連
には金献業界に勤める方が

︵今後

の商材を入れていました︒

作ることと︑付加価値を付

の成長戦

そのため︑自動車メーカー

会長が創りだしたアラビッ

ています︒実際︑当社の製

うになってきたなとは感じ

業の社会的責任を果たす が︑それはやりたくありま

クの知名度を改めて実感し けたいいモノを作っていか

にも売っていませんよ︒

ただ︑年末に発表された

ました︒本当に若い人から なければならないと思いま

〝報連相︑︑考行念″︒歴史あ せん︒うちは百円ショップ

日経ＭＪのヒット商品番付

る企業だからこそ︑負うべ
き責任︑やるべきことをや

を見ても︑低価格商品が多

ていて金融機関︵プライ

り︑常に業界を牽引できる

多く︑そういう万々と話し
ベートバンク︶に勤めるこ

よう︑発展し続けなければ

マツダから始まりました︒
そして︑マツダがデトロイ

で︑その会社に十年いまし

とになったんですよ︒それ

とのお取引は︑日本では︑

コやペーパークイリングと
ついて行きました︒そのあ

トに進出したときに当社も

モツクロールテープ等の接

いったホビークラフト製品

世の中の人は︑文具業界

れにくい商品です︒また︑

ビューが掲載されていまし

堂書店の工藤会長のインタ

品でも雑貨屋さんの方が売

はエコ製品が進んでいると

ビーは価格競争に巻き込ま

お年寄りまで使っていただ す︒それからホビー関係︑

悪いときもあまり下がらな

いいますね︒特に官庁や学

︵今年も﹁書く・貼る・

く︑まだ日本は低価格芯同

い︒だからこそ︑ほかのこ

捺す・綴じる﹂展を開催さ

ならないと考えています︒

だったんですよ︒いろいろ

とができるとも言えると思

た︒工藤会長は﹁本屋は文

た︒その後は同社の日本の

な理由がありましたが︑時

アート関係としては︑ヤマ

とマツダがフォードと資本

代背景︑創業百年という転

具の兼業の必要性があると

の日経ＭＪには︑ジュンク

ンダ︑日産︑スバルなどと

れますね︶

れるものもあります︒先日

も取引させて頂くことにな

わっていかなければいけな

気がつきました︒今︑全国

アートシリーズを伸ばして

り︑米国内における商売を

トアートカレッジというの

いきたいと思います︒ホ

拡大しました︒今でも主に

がありまして︑ペーパー

いていることがうれしいで

国内の売り上げを部門別 あった工場をタイに移転し

自動車の塗装時に使うマス

国内売上は文具7割︑インダストリー3割

す︒それを持ってホビース

当社の強みはほとんどの

すると︑認定証がもらえま 成長する可能性があると思

は明るいですよ︒まだまだ

クールや自宅で教えている

です︒季節商品をあまり

商品を定番化していること

す﹂と言っています︒文具

マトの四社で展示会をス

ム︑ゼブラ︑ぺんてる︑ヤ

人もいます︒また︑ブティッ

ん︒ヤマトアートカレッジ

タートしました︒二年目か

ク社とヴォーグ社からはヤ

は各種カリキュラムを修了

の二社が加わり︑現在も六

らはシャチハタ︑ニチバン

うと心掛けているからです︒

場に並ぶ南口夢搾っていこ

マトアートカレッジの講師 作っていません︒常に売り

います︒

社はＩＳＯ14001︑Ｉ

きにヤマトに入社しました︒ ということなら︑甘巌著向 対応が基本になります︒当

機もあり︑丁度百周年のと

ＳＯ9001を取得してい

います︒例えば少子高齢化 校に納入する際には︑エコ

う方向もあるかもしれませ をもっとやっていきたいで

琶五社連合というのが
ありましたが︑キングジ

すね︒

分かります︒

︵エコロジー製品への取

で見ると文具が約七割︑自 ました︒そこで主力のアラ

キングテープと︑ブラック

り組みは積極的ですね︶

のりを作っています︒その

ビックヤマトやスティック

アウトテープという窓枠の

の文具店も減少傾向にあり

当社のコアビジネスである︑ から脱却していないことが
あまりないんです︒いいと

動車関係のインダストリー

部分に付いている黒いテー

ます︒本屋の構造と似てい

のりや接着というのは波が
きもあまり上がらないが︑

いといいます︒当社は一代

具が約二割でインダスト 他︑一部のスティックのり

が約三割︒一方︑海外は文

やテープのりは韓国の協力

クイリングの教室をやっ

投資顧問会社に五年いまし

てこなくていいという話

は︑会長はヤマトには戻っ

一起業を謳っていますが︑

工場等で作っています︒国

プの加工を行い納めていま

ます︒面積がとれれば文具

た︒ニューヨークにいる頃

の後︑アメリカで本格的に

そもそも新しいことをやら
リーが約八割です︒海外の

す︒

ていますが︑いろいろなと

することになりました︒そ

︵現在︑のりはどこの工

マーケティングを行い︑現

ないと企業は百年も続きま
文具の売り上げ比重を上げ

でんぷん糊や加工製品を

内には長野に工場があり︑

ころとコラボしていくとい

の仕入れ商品も含まれます︒ 提携し︑フォードとも取引

イメーション︑フェローズ

のほか︑住友スリーエム︑

着・粘着製品からグラスデ

コストやマテリアルを下

以外が約四割となっていま

えですか︶

す︒のり以外の中には︑メ

すが︑その内訳を教えてく
ださい︶

一代一起業︑アートけ別にも注力
一八九九年︑日本で初めてビン容器入りの﹁保存の効く糊﹂を開発して以来︑
接着の持つ限りない可能性を追求し続けることで︑籾のトップメーカーの地位を
堅持するヤマト︒その活躍の舞台は国内に留まらず︑一九八六年には米国デトロ
イトに工場を建設し︑自動車産業向け製品の生産を開始したほか︑以嘩タイ︑
トルコにも生産・販売拠点を設立︒海外においても同社製品は高い評価姦得し

