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　人手不足が深刻化する中、人材の定着率向上は
経営者たちの共有課題だ。株式会社アルカディア・
イーエックスは公社の事業を活用し、現場で働く人
が生き生きと仕事ができるようなシステムを開発、
普及に努めている。

「従業員を楽しませる会社へ」
日本の雇用環境を変える取り組み
　株式会社アルカディア・イーエックス（以下同社）
の主力製品である「Performance Plus」は、現場
で働く従業員のフォローに重点を置いた総合人材
活用システムである。本部などの経営層と、現場で
働く従業員の双方向コミュニケーションを主な機
能とすることで、離職率を低下させる高い効果が
認められている。この画期的な仕組みが評価され、
2017 年には東京都が主催するビジネスコンテスト

「世界発信コンペティション」にて、「東京都革新
的サービス奨励賞」と「女性活躍推進知事特別賞」
をダブル受賞している。
　Performance Plus 誕生のきっかけのひとつは、
佐藤社長のウォルト・ディズニー・ジャパン株式
会社（以下ディズニー）での経験だ。ディズニー
は、「エンターテインメントを提供する会社だから
こそ、まず従業員を楽しませる」ことを第一とし、
従業員に対する教育や福利厚生が充実していた。従
業員を中心に経営を考えるディズニーのホスピタ
リティに触れる一方で、佐藤社長は日本において、
楽しく働いている人はどれくらいいるのか、疑問を
覚えるようになる。

リーマンショックをきっかけに、
プロダクト型ビジネスへ方向転換
　佐藤社長は、父が起業家であったこともあり、ゆくゆ
くは自身でも事業を起こしたいと考えていた。ディズニー
や外資系の企業を中心にシステム関連業務の経験を積
んだ後に独立。創業当初は、佐藤社長の前職のスキル
や人脈を生かすことで、順調に仕事を受注できていた。
　しかし、リーマンショック後の不況のあおりを受
け事業が行き詰る。佐藤社長は、それまで「受注型」
であった事業スタイルの脆弱性を痛感し、自社の製
品やサービスを保有する「プロダクト型」の事業ス
タイルへの転換を試みることにした。
　事業転換にあたり、創業当時から二人三脚で歩んで
きた槇副社長と、「自分たちがこの会社で実現したいこ
とは何か？」を真剣に考えた。槇副社長の前職は外資
系航空会社の客室乗務員。受注先のコールセンターを
立ち上げる事業の際には、その経験を生かしてコールセ
ンターの従業員の育成を担当し、高い成果を出していた。
　佐藤社長の強みであるシステム開発の技術力と、
槇副社長の強みであるホスピタリティ。この両軸を
土台に、「従業員を楽しませる会社をつくる」想いを
形にすべく、Performance Plus の開発が始まった。

ワンストップ支援で事業を加速度的に推進　
　しかし、今まで「受注型」であった事業モデルから「プ
ロダクト型」への方向転換は、自社でだけは経験が少な
く難しい。そこで、公社の「事業可能性評価事業」を利
用し、事業計画のブラッシュアップに取り組んだ。
　Performance Plus のリリースまでずっとそばで支え

現場で働く人に光を当てる総合人材活用システム
～誰もが安心して働ける職場を実現するために～

◀操作性を追求した
　Performance Plus の
　インターフェース

代表取締役の佐藤氏（写真右）と
取締役副社長の槇氏（写真左）▶
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てきたのが、「事業可能性評価事業」の経営・財務アド
バイザー（以下アドバイザー）だ。アドバイザーは、企
業が抱えている経営課題に応じ、公社の他サービスも紹
介しながら、きめ細やかにサポートする役割を担っている。
　システム開発費の調達については、公社の「革
新的サービスの事業化支援事業」を中心とした助
成金を案内。もちろん、この助成金申請で力となっ
たのは、「事業可能性評価事業」でアドバイザーと
幾度もブラッシュアップを重ねてきた事業計画だ。
　佐藤社長と槇副社長の弱みでもあった知財戦略に
対しては、「東京都知的財産総合センター」につなぎ、
特許や商標取得の手続きをサポート。Performance 
Plus の販路開拓には、「中小企業ニューマーケット開
拓支援事業」も活用しながら、有効な営業先のリスト
アップからPDCAサイクルのサポートまで行っている。
　2017 年に受賞をした「世界発信コンペティショ
ン」へのエントリーも、きっかけはアドバイザーか
ら勧められたことだったという。
　公社内での情報共有も進められており、佐藤社長
は「公社のどこの窓口に行っても、情報連携がされ
ておりスムーズに相談ができた」という。事業計画
から販売促進まで、公社の様々なサービスを使い、
専門家の知見を取り入れながら、事業を進めている。

