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 私が入社した昭和52年当時，株式会社武蔵野は社員数約20名のダスキンの小さな加盟店でした。当

時の武蔵野はどこにも職がなく，学歴もコネもお金もなく，ただ運転免許証だけは持っているという

人間の集まりでした。私は29歳で入社しましたが，その前は不動産や貴金属，金融絡みの商品のバッ

タ関係の仕事をしていました。 

 私が入社して5～6年後に社員の半分が辞めたことがあります。当時ダスキンは一般家庭と事業所に

お伺いしていましたが，片方の事業部が本部長以下，課長，現場の人間が全部辞めたのです。それで

も実際の業務は何とかなりました。人数が半分になっても，若干仕事が遅れても売上がほとんど下が

らず運営できたので，お客様というのはありがたいと思ったことを覚えています。 

 今日は創業時からＪＱＡの受賞に至るまでの精神的風土，会社の特色をお話ししたいと思っていま

す。 

 

これは株式会社武蔵野の経営理念「七精神」と，加盟しているダスキンの経営理念です。私どもの

創業社長は当時ドラッグストアを営んでおりましたが，当時の『月刊平凡』でダスキンのフランチャ

イズのオーガナイズの記事を見て，当時のダスキン創業社長の鈴木清一氏と運命的な出会いをしまし

た。創業社長どうしが共感，共鳴したわけです。それはちょうどダスキンの経営理念の「自分に対し

ては損と得とあらば，損の道をゆくこと。他人に対しては，喜びのタネまきをすること」という部分

です。自分のことよりも他人のことをまず先にやりなさい。ダスキンではこれを「奉仕の精神」と呼

ばせていただいていますが，言い換えれば，人を助ければ我が身が助かるということでしょうか。自

分のことよりも他人のことを第一義に考えなさい。ひいては明るい世の中をつくっていこうというダ

スキンの創業者の理念と共鳴して，私ども武蔵野も1964年にダスキンに加盟しました。 

 ダスキンは大阪の江坂に本部がありますが，東京地区，関東地区の第１号店が私どもの株式会社武

蔵野です。 

 こちらが沿革です。私が入社した1977年はちょうど地元密着型としてコーヒーの事業をスタートし

ています。 

 

 事業の紹介の前に，私どもの事業のコンセプトについて簡単にお話をさせていただきます。事業コ

ンセプトは「鉄砲は売らない，玉を売る」です。最近私どももようやくドメインとは何かといったこ

とを勉強させていただきましたが，ダスキンの場合も時流に乗っ 

て，ある意味では大きくなりました。現在の社長（小山 昇 氏）になってから，基本的には新規事業

に関しても大型の設備が必要なものとか，一度きりの取引はやらないことにしています。そういう取

引は大手に任せておいて，そのすき間，労働集約的な仕事に徹することにしています。繰り返し発生

するお客様の需要，リピートのニーズにターゲットを合わせて，そういったものだけやっていこうと

いうことが基本的な考え方です。 

 そのほか，「物を製造しない。売ることに徹する」，「社歴より古い事業はやらない」，「みつば

ち作戦に徹する」という言葉があります。「みつばち作戦」というのは，私どもがこちらから出かけ

ていく商売のことを言います。お客様を待ち受ける商売は「クモの巣作戦」と呼んでいます。私ども

も過去いろいろな失敗がありました。例えば，中華料理のファミリーレストランのはしりの経営，居

酒屋チェーンの経営をやったことがありますが，ことごとく失敗しました。その轍を二度と踏まない

ということで，こちらから出かけていく商売しかやらないことにしたのです。１回きりの商売ではな

く，繰り返し同じお客様に販売できる事業に絞ってやってという考えで展開しています。 

 

 現在では小さいながらも若干多角化しています。１つはダスキンを中心とした集約型の事業です。
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私どもはケアサービスと呼んでいますが，ダスキンに付随するビルメンテナンス事業や一般家庭の掃

除がメインとなる掃除サービス事業，並びに害虫駆除事業，オフィスコーヒーサービス事業というよ

うに，地元密着型で展開し，多角化集約型事業という位置づけて営業しています。 

 

 もう１つのかたちは拡散型事業，広域事業と呼んでいますが，あかり事業，省電力事業，ボイスメ

ール事業，インターネット事業，経営サポート事業です。ボイスメール事業とインターネット事業は

私どもの経営のコミュニケーションのツール，あるいは情報インフラのかなめという位置づけをして

います。最近おかげさまで会社見学会とか，トップの小山の講演が多いもので，片手間ではできず，

今2.5名でやっております。 

 ダストコントロール事業はダスキンです。一般家庭で４週間に１度，事業所で２週間に１度，必ず

お伺いします。事業所では年間26回お伺いする計算になります。ケアサービス事業，掃除も一般家庭

の出張サービスも，基本的には定期契約で取らせていただいています。一度きりの契約はやらないこ

とはないのですが，基本的に定期をお勧めします。価格を15％，20％低くしても定期化を促進してい

ます。 

 オフィスコーヒーサービス事業は機械を貸し出してコーヒー，シュガー，クリープを定期的に届け

る事業です。これも繰り返し販売する事業です。 

 省電力事業は節電関係，空調の制御の機械をレンタル，並びにリースをしています。 

 ボイスメール事業はインターネットのｅメールアドレスと同じように，ボイスメールのアドレスも

月々レンタルをしています。 

 経営サポート事業は，現在会員さんを募って会員化をしてやらせていただいています。 

 どうしてこのように諸事業をやっているのかと思われるかと思いますが，どこで，だれに，何を，

どのようなかたちで売るかということです。基本的には地元密着型は訪問して同じお客様に販売する

ということです。 

 

 「鉄砲を売らない。弾を売る」という事例をお話しさせていただきます。それはあかり事業ですが，

どんな特殊電球でもファクス１本で全国どこでも特別価格でお届けします。ただこれだけの仕事です。

私どもは６年ほど前に，関東のナンバー1の管球蛍光灯の問屋さんとタイアップして，この新しい事

業をスタートしました。物流とこん包，ピッキングはすべて問屋さんがおやりになります。私どもは

営業だけです。現在は仲間も増えて，この広島にも私どもの仲間で同じ事業をやっている企業もあり

ます。 

 

 ターゲットは大型のホテル，大型施設，スーパーマーケット，チェーン店です。例えば私ども武蔵

野（東京都小金井市）からお届けしているのは，ドーナッツ店の最大手で，沖縄から北海道まで当社

で届けさせていただいています。小さなドーナッツショップで消費される電球は１か月約3000円です

が，1000店以上チェーン店がありますので，月に300万円の取引になります。そのほか，ある個人の

名前のドラッグストアや，紳士服のトップメーカーもお届けしています。飲食，アパレル，スーパー

のチェーン店さんはかなり数多くをお届けしています。施設照明に限ってやっているのでニッチなマ

ーケットですが，そのマーケットの中では現在第２位に肉薄する第３位です。もちろんグループ全体

としてですが，最終的には日本一になりたいと思っています。電球は必ず切れるものですから一番わ

かりやすいと思います。 

 ダスキンと電球，コーヒーのどこが似ているのだと思われるでしょうが，すべて繰り返し発生する

需要です。私どもはそれを基本的な考えとしてさせていただいています。この先新規事業を展開する

ときも，こういったコンセプトに基づいた事業のみを導入する予定です。 

 

