
庭に相談員として入ったり、専門学校の講師をやってきた中

で、不登校の子や障がいのある子どもたちに触れる機会が必

然的でして、気がつけば自然と導かれたかのように今の事業

を展開することとなり、私の使命だったのかなと実感してい

ます。

-なるほど。そのあたりのお話を後ほどじっくりお伺いします。さて、

このインタビューでは恒例で小さい頃のお話から聞いています。

岸さんはどんなお子さんだったんですか？

今でも目に浮かぶようによく覚えているのですが、幼稚園の

時は人の後ろに下がっているような、本当に目立たない大人

しい女の子でした。自分が思っていることを言うことも恥ず

かしいような子だったんです。ただ、自分にも転機があって、

小学校3年生の時に出会った学校の先生に「あなたは音楽が

上手だからみんなに縦笛を教えてあげて」と言われたことが

きっかけで、初めて「自分でも人のためになれるんだ」と思

いました。もともとは自分で「引っ込み思案」とか「大人し

い人間」だと思い込んでいたのですが、そのきっかけを頂い

たことで、人前に出ることが楽しくなっていきましたね。

-その先生のおかげで、考え方がガラリと変化したんですね。

そうですね。だからその先生との出会いは、今の私の人生に

繋がるような大きな影響を与えてくれた出来事です。今振り

返ってみると、私は人のために何かをやりたいと常々思って

いたのですね。人の役に立つことがすごく嬉しくて、得意な

ことで自信を持たせてもらって、そこからは前に出ていくよ

経営者・起業家のためのニュースペーパー レイマッククラブ会報誌
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結婚して家庭に入った。しかし、「何か生産性のあることがしたい！」「自分らしくいきる姿を見せることが教育になる」と決意し、

以前から関心があった児童福祉事業で起業。子供の個性に寄り添った教育に心を注ぐ。そんな、仕事に家庭に忙しく飛び回る

女性起業家、エデュケーションNET代表の岸由巨子さんにレイマック豊田がインタビューした。（インタビュー＝豊田礼人）

今月の内容

●経営者インタビュー
株式会社エデュケーションNET 代表取締役 岸由巨子様
●経営コラム 「広告宣伝費は投資です」
●書籍解説 『SHOE DOG』

●メルマガバックナンバー ●レイマック豊田のひとりごと
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Raymac press

--はじめに、今のお仕事について少し聞かせていただいてもいい

ですか？

一昨年の4月に起業して、7月に放課後等デイサービスと児童発

達支援サービスを行う「にじいろPLUS*」そして昨年５月に姉

妹校「にじいろPALETTE」を立ち上げました。放課後等デイ

サービスと児童発達支援サービスは年齢別に段階が分けられ、

未就園児から（幼稚園や保育園に通っている）小学校未就学児

までの主に療育、就学支援と、小学校から高校3年生までの教

育・自立支援をサポートする事業を手がけています。

-発達支援をメインに行なっているんですね。

近年になって「発達障がい」という言葉の認知が広がってきて

いると感じるのですが、機能的な障がいが生まれ持ってあった

り、どこか困難さを抱えパニックになってしまい行動に支障が

生じるなど、一律ではなくお困りごとはそれぞれです。昔は

「少し勉強についていけない子」とか「落ち着きがない子」が

いたとしても、社会の中で合理的な配慮がされにくかったごく

一部の子供たちも、今は「発達障がい」という形で認定を受け

て、国のサービスや福祉を受けられるようになりました。この

制度の歴史はまだまだ浅いのですが、私自身が不登校児のご家

生きがいを見せることが
教育になる

株式会社エデュケーションNET
にじいろPLUS*、にじいろPALETTE運営

代表取締役 岸由巨子
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うになりました。中学校で学級委員をやったり、不登校の子に