Performance Plus が現場のリアルを伝え、
現場からサービスを変えていく　
　Performance Plus の機能の１つとして「自己振り返り
機能」がある。これは、導入企業の本部などが用意した、
１分程度で答えられる５～１０問の質問事項に対し、現場
のスタッフが終業時に回答し、本社や現場の管理者が従
業員の状況を把握できる機能である。ある飲食店では、

「オーダー時、お客様にキャンペーン商品をお勧めしまし
たか？」という設問を追加したところ、スタッフが自主的
に声掛けをはじめ、月間売上が向上した事例もあるという。
　定型の設問以外にもフリーコメント欄が設定されて
おり、スタッフのコメントには、店長など現場監督者
はもちろん、本社や管理者からも返信することが出来
る。また、Performance Plus には所属するグループ
間でやり取りできるチャット機能も備わっている。
　これらのツールを利用し、現場のスタッフ、店長な
どの管理職、本社等のコミュニケーションを活発化さ

せることで、従業員は「自分のことを見てくれている」
と感じ、組織へのロイヤルティや仕事のモチベーショ
ンの向上を実現することができる。導入前には５割以
上を占めていた６ヶ月以内の離職率を２割台にまで減
らすことに成功した事例も報告されているという。

Performance Plus が、
日本の労働環境を変えていく　
　同社が次に手がけるのは、昨今増加しつつある外
国人労働者の採用事務処理をサポートする「入社管
理システム」だ。この外国人労働者の採用のため
の入社管理システムは、通常２週間程度かかってい
た煩雑な事務手続きが１時間に短縮されるという、
大幅な業務効率が可能となるものである。
　労働力不足が深刻化する中、女性や高齢者の就業促
進や外国人労働者の受け入れが増加している。多様な人
材が同じ志を持って、安心して働ける場所がひとつでも増
えるよう、同社のPerformance Plusの普及に期待したい。

［取材・執筆　中小企業診断士　仲原真澄（㈱プロデューサー・ハウス）］

■企業情報
社　　名：株式会社アルカディア・イーエックス
設立年度：2002 年
代 表 者：佐藤 正
業　　種：インターネット附随サービス業
所 在 地：東京都渋谷区広尾 1-7-20
 DOT ビル３階
TEL：03-6324-2172
URL：https://arcadia-ex.co.jp

【支援事業紹介】
＜事業可能性評価事業＞

　新たな事業計画についてアドバイス・評価を行い、成長性
が高いと認められる事業計画に対しては、公社の各支援メ
ニューを活用して、事業化に向けた継続的な支援を行います。
事業可能性評価委員会では、外部専門家から客観的な意見や
アドバイスを受けられます。
●継続的支援の主な支援内容

１．事業化・経営安定化へのアドバイス
２．公的助成事業への申込支援
３．金融機関等への紹介
４．経営革新等支援機関としての経営支援等

◀ 2017 年世界発信コンペティション
でダブル受賞

▲ 2017 年世界発信コンペティション表彰式にて、東京都副知事
（当時、写真左）から表彰を受ける槇副社長（写真右）

企業情報ページ ➡ 132 ページ
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　株式会社伊東 NC 工業は、大手自動車メーカー
と良好な関係を築き成長してきた。一方で、売上げ
の多くをその企業に依存する怖さも経験する。顧客
開拓の営業機能を強化する中で、公社を活用し経営
の安定のため取組を続けてきた。

企業概要
　株式会社伊東 NC 工業（以下同社）は、武蔵村
山市に本社と工場をもつ精密金属加工業である。高
い技術力と顧客ニーズに真摯に対応する姿勢によ
り、自動車のエンジン部品の試作・開発や半導体製
造装置の部品加工等を行っている。
　2018 年には事業承継を行い、経営者の若返りだ
けではなく工場長に 30 代の生え抜き社員・島田康
弘氏を抜擢するなど、組織全体の若返りを図った。
IT を活用した情報共有の促進等の組織力強化にも
取り組み、変革の真っただ中である。
　2018 年には「東京都中小企業振興公社中小企業
表彰」において、東京都の産業振興や地域経済の活
性化に貢献した企業として功労賞を受賞している。