 次に，ボイスメール，インターネットのプロバイダーです。ボイスメールとｅメールは社内のイン

フラ，並びにビジネスパートナーさんへの情報ツールとしてお届けしていたのですが，思い切って事

業化してしまおうということです。インターネットのプロバイダーなどは非常に厳しい業界ですが，

社長は「そこでもうかろうともうかるまいと，新しい時代を引っ張っていくところには少し混ざって

おく。そこからいろいろなヒントが得られる」ということで，こういった事業を展開しています。 

 

 経営サポート事業は，実際に会社の現場を見ていただくことにしています。会社の見学会とか，非

常におもしろい商品についてお客様に後ろで社員の評価面談を見ていただくとか，社内ベンチマーク

に加わっていただくというものです。今度９月に私どもの社員旅行がありますが，そこにも10名ほど
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参加したいというリクエストがあります。そのように実際の現場を見ていただくシステムということ

で，経営サポート事業部を展開しています。 

 

 「ものを製造しない。売ることに徹する」ということで，私どもは進んできました。ただ，ダスキ

ンの業界もバブルのころに時流に乗ってはいましたが，同業のダスキンのほかの加盟店やライバルメ

ーカー，広島ではサニクリーン広島とか，リースキンとの競争に明け暮れておりました。そこで，私

どももライバルとの差別化を考えたわけです。しかしダスキンはフランチャイズビジネスで商品も価

格も全国統一ですから，その２つのファクターでは差別化できません。ですから，私どもはサービス

と人とで差別化をしていこうという戦略を決定しました。 

 

 現在「３大戦略」として，訪問戦略，スピード戦略，人材開発戦略訪問戦略です。私どもはダスキ

ンから始まりましたので，同じ日の定時にお伺いすることをお客様に対する一番のロイヤルティーと

とらえて，訪問を現在は８つに分類して考えています。日常の訪問から，例えばお歳暮，お中元訪問

はトップの社長の小山自ら数百軒回ります。お客様の粗利別にマネジャーの定期訪問も行っています。 

 また，定日定時納品も心がけています。そして，クレームに対しては30分対応を目指そうと考えま

した。ただ，当時はなかなか拠点展開もできておらず，私どもの営業所から一番遠くのお客様まで約

１時間半から２時間かかるのが現状でした。当時，私どもは「ランチェスター戦略」を全社で勉強し

ていました。売上，利益はもちろんですが，シェアを最重要視しようという考えがあったからです。

とにかく占有率（シェア）を高めたいということでいろいろ頭をひねりました。そこで，テリトリー

の絞り込みを企画したわけです。 

 ただ現実問題として，お客様が非常にあちこちに飛んでおります。ダスキンは都道府県単位のフラ

ンチャイズで，現在全国に2200の加盟店があります。東京だけで約200加盟店がありました。ですか

ら，テリトリーの圧縮によるシェアアップを目標としてお客様交換，お客様のトレードを企画しまし

た。まずテリトリーを２分の１に圧縮しようとしました。同じマンションでも５社，６社のダスキン

の加盟店が入っていましたので，私どもの最重点地域の周りのお客様の交通整理することにしました。

当時のダスキン担当だった私は，お客様交換を何店かの加盟店さんにお話ししました。しかしなかな

かご理解いただくのは難しく，実質的に３年から４年かかりました。希望のお客様数に満たない場合

は，ある程度の金銭譲渡，あるいは２～３の店を三角トレードしました。そうして最終的にはテリト

リーを２分の１に圧縮したところ，３～４年間で売上は倍増しました。つまり，単純に考えると配送

効率は４倍近くアップしたことになります。 

 そのときの考え方は、集約的事業導入の場合は常に念頭に置く「スモールテリトリー・ビッグシェ

ア」でした。一定地域外のお客様はなかなかお断りができませんので，断られてもいいからと５割増

しの料金を請求するとか，仲間とできるだけ交換するようにしています。非常に絞り込んだエリアの

中での戦いこそ，私ども中小企業が大手とある程度互角に戦っていけるのではないかという考えです。 

 

 当時はバブル絶頂のころで，私どもの同業のどこもが人材募集に非常に頭を痛めておりましたが，

私どもは配送効率，業務効率のよさから，非常に高賃金で週休３日制でした。「従業員に対する支払

額を増やして，支払率を減少させる」というのは相反するテーマですが，効率のよさからそれを実現

することが，当時は可能でした。 

 今まで１か月に200万円の売上を１人のルートサービスマンがやっていたと考えてください。出来

高歩合が200万円に対して13％と考えれば，歩合部分は26万円です。売上効率を上げて，同じ時間帯

で楽々300万円分の配送ができるようになったとします。300万円のときは歩合給は10％に落とします。

給料は30万円となります。もらう側にとっては26万円から30万円に増えて，支払う側にとっては支払

料率を３％下げるのです。当時，私どもの地元の４つの市ではシェアナンバー１になりました。そこ

に隣接する区域はほとんどナンバー２で，東京都下多摩東地区ではナンバー１になり，地元では約85

％のシェアになりました。 

 そのころ，現在のダスキン以外の事業の基盤となるデータベースも作ることができ，諸事業を展開

するとき，販売シナジー効果が上がったように思います。 

 また，当時ダスキンに続く第２，第３の柱を構築しようと，どんどん新規事業に取り組みました。

その中に中華のレストラン等もありました。しかし，毎日小さな車に乗って配達に行っている人間が，

急にフライパンを握っても満足なものができるわけがなく，中華レストランなどは３億円ぐらいの欠

損を出して失敗しました。 

 そして，80年代の終わりごろより経済の停滞が始まり，これまで順調に推移していた業績にも幾分
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陰りが見えだしました。かなり高い歩合給でコミッションセールスの人間を使ったり，お客様第一，

あるいはお客様志向という考えが徐々に薄れて，業績志向，利益志向という考えが，残念ながら我が

社でも主流になっていました。 

 １つの事例を申し上げますと，当時営業マンは歩合給で，私の部下の21歳の女性セールスは，ある

とき，都内から都下に移転してきた大学を丸ごと契約しました。そのときのコミッションが2200万円

ぐらいでした。年収ではなく月給です。当時は月収100万円以上のコミッションセールスもたくさん

おりましたし，業界内では大手はそれが普通というかたちでした。今考えると恐ろしいことですが，

だいぶ考え方がずれていました。そこで，みんなの考えを正常に戻し，お客様志向の共通の価値観を

もう一度持とうということで，価値観の共有をメインにやらせていただきました。 

 