宿題を教えに出向いたり・・・うちは母親が教員だったので、

自分は「勉強ができないと恥ずかしい」とか「優秀じゃないと

いけない」という思いが強くて、勉強が好きなわけではなかっ

たのですが真面目にそこそこ頑張り、困っている人がいると何

かしら無意識的にお世話をしていたように思います。

—なるほど。勉強も学校生活も頑張る子で。

そうですね。振り返るとおかしいのですが、確かにやると決め

たことに対するエネルギーは半端なかったと思います。要領も

よかったのでしょうが、高校まですんなりと推薦で上がって、

特に何も考えずに人生を普通になんとなくで過ごしていたとい

う感じです（笑）。

—（笑）。高校はどんな感じだったんですか？

高校ではとにかく自由にやりたいことをしました（笑）。それ

までは真面目一筋だったのですが、校風が自由な中でアグレッ

シブで個性豊かな友達も多かったですし、何をしても何も言わ

れないところだったので、本当に自由を楽しみましたね。その

おかげで大学受験がかなり厳しかったのですが、なんとかそこ

も切り抜けることができました（笑）。

—いわゆる「高校デビュー」で（笑）。大学へは行こうと？

大学への進学は当たり前だと思っていたので、そのまま大学に

入りました。大学でも興味ある世界に目を輝かせとことん躊躇

なくやらせていただきました（笑）。両親が何一つ苦言を呈さ

なかったことに感謝しています。そのおかげで自身の世界観が

一気に広がりました。高校までは市内の決まったフィールドの

中でしか関わることのなかった人間関係が、大学時代は学生の

みならず、社会人と交流したり、起業家の方にもたくさん出会

いました。その出会いは、大学時代に広告代理店の仕事を手

伝っていたことがきっかけでしたね。

—ふむふむ。そうなんですね。どんなアルバイトだったんですか？

その時はバブル期終わりの頃でしたが、企業も宣伝に多大なお

金を投資し、そのプレゼンターとして女子大生の日常にとても

価値が集まっていた時代だったと思います。だから私は自身の

ネットワークを使って、仕事をしてくれる人を集めていました。

例えば缶詰などの試供品を配る際、広告代理店から「女の子を

10人呼んできて！」って頼まれると、すぐに大学の学食に行っ

て「明日アルバイトできる？」と人集めをしていました。バリ

エーション豊かな楽しいお仕事が多かったので、みんな喜んで

仕事をしてくれましたね。毎日のように色々な企業の社長さん

とも出会う機会が多くて、社会への視野がどんどん広がってい

きました。

—女子大生の「元締め」的なポジション（笑）。じゃあ結構楽しく、しか

も稼いでいたんですね？

「人生ってこんなに楽しいんだ！」と思う毎日でした。本当に

色々な人に出会って、色々な話を聞いて、世の中のいい部分と

疑問に思う部分をたくさん見てきましたね。そうして大学時代

に色々な人に出会い、コミュニケーションができたことで、人

を楽しませることを企画するにも人脈を利用し、喜んでもらえ

ることを常々考えて様々なイベントを主催していました（笑）。

ただ基本は真面目な性格なので、「大学を出させてもらったの

だから就職くらいしなければいけないかな」という概念があっ

て、卒業後は商社に入社しました。

—ふむふむ。商社ではどんなお仕事をしていたんですか？

入社当初は経理部門で、細かい数字との格闘の日々で・・・そ

の後は薬品関係の部署で営業事務をやらせていただきました。

そこでも色々な業界の方と出会う中で、なんとなく自分の人生

について考え始めて。周りもみんな永久就職（結婚）していく

中で、「いや、このまま結婚するのはもったいないから何かし

たい」という考えが出て真剣に考えた時期でしたね。

—相当色々な世界を見てきて、このまま終わらんぞ、と？（笑）

はい、そうですね（笑）。それで、会社に勤めながら心理学を

学ぶために大学院へ通い、会社を辞めてからは専門学校で講師

をやりながらも更に大学院での研究に没頭していました。当時

は高齢者福祉にとても興味があって、生きがい支援に繋がるよ

うなコミュニケーションの介在が、いかに認知症に良い作用を

及ぼすのかといった研究もしていました。その中でも特に興味

を持ったのが美容療法ですね。メイクやマッサージといったコ

ミュニケーションの介在が、どの程度脳やメンタルに良い影響