取引先との強い関係性による成長と
経営の不安定さ
　同社には、特に強い信頼関係で結ばれている大手
自動車メーカーがある。代表取締役の伊東大輔氏
が入社した際にも、その企業に出向し金属加工の
技術・知識を身に着けたという。相手先企業にとっ
ても、取引先企業からの出向を受け入れることは初
めてのことであり、同社との関係性の強さがうかが

える。後継者候補が出向したことで、主要顧客との
関係性はさらに強化され、また大輔氏が大手企業な
らではの社内システム等を目の当たりにしたこと
が、現在、取り組んでいる組織改革のヒントになっ
ており、組織力強化にも役に立っているという。
　そのような強い関係性のある主要顧客のニーズに
真摯に応えることで、同社は技術力を高めていった。
　そんな時に、2008 年リーマンショックが起きる。
自動車業界は軒並み業績が悪化していった。同社の
主要顧客も同様であり、その顧客に売上げを依存し
ていたため大打撃を受けてしまう。

新たな取引先開拓を経営方針に　
　リーマンショックの経験から１社に、また１つの業種に
売上げを依存した経営の不安定さを実感する。そこで、
現会長で当時代表を務めていた伊東歌津己氏は、会社
の経営を安定的に発展させていくために、新たに取引先
を５社開拓することを会社の経営目標として定めた。
　しかしながら、これまでほぼ１社と取引をしてい
たため、そもそも顧客開拓をする営業の機能を持っ
ていなかった。取引先の要望に技術者が直接応える
ようなスタイルであったため、どうやって取引先を
探したらよいのか、どうやってアプローチしたらよ
いのかのノウハウが全くなく、途方に暮れたという。
　合わせて、新たな取引先の要望に応えるために技術力の
向上だけではなく、技術の幅を広げる必要性も感じていた。

公社を活用した取引先開拓、設備投資
　顧客開拓に課題を抱えていた歌津己氏だが、地

積極投資と組織力強化で顧客開拓を進める
～経営の安定化のため設備投資と顧客開拓をサポート～

▲ QR コードで保管場所がすぐに分かるように
した切削工具

代表取締役の伊東大輔氏（左）と
会長の伊東歌津己氏（右）▶

挑戦する企業 ❷　株式会社伊東NC工業
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元の商工会の紹介で公社の存在を知る。「中小企業
ニューマーケット開拓支援事業」の利用や、「新技
術創出交流会」への参加を通じ、半導体関係や環
境関係の大手企業とのつながりができていく。さら
に、これまで取引のなかった大手自動車メーカーに
向けた展示会に出展するなど、公社の活用により自
社だけでは実現が難しい営業活動が可能になったと
いう。営業活動には、代表に就く前から大輔氏が中
心となり、現在は営業専任者を２名配置し営業のノ
ウハウの蓄積や情報共有も仕組化するなど、組織と
して営業力向上に取り組んでいる。
　さらに、助成金等を活用し、積極的な設備投資を行っ
ていった。試作品づくりも手掛ける同社では、常に最
新技術の提供が求められる。他社に先駆けた設備投資
ができるかどうかは、そのまま受注の可否へとつなが
る。そういった意味でも、公社の「革新的事業展開設
備投資支援事業」を活用し、2019 年３月に日本にま
だ数台しかないという６軸のマシニングセンターを導
入したことは、今後の発展に向けて大きな布石である。
　また、性能の高い最新設備を導入することで、こ
れまで扱ったことのない分野の金属加工も可能と
なり、それもまた、公社から紹介を受けた企業から
の受注のきっかけとなった。

設備投資すること自体が顧客へのアピールに
　助成金等を活用し、積極的に設備投資を続けてき
た同社だが、設備投資をすることで顧客の反応が変
わるという。企業が設備投資を行うということは、
その回収を目論んでいるからといえる。すなわち、
それは事業継続の意思の表れだ。
　昨今、後継者不在や経営状況の悪化で多くの中小
企業が廃業に追い込まれている。取引先としては、将
来にわたり継続して取引できるのかどうかは、企業を
評価する重要なポイントとなる。その点、設備投資に
加え、昨年度、事業承継を行った同社への評価は高い。
　大輔氏に事業承継して、１年になる。「今後も積
極的な設備投資、顧客開拓を進め金属加工で最先端
の技術を持つ企業として知られる存在になってい