 株式会社武蔵野の経営の一番の特徴は，経営計画書による経営です。私どもは創業社長の時代より

故一倉定先生のご指導で，経営計画書による経営を長年実践してまいりました。ところがＡ４サイズ

のりっぱな計画書をつくっても，幹部クラスの引き出しの中に入ったきりというのが現状でした。現

行の小山に替わってからこれを手帳型にし，パートさん，アルバイトに至るまで全員に配り，価値観，

方針を共有しようとしました。 

 これはなかなかユニークなもので，最初のページに社員百三十数名の名前がずらっと並んでいます。

１番が社長の小山昇，２番が清岡照比古となっています。これはかなり昔は役員会で決定していまし

たが，現在は課長以上の投票によって決まっています。投票というとおかしいですが，大相撲制度で

毎年順位が変わります。部長はもちろんのこと，役員も毎年変わります。降格もありますし昇格もあ

ります。最終的には全社員を含んだ衆目評価にしていきたいと思っています。巻末には年間のスケジ

ュール表がリンクされています。会社の中のイベント，早朝勉強会の今日は何組，今日は方針書のど

こを読みなさい，社員の誕生日，結婚記念日，長期有給休暇（お正月，ゴールデンウイーク，年末の

休み）といった年間の日程管理表になっています。これはこの手帳だけでなく，社員全員が持ってい

るシャープのザウルス，あるいは社内のネットでも共有することができます。新しい手帳をもらうと，

１年間のスケジュールがすべて入っています。最近では小山の講演スケジュールが非常に忙しく，年

間100日以上入っています。このような経営計画書による経営を再度徹底しようということで，当時

は価値観の共有にもう一度取り組みました。 

 もう１つ，副読本として『経営用語解説』というものがあります。これは私どもでは十数年，月曜

日を除く毎朝７時半から８時半まで１時間，小山がいるときには小山が直接早朝の用語解説を行って

います。50音順で「あ」から始まっています。001は例えば「愛」という言葉が出てきます。「愛」

というところを引きますと，「相手に対して関心を持つこと」という言葉が出ています。「愛」とい

うのは，例えばお客様に対して，自分の家族，同僚，上司，部下に対して，まず関心を持つところか

ら始めるのだと。お客様に対しても関心を持たなければ何もできない。お客様の情報を皆さんは知っ

ているのですかというように，もろもろの言葉が入っています。私の一番好きな言葉は「計画」です。

「計画」というのは『経営用語解説』では，「夢に数字を入れること」と書いてあります。計画は上

から，あるいは会社から，上司から押しつけられて作るものではなく，自分の夢を数字に置きかえて

あなた自身がつくりなさいというメッセージです。そういったことを十数年繰り返しやっています。

これは朝礼前にやっています。はんこを押すようになっていて，100個集まると５万円の旅行券と引

き換えられるようになっています。ですから古い人間はもう７回，８回とやっております。 

 また，早朝７時半からの勉強会は方針共有点という人事考課に直接勘案されて，管理職以上は出席

率70％を割ると翌年降格になります。方針共有，価値観共有という点に関してはかなり厳しく，ある

いはいろいろなインセンティブをつけて私どもは取り組んでいます。方針の趣旨徹底ということでも

各種勉強会があります。経営計画発表会，上期下期の政策勉強会，事業部ごとの４週間に１度の社員

勉強会，部門別勉強会があります。私どもはムサシノスクールと呼んでいますが，社内の活動はすべ

て８つのチームで展開しています。その一つに教育研修チームがありますが，社内の研修は社員がす

べてトレーナーとなって，年間予算を取って展開しています。 

 また，周知徹底ということですが，「徹底」という言葉を私どもの用語解説で引きますと，「人が

見て異常だと思うこと」と書いてあります。人が見て，あの会社のあれはやりすぎだ，おかしい，ち

ょっと異常なのではないかと言われてはじめて物事は徹底できるというわけです。これも小山の考え

方です。例えば，経営計画書の事項に違反すると，社長の小山でも謹慎になります。以前社長の自宅

謹慎９日間というのがありました。酒席同席です。ダスキンは運転の仕事ですから，飲酒運転には私

どもは非常に厳しいのです。本人だけではなくて，懇親会の中にいた人間は全部ペナルティです。た

またま会社の懇親会に社長が何分か寄って帰ったのです。その中で車で帰った人間がいて，途中で酒
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気帯びで検挙されてしまいました。社長の小山が会社に出てこないで困った記憶があります。その辺

は信賞必罰で，社長であろうと役員であろうと，すべて同じです。方針を徹底するためには，何年間

かそのようなことを繰り返してきました。 

 

 方針の徹底を繰り返しやってきましたが，今から８年ほど前に私どもは創業以来初めて減収減益に

なりました。方針共有，価値観を一生懸命に共有しているのにどうしてだろうと，いろいろビジネス

の現場をチェックした結果，１つはお客様へのスピード対応力の欠如，もう１つ非常にむだが多いこ

とがわかりました。 

そこで，私どもでは社内の情報通信改革と呼んでいますが，そのときから営業のバックヤードでＩＴ

を活用したスピード化に取り組みました。 

 ザウルスは全社員が持っています。ＰＨＳカードを入れていればザウルスでメールを取ることがで

きます。あとはｉモードを全員が持っています。また，ボイスメールというｅメールの音声版もかな

り活用しています。私どものホームページにいろいろなことが出ておりますので，ご覧になっていた

だければと思います。 

 しかし，これはいくら操作ができても役に立つわけではありませんから，実際の現場での活用スキ

ルを中心に改革を進めてまいりました。自宅に帰り，蛇口をひねると水が出ます。電気のスイッチを

入れると明るくなります。そのような感覚で全員が使いこなせるようにということです。「どんなＩ

Ｔツールでもプライベートでまず使いなさい」と小山は言っています。プライベートで使えないツー

ルは絶対にビジネスでも使えない。ですからインターネット導入のときも，「仕事の時間が終わった

ら何でも好きに見てもいい。ボイスメールも自分の彼女や友達と情報の交換をやってもいい。すべて

仕事に使うものはプライベートで使いなさい」ということでやらせていただいています。 

 電子メールではなかなかニュアンスまでは伝わりませんが，私どもは全員がボイスメールを多用し

ています。社長の小山も細切れの時間はイヤホンを入れて電話につないで歩いています。地元では，

イヤホンをつけて携帯電話を手に持って歩いている人を見たら，「武蔵野の社長さんだ」とみんなが

言うような感じになっています。そのようなかたちで進めてきました。 

 