ヤマト・長谷川豊社長

ている︒四代目社長である長谷川豊氏に現況と今後の成長戦略を聞いた︒

ヤマト糊を思い浮かべます

︵ヤマトと言えば︑すぐ

トの拡大に努めています︒

日本初ビン容器入り
﹁保存の効く糊﹂開発
︵今年で創業百十二年に
当社は百年以上の歴史が

なりますね︶

も生産されているというこ

在ではトヨタを中心に︑ホ

せん︒会長は︑皆様もど存
るため︑ここ数年は﹁書く・

以前︑東京は練馬大阪

と比べると百年はまだ短い
とでどのような販売比率 は寝屋川に工場があり︑一

ありますが︑日本橋の老舗 が︑自警芸造禾同けの製品 場で製造していますか︶
方ですよ︒その老舗の方々

じの液状のり﹁アラビック
貼る・捺す・綴じる﹂展の

九九〇年に東京と大阪に

ヤマト﹂を市場に出した

けの商品を増やすなど対応

ますし︑当社独白の基準を

︵兄弟はいらっしゃいま

の可能性がまだまだあるわ

ペーパークイリングの本が

ためにも︑今年はユーザ向

出ています︒そもそもペー 売り場でメリハリを付ける

多香山みれ先生が著者の

けキャンペーンをやれたら

けです︒

パークイリングは歴史ある

おもしろいなと思っていま

私が長男で︑妹が医者︑

社で開催しています︒昨年

ホビーですが︑ペーパーク

す︒アートシリーズが発売

行う工場を設けた他︑二〇

にラボセンターがあります︒ タイに自動車関連の加工を すか︶

︵のりの将来性をどのよ 設けてエコロジー商品に

ユーザーが来場するなど︑

は︑八千人以上のビジネス

イリングを日本でいち早く

タイ工場は生産だけでな

になっていますか︶

他︑自動畢関連のインダス

六社のメンバーの協力や当 作っています︒また︑埼玉

に話を聞くと︑絶えず変

トリ⊥皐業を立ち上げて大

りながら力を入れています︒

社の海外拠点との連携をと

創業112年︑糊のトップメーカー

きくしました︒私が社長に

その他︑一九九六年には︑

なってからは知育・ホビー・

は﹁エコミュマーク﹂を付

メーカーとして着手したの

十周年なので︑何か企画を

︵タイのほかに
つか工場がありま

と天津に駐在オフィスを設
︵長谷川社長は二〇〇〇

も︑海外にはいく 立しています︒

あとは自動車関

すね︶

弟は歯医者です︒

けています︒このほか︑エ

介する展示会という形に意

は当社であり︑地道に培っ

やりたいですね︒

〇五年にはトルコに工喝

のりは絶対なくなりませ

義を感じています︒前回は

ならない︒ただ︑需要が増 適合商品も数多くあります︒ 際に使用する一般の方に紹

コマークやグリーン購入法

来場者にアイデアを妾集し

てきたものをさらに︑底辺

︵国内の売り上げのうち く︑現地からアフリカ︑欧

えるかというと︑日本の場 良い製品作りとともにその

ました︒いいアイデアもあ

を広げる活動に生かして行

アート関係といった商品に

合︑人口が減れば自然と減 活動に携わる環境側面を配

り︑実際に開発できればす

務められました︶
会長は大学生のときに父