きたい。地元の小中学生の工場見学の受け入れなど
にも協力し、地域貢献を続けていきます」と大輔氏
は述べる。また、従業員も増えていく中で、業務の
見える化を進めることや、社員の自主性を引き出
し、意欲を向上させることなど、組織力のさらなる
強化が大輔氏に課せられた課題でもある。
　一方、会長の歌津己氏は「これまで当社は助成金
を活用した設備投資で事業成長を遂げることがで
きました。これからも成長を続け、納税という形で
助成金をお返しし、企業としての役割を果たしてい
きたいです」と述べた。
　同社は、助成金等を活用した設備投資が顧客開拓
へのきっかけになり、確実に売上げの向上と経営の
安定化につながっている。事業承継をきっかけに組
織改革にも取り組んでおり、今後はハード面だけで
なく、ソフト面も強化することで、一層の事業拡大
と地域経済の発展に貢献していくだろう。

［取材・執筆　中小企業診断士　赤田彩乃（㈱プロデューサー・ハウス）］

■企業情報
社　　名：株式会社伊東 NC 工業
設立年度：1973 年
代 表 者：伊東 大輔
従業員数：25 人
業　　種：金属製品製造業
所 在 地：東京都武蔵村山市伊奈平 2-70-1
TEL：042-560-8415
URL：https://www.ito-nc.com

【支援事業紹介】
＜革新的事業展開設備投資支援事業＞

　中小企業の更なる発展に向けた競争力強化、成長産業分野
への参入、IoT・ロボット活用、後継者によるイノベーショ
ンを目指す際に必要となる最新機械設備の購入を支援する事
業です。

＜イノベーション多摩支援事業＞
　新製品・新サービスの開発や技術革新を目指す企業に対し、
セミナー・勉強会や「新技術創出交流会」等の様々なマッチ
ング機会をご提供することで、新たなネットワークの形成に
ご活用いただける事業です。

▲削出フライホイールφ 800 ×100T
▲工場長の島田康弘氏
　30 代の生え抜き社員である ▲導入したばかりの６軸マシニングセンター

企業情報ページ ➡ 52 ページ
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　1965 年の創業当時は、オシャレやファッション
に関心が薄かった時代。一般家庭にドライヤーはほ
とんどなかった。現在、日本では各家庭に普及した
ドライヤーやミキサーであるが、海外でも当たり前
の存在とするために、テスコム電機株式会社の挑戦
は続いている。その足掛かりとして海外展示会に出
展する際、公社の支援サービスを活用した。

外見だけでなく、内側からあふれ出る
美しさを目指して
　テスコム電機株式会社（以下同社）は 1965 年に
ドライヤー製造業として誕生。1992 年には、マイ
ナスイオン搭載のドライヤーを業界に先駆けて開
発、現在では美容室におけるドライヤーの使用率が
約 7 割を占めるまでに成長している。また、ドラ
イヤーの開発で培った、回転や熱に関する技術を応
用して、1982 年にはジュースミキサー（以下ミキ
サー）の製造販売にも進出する。ミキサーにおいて
は後発メーカーながら、14 年連続でミキサー販売
数量国内 No.1 を記録するなど、顧客からも高い信
頼を得ている。
　同社は顧客と一方通行な関係ではなく、顧客が何
を求めているのかを、常に顧客目線で考えることを
大切に考えている。３つの経営理念すべてに「お客
様」という言葉が入っているのもその表れである。

＜経営理念＞
お客様を常に第一と考える企業づくり
お客様から常に信頼されるものづくり
お客様から常に信用されるひとづくり

顧客のニーズを迅速にものづくりに反映
　顧客の声を迅速に反映するものづくりを実践し
ていることも、同社の特徴の一つだ。
　同社の主力工場である長野県の松本工場では、顧
客の声を改善・改良につなげることを目的に、カス
タマーセンター（お客様相談室）を技術部と隣接
する部屋に設置している。月に２回複数の部署が集
まってミーティングを実施し、改善の検討を行うこ
とで、物理的な「近さ」だけでなく、組織的にも近
接性を高め、スピード感のある課題解決を可能とし
ているのだ。
　ニーズ収集は外部だけにとどまらない。同社には
女性社員も多く在籍しているが、社員に試作品を使
用してもらい、顧客目線でのチェックも実施。例え
ば「つけ爪をしていると、ミキサーのふたが開けに
くい」という社員の意見は女性だからこそ。技術部
では想像しにくいポイントだったが、製品のリリー
ス時にはこの意見も反映させて発売し、好評を得る
ことができた。