 携帯電話をお持ちの方はご協力ください。私ども管理職は自分の電話番号を持っています。

03-1234-5678が私の番号です。携帯電話をお持ちの方はここに電話をしていただけますか。電話をし

ますと，「武蔵野の清岡です」と答えますので，自分のお名前でも吹き込んでみてください。通常は

音声とｅメールで呼び出しが入るのですが，今日はｉモードメールに設定してあります。 

 社員全員がボイスメール，ｅメール，ｉモードを持っており，会社のコールセンターのオペレータ

ーと営業社員が直接電話で話すことはありません。なぜかというと，私どもの営業所はすべて090と

か070と押すと，その場で電話がかからなくなります。すべて停止してあります。17の営業所があり

ますが，営業所には事務員はいません。本社のコールセンターで一括して，現在約９万件のお客様の

電話を受け取っています。お客様から電話が来て，現場の営業マンへの連絡はすべてボイスメール，

あるいはｉモードメールに連絡を入れています。 

 こちらの画面に今皆さんが電話を入れていただきますと，どの電話番号から来たかということが直

接入ります。あるいは，コールセンターに電話を入れていただきますと，どこのだれがどこに電話を

くれということがこの画面に飛んでくるような仕組みになっています。北海道にいても沖縄にいても，

リアルタイムに連絡を受けることができます。内容についてはボイスメッセージを再生すれば，だれ

でも簡単に確認できます。 

 今入ってきました。１人の方にコールバックしてみます。070-9876-5432という方です。このよう

に呼び出しコールということで，今電話をいただいた方はずらっと画面に入っています。内容はメッ

セージを再生するとそのまま確認できます。確認して，局番通知がきちんとしてあれば，そのままワ

ンプッシュで全部入ってきます。このような仕組みを使っています。 

 私どもの営業マンの習性は，お客様と商談が終わって表に出るとすぐに確認をして，駅に歩いてい

く間，車に乗ったらすぐに電話をします。私で１日30本から40本のボイスメールを受けます。ただ受

けて聞くだけでしたら，飛行機は無理ですが，新幹線の中でも全部確認することができます。発信は

一斉メールというのがあり，全社一斉をポンと入れると130本に発信できます。私の方に入る本数は

１日30～40本です。 

 私どもはコミュニケーション研修というものもやっています。人間は自分の周りに８人の関係者が

います。８人と１日４回は最低コミュニケーションを取りなさいと言っているのですが，１人30本前

後を送受信している事業部は非常に円滑なコミュニケーションが取れていることになります。ボイス
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メールやメール関係の利用頻度は，集計を取ってみると売上に関係しています。コミュニケーション

がいいところは売上もいいのです。 

 こういったことを活用してバックヤードをＩＴ化することによって，お客様とのフェース・ツー・

フェースの時間を多くつくり出すということです。ＩＴはたかだかツールですが，バックヤードでい

ろいろなことに活用しようというわけです。私ども営業マンは，お客様とのフェース・ツー・フェー

スの時間をいかにして多く取るかを考えています。小山が「朝昼晩はデジタルで，ここ一番はアナロ

グで」と口癖のように言っておりますが，そういったかたちで進めています。 

 給料の明細は電子メールで送っています。ｅメールを導入したとき，すぐにそのようにしました。

それはｅメールを使うスキルを上げるためです。私はアナログ型人間の方ですから，個人的には一番

苦しんだ方です。何とか使うことだけはできるという現状です。 

 

 また，私どものホームページ上では簡単な入社テストを行っております。「武蔵野入社テスト」を

クリックすると，「社員旅行」というところがあります。「社員旅行で気をつける点は」という問い

があります。だれもわかりません。「参考」をクリックすると，「社員旅行の宴会は全員浴衣で出な

ければならない」という共有のためのルールがあります。また，「武蔵野は今何に一番取り組んでい

ますか」という問いに対しては，「参考」をクリックすると，ＪＱＡのことが出てきます。ですから，

応募する方は会社の中のことを自分で確認して応募できるのです。しかも，内定を出すときには，私

どもでアルバイトかパートを何か月間かという確認を取ります。そして，ボイスメールもｅメールも

ザウルスも与えて，会社の中の情報が正式に入社する前にすべて本人に届くようになっています。一

種のお見合い期間です。それを経て入社した人間は辞めません。変な言い方ですが，ここ２～３年，

人が辞めなくて困っています。通常15人入って，４～５年したら３～４人は辞めるものと考えており

ましたが，ホームページでの採用になってからは非常に定着率がよくなりました。今後どうしようか

と検討しているところです。 

 

 今後の展開についてですが，私どもは４～５年前よりＪＱＡのフレームワーク，経営品質向上プロ

グラムと出会い，経営計画書の内容をすべて一新しました。社長１人が作っていたものを，アセッサ

ー参画型にして方針書の内容を８つのカテゴリーに沿ってすべて作り直しました。 

 

 基本的には，仕組み，展開，成果という考え方を繰り返しアセスメントしています。また現在は，

重要な改善テーマごとに８つの社内チームがあります。最初にチームができたいきさつですが，４～

５年ほど前よりＪＱＡの申請をするとフィードバックレポートが来ます。ここは改善が認められます

よとか，これをやった方がいいですよと非常に貴重なアドバイスをいただきます。それを解決するた

めにどこでやろうかという問題になって，社内横断型のチームをつくって解決にあたりました。さん

ざん試行錯誤をしながら，現在は８つのチームが残っています。目的が終わったチームは解散したり

合併したり統合したりします。 

 

 最近一番おもしろいのは人事評価チームです。フィードバックレポートの中で，従業員の人事考課

に対して不満が見られると一昨年指摘されました。それで，人事評価チームを社員で作りました。役

員と各階層の人間が入って，会社の中の人事評価体系をそのチームですべて作り直しました。どのプ

ロセスを評価するか，業績なのか，何なのか。私どもは等級制度でやっていますので，等級ごとに評

価シートを作って，最終的には数値で出るようになっています。 

 以前から人事評価，半期の賞与の査定などはパソコンで全部一覧表にしていました。金額はガラス

張りですべてわかります。トップからビリまで百何十人ざっと並びます。その期の１ポイントが1000

円だと1000点の人は100万円もらったとわかるわけです。通常の給与も全部ガラス張りです。そのよ

うなチーム活動を現在も試行錯誤しながら行っています。 

 

 当初私どもは中小企業はワンマン経営が最高だと思っていました。長年そういうかたちでやってま

いりましたが，社内の決定事項の80％以上は，現在はチームの活動で決まっています。各チームのチ

ームリーダーが集まり，年に２回合宿を行っています。これは社内のアセスメント合宿というもので，

そのとき協議した内容，出てきたテーマが翌年の経営計画書に反映されます。現在では全員が半期の

実行計画書に落として，数値目標，指標を決め，毎月チェックするかたちで行っています。 

 