に行かせて勉強させたかっ

す︒それにはヤマトという

ても使って頂けると思いま

時に使ったものは年をとっ

を開催しましたね︶

﹁金色に輝くキャンペーン﹂

マト﹂発売二千五周年で︑

︵昨年は﹁アラビックヤ

お客様相談室もそうです

きたい︒その上︑クイリン

ら︑ピョンピョン跳ね︑長

には難しいでしょうけどね︒ グだけでな／ゝクラスデコや だそうです︒ウサギですか

たよ︒なかなか製品化する

カラリックスなどアート商

い耳で情報をいち早く察知

り︑家族を養わなければな

たのだと思います︒外から

して︑頑張って変化に対応

うに見ていますか︶

ると思います︒より長く当 慮した製品作りもメーカー

ん︒接着という技術もなく

にとって重要なことだと思

ごいなというのもありまし

︵会長は五十年も社長を

社ののりを使ってもらうに

います︒

ベルギーに物流センターを

という立場につくことにな

を亡くしたた吟突然社長

は︑小さいお子さんがカギ

販売もしています︒ 作りました︒さらに︑上海

れ︑十年が過ぎました︒そ らなかったので大変苦労し

年にヤマトの社長に就任さ

てきました︒社長として五

を握っています︒子どもの

文具は約七割ということで 州︑一部東南アジアに直接

れまではまったく別の業界

たからこそ︑私をアメリカ

十年︑いろいゑ京刀してき
ティングを専攻していまし

の日本を見ることができ会

ので︑五努使った教育な

材を使いカルチャー的なも

摩生茸天学ではマーケ
た︒卒業後はニューヨーク

つようになりました︒昔と

が︑メーカーは聞く耳を持

好成果をあげています︒実

係が主ですが︑ア

にいらしたそうですね︶
ます︒お客様は日

のペース大学院に入りまし

この反響にはビックリし

トにも工場があり
系および欧米系自

ました︒月々︑抽選を行う

どもやっていきたいと思い

していきたいですね︒

とう︶で︑再生や復興の年
動車関連の会社で

名前に子どものころから馴

変わってきたのは︑顧客が

染んでもらうことが重要で

のですが︑全国から驚くほ

長にはたいへん感謝してい

す︒ブランドイメージを定

ます︒
︵長谷川流︑成功するた

た︒ニューヨークを選んだ
そもそもは会長

がニューヨークにいたこと

のは︑当時ヤマトの駐在員
の時代にスリーエ

す︒

今年の干支は辛卯︵かの

メリカのデトロイ

力を入れて新たな販売ルー

長谷川 豊（はせがわ・ゆたか）氏
1958年東京生まれ。1981年慶應義塾大学商学部卒
業。1985年ニューヨーク・ペース大学経営学修士卒
業後、ＭＢＡを取得し、ブラウン・プラザ「ス・ハリマン・
アンド・カンパ二「入社。1995年同社マネージャーに
就任し、東京駐在員事務所に赴任。1997年ブラウン・
ブラザース・ハリマン投資顧問マネージングディレク
ターに就任。2000年ヤマト代表取締役社長に就任。
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