海外展示会を利用した販路開拓　
　美容家電と調理家電の二つを事業の柱とする同
社だが、売上げの７割以上は美容家電が占めてお
り、調理家電の販路開拓が課題となっていた。そこ
で同社が目を付けたのが海外市場への進出である。
しかし、貿易会社を通じての輸出はあるものの、自
社単独での輸出の経験がなく、手探りで輸出の方法
を模索することになる。そうした模索の中で、公社
が海外展開の支援サービスを行っていることを知

美容・調理家電で「キレイをつくる」その理念を海外にも拡げて
～全世界の女性の「自分らしさとキレイ」のために～

▲カテゴリー別に分けられ整理整頓された
　美容・調理家電

ブランド力とグローバル力を高めるた
め、海外展開は大きなミッションの一
つだと語る、取締役の小田島一弘氏▶

挑戦する企業 ❸　テスコム電機株式会社
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る。この支援では、海外ビジネス経験の豊富なメー
カーや商社のOBが海外販路ナビゲータとして担
当につき、ワンストップで相談や助言にあたるほ
か、ビジネスマッチングや海外展示会出展のサポー
トなど様々な支援が受けられる。
　海外展示会では、鮮度とおいしさを保つことがで
きる「真空ミキサー」を支援対象商品として出展し
た。海外展示会においては製品の特長を現地のバイ
ヤーにわかりやすく伝える必要がある。現地の言葉
でのカタログ制作のほか、通訳が専属でつくなど、
公社の支援メニューを活用することで、タイでの展
示会では用意した製品が足りなくなるほどの大反
響を得ることができた。
　海外でも顧客のニーズを収集しものづくりに生
かす姿勢は変わらない。例えば、ドライヤーについ
ては、日本では風量と温度のバランスが重視される
が、ASEANや中東諸国は熱帯地域であるため、温
度については重視されない。一方で風量については
「できるだけ強い方がよい」という声が数多く聞か
れたため、現地のニーズに合わせたスペックにカス
タマイズを行ったほか、商品パッケージも現地の顧
客が知りたい情報を中心に掲載するように変えて
いる。

フィリピンに自社工場を建設　
　顧客目線で考える姿勢は、検査体制にも表れてい
る。出荷前には製品の全数検査を行うほか、新製品
の試作品検査、販売後のアフターフォローなど、そ
れぞれに専門の部署を設けて対応に当たっている。
特に海外の協力工場で製造した製品については、手
厚い検査を行っている。一度、海外拠点で検品した
ものを、改めて国内工場で再検査してから出荷する
という、万全の検査体制を敷いているのだ。あまり
に厳しい基準から、ときには協力工場から「基準が
厳しすぎる」と言われることもある。検査の厳しさ
は「売ったら終わり」ではなく、安心して使い続け

られることが大切だという同社の考え方に基づく。
「手に取る人」のことを想い、信頼を大事にする同
社の理念の証とも言えよう。
　アジア圏を中心とした海外向け製品の売上げ増
加を背景に、2019 年、海外初の自社工場として、
フィリピンに工場を建設した。将来的には海外販売
の拠点とし、海外展開の効率化を目指しているが、
まずは同社の理念である「顧客目線でのものづく
り」を浸透させたいと考えている。
　同社が作っているのは単なる家電製品ではない。
同社の製品は、日本のみならず世界で、「快適な暮
らし」と「キレイをつくる」という文化を生み出し
ているのだ。

［取材・執筆　中小企業診断士　筑間彰（㈱プロデューサー・ハウス）］

■企業情報
社　　名：テスコム電機株式会社
設立年度：1971 年
代 表 者：楠野 寿也
従業員数：298 人（グループ連結）
業　　種：電気機械器具製造業
所 在 地：東京都品川区西五反田 5-5-7
 テスコム五反田ビル
TEL：03-5719-2061
URL：https://www.tescom-japan.co.jp