 当社はお客様第一，お客様満足の価値観の共有を図りながら，情報共有とコストダウンというテー
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マをバックヤードでのＩＴツールの活用というかたちで解決してまいりました。もちろん今後も問題

はまだまだ山積みですから，ＪＱＡの経営品質プログラムを十分に方法論として活用しながら，終わ

りなき旅ということでチャレンジをしていきたいと思っています。 

 

 特に変化という言葉に小山はかなり執念を燃やしておりまして，「変化は我が社の都合を置いてい

く」とか，「中小企業は変化をつくることはできないけれども，我が社は社会の変化の先頭に何とし

てでもついていくのだ」と常に話しています。どなたかの言葉にありますが，「経営の安定とは変化

しながらバランスを取るのだ，固定してはだめだ」ということです。会社の中では，事業部の模様替

えを毎月やれ，パソコンの位置を変えろと，とにかく変化させています。「変化しない企業には明日

はない」なのです。 

 清聴ありがとうございました。（拍手） 
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質 疑 応 答 

株式会社武蔵野  常務取締役         清岡 照比古 氏 

                       経営品質向上委員会 事務局長  青野 真介氏 

      コーディネータ  中国経営品質協議会 運営委員長      宮野鼻 治彦 氏 

 

（宮野鼻） 

 実務をいろいろな問題をクリアしながら経験していらっしゃいますので，もっと聞かせていただき

たいことがたくさんあるように思います。質問時間はその反映かと思いますが，非常にたくさんの質

問票をいただきました。今までで最高だと思います。まだ整理できておりませんので，ちぐはぐな進

行になろうかと思いますが，お許しいただきたいと思います。回答者は，清岡さん，青野さんのお二

方にお願いします。 

 最初に全体的なテーマでのご質問です。会社の沿革を聞きますと，自己変革能力をお持ちのように

受けとめましたが，それなのになぜあえてＪＱＡのクライテリアに応募されたのか，その理由を。ま

た，ＪＱＡのクライテリアを導入・実施にあたって，特に配慮された点等がありましたらお聞かせく

ださいということです。 

 

（清岡） 

 チャレンジした動機は言いにくいのですが，正直に申し上げると，たまたま社長の小山の経営研究

会のお仲間から「ＪＱＡというものがあるからぜひチャレンジしてみたらどうか」という電話があっ

て，「では考えておく」と小山は電話を切ったのです。また電話が来てめんどくさくなったので，「わ

かった。やるよ」と答えたというのが正直なところです。スタートしてから，かなり事の大変さ，重

大さに気がついたということです。 

 この中で配慮した点はというご質問がありましたが，私どもはＪＱＡの活動を始めて役職上位者か

ら順々にセルフ・アセッサーの勉強に参加しました。現在セルフ・アセッサーの研修を終わっている

人間が29名です。社内アセスメントをすると，実務の時間を非常に取られるわけです。あるいは夜終

わってから集まる，土曜日，日曜日に行うということになると，最終的に現場から出る中間管理職（ダ

スキンの支店長クラス，各事業部の事業部長）から売上利益とＪＱＡの活動とどちらを優先するのか

と問われ，やはり私自身もそこが一番悩みました。社長にも，「売上利益よりも活動を優先しろと言

い切ってください」と何回もお願いしました。ただし，現場のことはこちらである程度カバーします。

トップの一言は大きいですから，全員集まった席で小山からある程度言い切ってもらいました。「う

ちはずっとやる。１年落ちて，２年落ちて，３年落ちても，別に賞取りではなくて，このプログラム

によって会社を改善する。ずっと永遠に続ける。だから，この勉強をしない人間は管理職にもなれな

いし，リーダーにはなれない」と，動機づけを行いました。 

 ただ，２年目，３年目あたりでいろいろな問題がたくさん出たことは事実です。私自身も辞めたい

なと思ったことがあります。おそらく社長の小山自身もいろいろなことがあったと思います。私ども

武蔵野として問題点があったのは，今までがいい意味，悪い意味でワンマン経営だったのです。すべ

て社長の一言で決まっていました。それが，先程お話ししたように，すべての活動，例えば問題提起

をするのも各チームで行います。お客様満足度向上委員会と呼んでいるのですが，各チームから出て

きたものをチームリーダーが集まった会議で審議を行います。決定はその上の機関の経営品質向上委

員会という会議体で行います。社長の小山は最終の決定のときのイエス，ノーしか出てきません。こ

れは，トップが出てくるとみんなから意見が出なくなるので，社長は会議に出ないでくださいという

ことで，最後のイエス，ノーにだけ出てくるようなかたちにしています。スタートは不純な動機です。 

 

（宮野鼻） 

 すごいですね。それでここまで来たのは信じられないような気がします。 

 ざっと質問票を拝見しますと，やはり８つのチーム活動というポイントに関係する質問がたくさん

寄せられています。代表的な質問票をご紹介します。 

 経営品質向上プログラムの中で８つのチーム活動により，社内の決定事項の８割が決まると言われ

ましたが，我が社でもチームを結成し活動しようとしたけれども，失敗に終わりました。この８つの

チーム活動の活動内容，メンバー構成方法等，ポイントがありましたら教えてください。 

 

（清岡） 

 現在８つのチームは，地域貢献チーム，お客様対応向上チーム，お客様開拓チーム，解約防止チー
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ム，人事評価チーム，教育研修チーム，ＥＳ向上チーム，情報活用チームです。８つのチームができ

たきっかけは，毎年申請書を出しますと，フィードバックレポートをいただいて，いろいろなご指摘

を受けます。例えば「従業員アンケートからは会社方針に対する理解・不理解の大きなかい離が見ら

れる。リーダーと社員間のコミュニケーションギャップが改善されるよう，さらなる仕組みの改善が

必要と認められる」。これは社員満足のところです。このように，各部門長と社員のかい離が見られ

るという指摘を受けます。このようなものが出ると，教育研修チームでは，前年度は対話能力を向上

するためＣＳＴ（コンサルティング・セールス・トーク）研修を導入したけれど，今年度は中間管理

職，支店長クラスと現場の人間とコミュニケーションギャップがあるということなので，ちょうど先

週の金曜から３日間泊まり込みで，部下との目標統合，あるいは成長対話ということで，10人を対象

として，朝から晩まで本人の対話をビデオに撮り，悪いところは直すようにしました。 

 ですから８つのチームができたきっかけは，アドバイスを受けた改善の指摘点を解決するためのチ

ームを作って進めたことです。当初は研修を受けたアセッサー，主に部長クラスの人間たちが中心と

なって始めました。現在は社員の８割以上がどこかのチームに参画しています。そういったかたちで

問題点解決のためにチームを作り，１年間活動を行いました。翌年またフィードバックレポートが返

ってくると，また優先順位を決めて取り組むわけです。そういったことことを３～４年続けてまいり

ました。 

 メンバー構成は当初はアセッサーでしたが，１年やるとチームリーダーを半分は替えています。で

すから教育研修チームにいたら，地域貢献チームに移るというかたちで，２年は同じチームにはいま

せん。私は個人的にＪＱＡに取り組んでいます。 

 また，チーム活動をやった効果はもろもろありますが，一言でいうとやはり社内のコミュニケーシ

ョンだと思います。先程事業部の紹介をしたように，事業部組織は縦軸ですから，評価もオープンに

なって，あいつはＡ，Ｂ，Ｃのこれで，こんな給料だとわかっているわけです。昔は事業部間の競争

意識をあおり立てていました。ほかの事業部がいいということは自分の事業部が悪いということです。

くだらないセクショナリズムから，隣のデスクのほかの事業部の電話が鳴っても取らないといった極

端な時代もありました。会社の半分が辞めたお話もしました。４年間，チーム活動を横串にして，ダ

スキン事業部，コーヒー事業部，あかり事業部の全員が公平に入ることを目標にメンバー構成をして

います。今までつき合わなかった人間ともつき合います。一般の業務が終わってから夜に集まるわけ

ですから，ミーティングが終わったら居酒屋で一杯やります。そういうことで，横の風通しが非常に

よくなりました。 

 一例ですが，今年の３月にダスキンの浄水器が消毒臭がするということで新聞に載ったのでご存じ

の方も多いと思います。私どもが調べたら約4000件のお客様がその問題の浄水器をお使いでした。金

曜日の夜にニュースが出てすぐに全員チームリーダーが集まって討議をし，翌日の土曜日にまず4000

件電話をすることにしました。全員で4000名のお客様に土曜日に電話をし，翌月曜日から２週間かけ

て4000件を回りました。当社の基本はフェース・ツー・フェースなので，全部の事業部の人間に地域

割りをしてお客様の住所の一覧表を持たせておわびに回りました。以前ではありえないことです。か

なり活性化し，営業強化してやっていましたが，以前は「どうしておれがあそこの手伝いをしなけれ

ばいけないのか，俺は俺の目標があるのだ」と，ある意味では事業部ごとのプライドがありました。

しかし今は全社的にお客様のクレームに対して協力体制ができ，結束が非常に固くなりました。 

 ですから，ＪＱＡの活動を始めて，８つのチーム活動を行って，一番の成果は何ですかと問われた

ら，社内のコミュニケーション，特に横の風通しが抜群によくなったということを一番に申し上げた

いと思います。 

 

（青野） 

 質問の中に８つのチーム活動があって，いかに武蔵野という会社の中に浸透させていったかという

ところが，特に社内の推進役の方は気になると思います。私どもの場合はこのチーム活動はあくまで

も任意のもので，自由参加になります。自由参加の人たちを組織化させるというのは最初は非常に苦

労しました。８つのチームに分けたのはいいのですが，各アセッサーと呼ばれる人たちは８つのチー

ム担当にはなりますが，もっと下の現場の人たちは自分がどれに入ろうかというのはなかなか考えな

いというのが現実でした。 

 そこで，私どもではいかにチームに入って，自分が言った意見が経営に反映されるかに重きを置い

てやってまいりました。私のような事務局，事務方が上の人に言って，チーム活動で小さな意見を経

営にまで反映させるような仕組みをどんどん浸透させるような段取りをとってきました。例えば，今

でも地域貢献チームというのは当初は本社周辺しか清掃していなかったのですが，各事業所の近くの
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駅もしましょうと。これは現場の女性社員が意見を出して，それをそのまま経営に反映させ，トップ

がそうしようということになりました。現場の小さな意見をどんどん経営に反映させるのが一つのポ

イントです。 

 私どもの経営計画書に，各チームのリーダー，メンバーの名前を明記してあります。社員からする

と，この経営計画書の中に名前が明記されているというのは，ある種のステータスというような意味

合いがあります。そういうかたちで名前を明記して，あなたはこのチームに所属して何らかの行動を

とらないといけないという意味づけをしています。 

 当然，人事考課の評価の部分にもチーム活動をリンクさせていますので，その辺の仕組みがあって

はじめてチーム活動の初期の段階から現状にまで進んでいます。 

 

（宮野鼻） 

 今のことを伺いたいという質問もありました。 

 先程の清岡常務さん，青野さんのお話を総合しますと，ここに来ている質問票で，例えば課題解決

の決定の８割がチームで決まっているとのことですが，経営幹部の経営方針とどのようなかたちで整

合をとられていますか。というのはやはり今のフィードバックレポートの中の問題解決ということで

取り組んでおられるということであれば，経営幹部の方針とギャップがあるはずはないということで

よろしいですね。 

 

（宮野鼻） 

 チームメンバーというのは，日常業務とダブルキャップにかかる場合，何か格別なインセンティブ

の仕組みを設けているのかということですが，やはり人事考課の方に反映させる仕組みがあるという

お話をいただきましたが，それ以外に何かあるのでしょうか。 

 

（青野） 

 人事考課のごく一部，100％のうち数％が人事考課につながるようになっています。そのほかでは，

先程清岡が紹介した事業年度計画表の職階，職順，序列があります。こちらに直接的には反映されて

いませんが，これはある種の人気投票です。社員が120名程度ですから，この人はチーム活動で頑張

っているというのは社内で大体わかります。ですから，チーム活動をある程度やっている方は，ちら

っと私が見た中でも上の位置にいます。職順の序列は，人事考課に直接反映は一切されてないのです

が，なぜか社内風土的にこの順番というものが社員の中に非常に重視されています。研修会の席順と

か，社員の結婚式の席順までこの序列で決まっています。やはり最終的にはチーム活動なり何なりで，

社内で目立つ行為が非常に個人には動機づけされる感じがします。 

 

（宮野鼻） 

 ずっとお話を伺っていてすごく気になるのは，今の経営計画書の手帳です。これを見せてもらえな

いかという質問が来ていますが，皆さんに回覧させていただけますか。回ってきたらよくご覧いただ

くと，武蔵野さんの本当の秘密がそこに見えるのではないかという気もします。（清岡常務，青野氏

の経営計画書を会場内で回覧する。） 

 またＪＱＡのフィードバックレポートを非常にうまく活用していらっしゃるのが武蔵野さんの成

功の一つの秘けつかと伺いました。先程やはりトップリーダー層と現場の層とのコミュニケーション

ギャップの指摘があったと常務からご紹介いただきました。それ以外に，非常に大きな改善点として

指摘を受けて，解決された事例がありましたらご紹介いただけますか。 

 