【支援事業紹介】
＜海外展開総合支援事業＞

　海外への販路開拓支援を行う事業です。
●海外販路ナビゲータによるハンズオン支援

　海外ビジネス経験豊富な海外販路開拓ナビゲータが、海
外バイヤー、ディストリビューターを紹介し、海外市場進
出のサポートをします。

●海外展示会出展支援
　ASEAN 等で開催される海外展示会への出展支援を実施
します。

　他、各種セミナー、海外人材育成支援、海外ワンストップ
総合窓口などで総合的なご支援をいたします。

▲まるで美容室のような洗練された
ショールーム。本物の美容室と同
様の環境で試用することもできる

◀真空ミキサー「gokusen 極
鮮」。真空状態で攪拌するこ
とにより野菜や果物の鮮度を
保つことができる

公社の支援を受けて作成した▶
日本語版、英語版の製品案内。
展示会ではタイ語版も作成、
配布した

営業拠点をピン止めして表▶
した地図。アジアを中心に
世界進出を目指している

企業情報ページ ➡ 100 ページ
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　理美容師向けの鋏
はさみ

で業界で高い知名度を誇る株
式会社ヒカリ。高橋社長は 2016 年の事業承継の
前後にかけて、公社の支援サービスを活用。組織体
制の仕組みを整えながら、世界市場の拡大に向け、
飽くなき挑戦を続けている。

技術と顧客視点の融合が競争力の源
　株式会社ヒカリ（以下同社）は、理美容師がヘアー
カットに使用する鋏

はさみ

（シザー）を主に製造している
企業である。1967 年に現社長の祖父である高橋福
太郎氏が、有限会社光刃物研究所として設立。２代
目の高橋一芳氏（現会長）を経て、2016 年５月に
は高橋伸一氏が代表取締役社長に就任した。
　国内に３営業拠点、２工場を構えるほか、表参道
にてシザーを研磨・修理する工房「アテリア光」を営
業中である。海外も15 か国に進出。日本だけでなく、
世界の美容師からもヒカリのシザーは愛用されている。
　同社のシザーのほぼすべてが職人の手作業に
よって製造されている。日本刀をモチーフとした

「蛤
はまぐりば

刃」と呼ばれる特徴的な刃の形状により、同社
のシザーは鋭い切れ味を実現している。「蛤

はまぐりば

刃」は
熟練した技術がなければ作ることは困難だ。
　競争力の源泉は高橋社長の美容師経験にもある。
社長は高校卒業後、美容専門学校に進学し、卒業後
は神奈川県内のヘアサロンに入社。以降９年間勤務
し、美容師として経験と実績を積んできた。
　その経験は同社のものづくりに生かされている。
例えば、シザーの形状の工夫である。「現代の 20
～ 30 代の人の指は、他の世代と比較して細くなっ
てきている」と高橋社長は述べる。旧来のシザーで

は、現代の若手美容師の指には合わないのだ。その
ことを、高橋社長は美容師として働く中で痛感して
おり、同社に入社後、自分の指に合うシザーを開発。
そのシザーは若手美容師の心をつかみ、現在に至る
まで同社のヒット商品となっている。
　シザーを使う側の視点から製品開発を行うこと
は同社の伝統でもある。創業者も先代の社長（現会
長）も理美容師の経験を積んでからこの世界に入っ
た。経営者のマーケットを捉える鋭い感覚と、職人
の経験に裏打ちされた高い製造技術の融合が、同社
がこれまで高い競争力を維持することができた要
因ではないだろうか。

公社の支援を受け会社の「仕組み」を整備
　同社は長年、高い技術力が市場から評価され事業
を拡大してきた。その反面、「生産管理や人事評価
など、組織体制の整備は十分とはいえませんでし
た」と高橋社長は話す。今後の持続的な発展のため
には、組織としての力を高めていくことが必要と考
えていた高橋社長は、大手企業での勤務経験を持つ
顧問の安藤氏とともに、「仕組み」の整備に尽力し
てきた。
　まずは職人を中心とした人材の管理である。社
長就任当初は職人の会社に対する意見を拾い上げ
る場が設けられておらず、経営側と現場で十分に
コミュニケーションが取れていなかった。そこで
公社から派遣を受けた「事業承継・再生支援事業」
の「支援マネージャー」のアドバイスを受け、従業
員アンケートを実施。アンケート結果からは、職
人たちが持っていた会社への意見や不満などが浮