（清岡） 

 先程のかい離が見られるというのは2000年度のレポートです。99年度のフィードバックレポートの

中でいろいろな問題があったのですが，従業員アンケートをとったときに，会社が行っている勉強会

は，現場ですぐに役に立たないではないかという意見がかなりあったのです。私どもも教育に関しま

してはやりすぎるぐらいやっているのですが，もっと現場に即したことをやってほしいという従業員

の意見が非常に多かったわけです。そのことについて，ここの改善が必要と認められるということが

ありました。 

 また，お客様アンケートチームから毎年定期的にお客様からアンケートをとっておりますが，ダス

キンを含んだ定期的に配送する営業マンの対話が少ない，新しい商品のお勧めもなければ，新しい提

案が少ないということがありました。お客様のアンケートで，そこが非常に落ち込んでいました。従
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業員アンケートからは，現場に即した勉強会をやってほしいとか，フィードバックレポートからもそ

の点について指摘を受け，教育研修チームでどうすればいいのかと，現場の店長にヒアリングを行い

ました。 

 一番はコミュニケーションを含んだお客様との対話スキルの向上であろうという結論に達しまし

て，私どもベンチマーキングチームと教育研修チームが社内教育のすぐれている企業にベンチマーキ

ングに伺いました。３泊４日の社内研修を受けさせていただき，社内のムサシノスクールにＣＳＴ（コ

ンサルティング・セールス・トーク）研修というかたちで導入を図りました。私も初期のトレーナー

をやりましたが，年間プログラムで全員ＣＳＴ研修を行いました。いろいろなデータを見ると，お客

様と営業をやるのが楽になったとか，新規が取れだしたとか，結果的にいい方向につながっておりま

す。やはり人間に関したものが多かったです。 

 

（宮野鼻） 

 私の個人的な見解ですが，武蔵野さんのすごいところは，フィードバックレポートを活用した８つ

のチーム活動だと挙げられていますが，もう１つはやはり中小企業において非常に的確，適切なＩＴ

活用の仕組みができていることです。今のいろいろな成果の一つにバックヤードがデジタルというこ

とをおっしゃっていましたが，それが大きな力になっているなと思います。 

 ＩＴといわれると，ハードのＩＴはすぐ導入されますが，何のために，だれがどのように活用して，

どのような成果に結びつけるのかという追求が不十分なままにおやりになります。社長さんによると，

あんなものはかえって手間がかかってロスばかり増えるということをおっしゃって，まさに宝の持ち

腐れになっているケースは結構多いのです。そういう視点から見ると，やはりすごいなと率直に思い

ます。 

 例えば，今のＪＱＡのいろいろなチェック項目，課題から申しますと，武蔵野さんの場合，お客様

の声を収集する，それを通して市場の理解を進めて，いろいろな戦略に生かしていくということです

が，本社なり本部のシステム，あるいは現場とのネットワークがどのように動いて，どのように情報

をうまく活用されているかを少し教えていただけるとありがたいと思います。 

 

（青野） 

 答えになるかどうかわからないのですが，情報活用チームというのがあります。アセスメント基準

書でいうと，カテゴリー７のところです。簡単にいうと，お客様の情報をどのようなかたちで集めて

いくか，その集めた情報をどのように活用させるかということに主眼を持ったチームです。社内のコ

ールセンターに営業支援システムがあり，そこに顧客データベースが二十何万件あります。その中に

各お客様の住所，連絡先の基本情報などがありまして，そのほかに電話の履歴，内容があります。 

 一番重要なのはお客様からのクレーム情報です。そのクレーム情報は，人とサービスと商品という

３つのカテゴリーに分類し，数字を集計します。そして，各営業担当者，現場の担当者ごとのカテゴ

リーのクレームを一覧表にして本社の壁に張り出します。情報活用チームはそこまでやります。する

と，どの方がクレームが多いかがわかりますから，今度はそのクレームを少なくするためにどうした

らいいかを考えます。お客様満足度向上委員会というところで，クレーム発生する人を対象として再

教習をします。大枠の流れは情報活用チームが発案し，最終的にはクレームチームが勉強会や教育を

担当します。最後は現場の支店長クラスが教育し直すという流れです。 

 

（宮野鼻） 

 このテーマは質問しても１時間ぐらいはすぐにたってしまうのではないかと思います。機会があり

ましたらまた勉強させていただければと思います。 

 このことに関連するのではないかと思いますが，質問票の中で，停滞期の原因がスピードの欠如，

非効率であることを把握されたということですが，それはどんな方法で把握されたのですかというも

のがあります。今のお話ですと，コールセンターでの情報がそのような問題を社内で共有化するもと

になったということでよろしいですか。 

 

（青野） 

 基本的に停滞期の原因追及をしたのは社長の小山です。小山が当然現場を歩いて回ります。あると

き現場の営業所長が電話をとっていたのです。「お前は何をしているのだ」と尋ねると，「電話をと

って社員に伝えるのだ」という。つまり電話取次業務をやっていたのです。それを見た瞬間，小山は

何とむだなことをやっているのかと思ったそうです。通常，営業所長は現場の指揮をとっているか，
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お客様を訪問していないといけないはずが，電話の取次業務をしている。ここから効率化が始まった

のです。そこでコールセンターができて，営業所には電話をとる事務員は一切置かないことになった

のです。 

 

（宮野鼻） 

 次に，ＩＴツールを積極的に導入されて活用していますが，通信費のの対策は何かお考えですかと

いう質問です。実際のところ通信費は増大していますか。 

 

（清岡） 

 通信費に関しましては，現在私どもは第38期ですが，第33期の通信費が7500万円で，前期の37期は

3500万円でした。通信費はもろもろの創意工夫で減少傾向にあります。33期から申し上げますと，7500

万円，5800万円，3900万円，3600万円，前期が3500万円です。今期は何とか3000万円を割ろうと考え

ています。例えば先程のボイスメールをとっても，当初は携帯電話に対して，ボイスメールが入った

と音で呼び出しをしていました。音は通話ですから，どんなに短く切っても10円かかります。100人

に一斉コールをすると1000円になります。ただ，先程のようにｅメール呼び出しをすると１件１円，

あるいはＪフォン，ＰＨＳならゼロ円です。そのコストがやはり下がってきます。そのほか呼び出し

方にしても，社内の営業所どうしを無線ＬＡＮで結ぶことで，毎年下がり続けているのです。 

 

（宮野鼻） 

 メール機能をうまく使うと，情報の量が相当増えてもコストダウンになるということです。そのあ

たりも成功事例として武蔵野さんの実態を活用いただけるのではないかと思います。 

 このことに関連しますが，イントラネットによる出退勤の管理はどのようになっているのかという

質問ですが，簡単にお願いします。 

 

（青野） 

 私どもはイントラネットで事業部はＬＡＮでつながっています。ホームページの画面上にタイムカ

ードがあり，そこに自分の社員番号を打てば出勤になりますし，退社するときは退社になります。そ

れが最終的に総務に集計されて，給与計算システムに入っていくという流れです。 

 

（宮野鼻） 

 具体的に早朝勉強会についての質問が結構あります。早朝勉強会について，例えば講師はだれがす

るのか。内容はどうやって決めているのか，具体的な例があれば教えていただきたいし，出席率とか

出席者からの声をどのように集計，フィードバックしているのかということです。 

 

（青野） 

 早朝勉強会はすべて小山主導です。参加者の意見反映も小山がすべて判断しております。例えば，

早朝勉強会で小山が１つずつ単語を選びます。「愛」であれば愛という単語を選んで，その言葉を解

説します。20語ぐらいを１時間のうちに解説します。その解説の仕方は社内で起きた出来事で，社員，

特に上の幹部クラスが失敗したことをネタに話をするというのが小山のモットー，念頭にあることだ

そうです。 

 その中で社員はいろいろと気づかされるのですが，その気づいたことを最後に何十秒間か各自が発

表することになっています。実は，この発表が一番大事で，小山がいないときは感想文を書くのです

が，社員はみんな発表しますので，いいことしか言いません。１日１回ぐらいいいことを言わせた方

がいいのだという気持ちが小山にあるらしくて，いいことを言わせるためにそのような発表の仕組み

をつくっています。当然小山はその発表を聞きながら，自分でこう変えていこうと考えていると思い

ます。 

 出席率はやはり評価にも連動していて，幹部は降格につながります。５万円の旅行券というのもあ

ります。 

 

（清岡） 

 １点だけ補足をさせていただきます。早朝勉強会をやりながら小山は何を見ているのかということ

ですが，例えば，その人間が今している実務の仕事と選んだ項目です。毎日現場の仕事をしているの

に，経営に関する財務を選んだとか，そのようなところを見ているのです。そうすると，その人間が
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仕事をしているかしていないかということがよくわかるというのです。これは私が聞いておりまして

も，どうしてこの人間がここを選ぶのだろうと思ったりします。社歴とか社員のスキルによって，こ

の人間は大体この辺を選ぶはずだという選ぶべき項目はやはりあるのです。あるいは心がポジティブ

か，非常にマイナス思考かによっても選ぶものが違います。小山はトップとして，その辺を早朝勉強

会でよく見ています。一人一人どこを選んで，なぜそれを選んだのか，きちんと理屈に合っているの

か，それともとってつけたようなことを言っているのか，配置転換や評価も考えています。 

 

（宮野鼻） 

 なかなか怖い会社ですね。私のように，ゴルフのとき以外は早く起きないという人間は武蔵野さん

ではすぐに首になってしまうと思いました。先程の青野さんのお話の中に出てきた経営用語のことで，

次の言葉はどのような意味かというご質問をいただいています。『経営用語解説』は頒布されている

のですか。その辺をご紹介いただけますか。 

 

（青野） 

 今，ちょうど出版されています。『仕事ができる人の心得』という書籍で，ＴＢＳブリタニカから

出版されています。先程の経営用語解説の８割方の単語が収録されています。おそらく質問に挙がっ

ている項目で，似た項目も入っているかと思います。 

 

（宮野鼻） 

 「みつばち作戦について」ということで，新規顧客の開拓のため訪問営業をされる際，社員の皆さ

んに対して特に徹底していることがあれば教えてくださいという質問です。 

 

（清岡） 

 ＪＱＡの活動を始める前のお話をまずしたいと思います。私どもは当時は販売会社ですので，セー

ルス研修というものをやっておりました。１日ロープレといって，実演を朝から晩までやります。そ

して翌日の朝，現場にほうり出す。ダスキンのマットとバーのついた長いモップを持たせて，車で決

めた地域に下ろしていくわけです。その日に品物を契約してお金をいただいて帰ってきなさい。未使

用のお客様を契約してはいけません。ライバルのを使っているところを訪問して，スイッチして，な

おかつ現金でもらって帰ってこいという研修です。これを以前やっておりました。 

 そうすると，取れる人，取れない人がいます。４週間に１度行って，取れない人は次も出るわけで

す。また取れないと，その次も出るわけです。大体４回，５回取れないと，販売会社に来て１日50

軒回って500円のお金ももらえないやつは人間のカスだぐらいのことを担当に言われて，しまいには

辞めていきます。当時は私も大きな勘違いをしていました。鬼のセールス道場のようなことをずっと

やっていました。しかし，ＪＱＡに出会ってからは，脅迫じみたプレッシャーをかけてやるのはよく

ない，やはり自分からわき上がってくる気持ちを大切にしたいということでやっております。 

 私どもの考え方の基本に，環境整備というものがあります。毎朝朝礼終了後20分，どの営業所でも

決められた指定箇所を掃除しています。これは毎日です。昼から出勤のパートさんは出勤してから20

分です。整備，清潔，整とんという，掃除を通じて心を磨くということでやらせていただいているわ

けですが，これも10年来やっております。かたちから入って心に至るということです。たかが掃除，

されど掃除というわけです。ただの掃除ではなくて，きちんと指定箇所の掃除が前向きにできるよう

になれば，掃除は物的環境整備ですから，やはり人的環境整備に進んで，整理，清潔，整とんから礼

儀，規律というところに進みます。 

 それから情報化社会ですから，情報環境整備というようなことをやっています。つまり，知識とか

技術というのは入って半年，１年あればだれでも覚えるのです。知識とか技術というのは機関車でい

うと客車の部分です。客車を10両編成，20両編成にしても，ひっぱる機関車の部分が弱いと何の役に

も立たないわけです。ですから，向上心とかやる気，自分が自分にモチベーションをかけるといった

ことを学ぶ意味で，ベースは環境整備というわけです。 

 社員教育に関しては，先程もお話ししましたように，すべて教育チームのメンバーがやっています。

私自身はＣＳＴ（コンサルティング・セールス・トーク），目標統合，成長対話のトレーナーですが，

私どもは社内で，「あの部長さんはＣＳＴのトレーナーができるよ」とか，「あの課長さんはＢＳＴ

（ベーシック・セールス・トーク）のトレーナーができるよ」と社内で誇りになるように教育という

ものをとらえています。自己参画でやらせていただいています。 
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（宮野鼻） 

 時間が来てしまいました。ほかにもいろいろなご質問をいただいております。例えば，経営品質賞

を受賞されるのにかかったお金と，回収できて，利益になったお金とどうなっているのかとか，なか

なか際どい質問も来ております。先程控室で伺いますと，武蔵野さんの場合はインターネットでその

ような質問にも対応していただいているそうです。今日コーディネータの不手際でこの辺が聞きたか

ったのにと思われるところがありましたら，インターネットのホームページを開いてみていただくと

か，補習を皆様方個々に行っていただきますと幸いかと存じます。 

 非常に充実したお話を聞かせてくださいました。感謝の心を込めて盛大な拍手をいただけたらと思

います。どうもありがとうございました。（拍手） 

 つたないコーディネータでございましたが，皆様のご協力に感謝を申し上げて終わりにしたいと思

います。 

 ありがとうございました。 

 

 