世界中の美容師に感動するシザーを届ける！
～「伝統の技術」と「仕組みの整備」で世界に進出～

▲玄関に飾られた当社のシザーズ

代表取締役の高橋伸一氏（左）と
顧問の安藤元治氏（右）▶

挑戦する企業 ❹　株式会社ヒカリ
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かび上がってきた。社長はそれを真摯に受け止め、
現場の職人一人ひとりと経営陣で意見交換できる
場を年２回設けた。これにより、双方が納得の上業
務を遂行できるような仕組みを整えることができ、
現在も継続している。
　また、それまで希薄であった、営業と製造部署間の
コミュニケーションの円滑化を図るため、研修会の場
で自部署の業務内容を発表し、共有する機会を設けた。
　給与体系の整備にも取り組んだ。工場に「マイス
ター制度」を導入し、職人を技能レベルごとに「エ
キスパート」や「チーフ」などのようにランク付け
した。それに給与を紐付けることで、透明性の高い
給与体系を実現することができた。
　生産管理の仕組み作りも課題であった。以前は在
庫表もなく、製品ごとの正確な在庫数が把握できな
かった。そこで、クラウド上に製品ごとの在庫数を毎
日記入するシートを作成。工場の担当者が一日の終
わりに在庫数を入力することで、その日の在庫数が
リアルタイムで把握可能となった。シートには工程ご
との仕掛品の数も記入。営業担当がそれを確認する
ことで、顧客への納期回答も早く行えるようになった。
その他、原材料発注量の最適化や在庫削減、生産リー
ドタイムの短縮にも製販一体となり取り組んでいる。

「世界中にヒカリのシザーを！」
世界に羽ばたくヒカリの取り組み　
　同社は海外販路の開拓も積極的に行っている。日
本では同社のブランドは高い知名度を誇るが、海外
ではまだまだ知らない美容師が多いという。「ヒカ
リブランド」を世界に広めるため、社長は自ら海外
まで足を運び、現地の美容師に対して同社のシザー
を使ってのカット教育を行っている。カタログなど
で説明するだけでなく、社長自身がカットを行って
見せ、参加者にも手に取って使ってもらうことで、
品質の高さを体感してもらうのだ。同社のシザーは
現地に流通しているものと比較するとかなり高価
であるが、その鋭い切れ味と疲れにくさを体感した

美容師からは、多くの引き合いがあるという。
　カット教育に参加した現地の美容師を日本に招き、
日本のトップスタイリストと交流するツアーも開催し
ている。発信力のある美容師がツアーに参加すること
も多く、彼らがSNSなどで「ヒカリの日本ツアーに参
加している」と発信すると、その多数のフォロワーに
も同社をアピールすることができる。韓国、台湾、イ
ンドネシアへの販路拡大はこの手法の成功例だ。その
他影響力のある海外の美容師とコラボし、動画サイト
で同社のシザーを紹介してもらうなど、WebやSNS
を活用した販路開拓にも積極的に取り組んでいる。
　「世界中の美容師に感動するシザーを作って届け
たい」社長は自身の夢をこう語る。その夢を実現す
るまで、ヒカリの挑戦はまだまだ続く。

［取材・執筆　中小企業診断士　日下正浩（㈱プロデューサー・ハウス）］

■企業情報
社　　名：株式会社ヒカリ
設立年度：1967 年
代 表 者：高橋 伸一
従業員数：57 人
業　　種：金属製品製造業
所 在 地：東京都板橋区幸町 25-8
TEL：03-3973-1626
URL：https://www.hikari-scissors.com

【支援事業紹介】
＜事業承継・再生支援事業＞

　事業を次の世代へ引き継ぎ、持続的な成長を後押しする事
業です。
●事業承継・再生に関するコンサルティング

専門家が最適な事業承継・再生プランの策定、提示、実行
を強力にサポートします。

●戦略的事業承継セミナー・後継者交流会
事業承継の成功に必要なノウハウや事例を提供します。

●事業承継塾
全８回の講義と演習を通じて経営者に必須の知識やスキル
を習得するとともに、ネットワークの構築にも役立ちます。
承継予定者及び承継して間もない方を対象にしています。

▲職人の高い技術がヒカリを支えている
女性向けの軽量モデル

ニーナコスモス▶

企業情報ページ ➡ 67 ページ
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