を及ぼすのかということを精神生理学的な観点で研究していま

した。

-なるほど。専門学校ではどんなことを教えていたんですか？

精神生理学を学んでいたので、美容の専門学校では美容を

学術的に教えていました。当時の教え子が本当にかわいくて、

とにかくびっくりするくらい真面目じゃないんですよ（笑）。

彼女らはもちろん勉強なんて興味がなくて、授業後の活動のた

めに、なにやら2時間ぐらいかけて化粧をして変身をとげている

子が何名かいて（笑）。朝一の授業で「出席とるよ」って言っ

て生徒の顔を見ても「え？誰かしら？」と全く分からない子も

いました（笑）。もっぱらコミュニケーションの中心は異性の

こととアルバイトのこと。かなり化粧に気合の入っていたある

女子は、水商売でトップ。夜中まで飲み、でもしっかり授業に

は出てくるんです。私自身はそんな彼女らの生き方にもとても

興味があって、授業そっちのけで会話したこともありました。

卒業後にバッタリ出会ったときは、とても立派でかっこいい会

社員になっていて・・・涙が出るほど嬉しく、全ての経験は無

駄にならないと悟った瞬間でしたね。

—フハハハ！（笑）。人生模様が見えて、面白いですね。生徒から刺

激を受けて。それで、大学院に通った後はどうしたんですか？
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修士号を取った後はドクター（博士課程）に進み、ドクター

時代にオーストラリアに渡って福祉事情に触れる機会があり

ました。その時に得たノウハウを日本の福祉に生かしたいと、

ボランティアで色々な施設に出向いたのですが、実際の現場

でかなりの衝撃を受けました。オーストラリアでは、個々の

生き方ややりがいを個人の権利として社会全体で認めていく

考え方があります。国が主体となってサポートする土壌があ

り、税収の中で全てをまかなっています。例えば耳の聞こえ

が難いのなら、国の補助金でまかない、「おじいさんは肺が

んだけどタバコが吸いたい」と本人が思えば、「それは彼の

選択なのだから尊重しましょう」と認め、高齢者のアイデン

ティティを継続的に保てるよう、大学院レベルの国家資格が

存在し、その実現のための補助金で個々にサポートにあたる

といった具合です。年齢を重ねても、とことん「自分らしく

最後まで生きる」ということを当たり前のレベルでサポート

することを社会全体で実現できていること、そこで見た高齢

者のカラーはまさしく楽園でして年齢を重ねることに充実度

が増すと感じられた光景でした。私は帰国してから日本でも

ボランティアをしたのですが、日本の福祉でその価値観を形

にしたいという意欲もさながら、日々の業務に追われてしま

わざる得ない介護の実態に、利用者さんの個々に関心を向け

ているほど余裕がなかったんです。そんな中でも、人生の大

先輩の話を聞かせていただく中で、年を重ねても女性は女性

らしく、男性はこれまでの栄華を讃え素晴らしい人生だった

と伝えてこられる素朴な日本の福祉にも目を向けることがで

きましたね。

—なるほど。オーストラリアの良いところと日本の実態を知っていろ

いろと考えたわけですね。

そうですね。オーストラリアでの現場実習で見てきたものを、

日本にも取り入れたいと思って、色々な施設に掛け合ってボ

ランティアをしていました。赤ちゃん人形片手に、過去の回

想をしたり、メイクやハンドマッサージなどをする中、お年

寄りからは「今度いつ来てくれるの？」といつも待ってくれ

ていたので、逆に自分のために何かをしてもらっている感覚

もたくさんありました。お互い認めあう、補い合う心地よさ

をここで学ばせてもらったんだと思います。

—素晴らしい体験ですね。高齢者福祉から児童福祉へシフトしたの

はどのようなきっかけだったんですか？

結婚と出産を機に、高齢者福祉のボランティアも辞めました。

というのも、難産の末、「もしかしたら長男の発達に支障が

あるのかも」と感じて戸惑っていた時期があったので、まず

は自分の子供にしっかり向き合おうという考えがありました

ね。そのために、幼児教育や発達を促すことに意欲を燃やし

て、ありとあらゆる幼児教育教材を取り寄せて日々我が子へ

向き合う毎日でした。育児本も１０００冊ほど読み漁り、3年

間は育児が生活の中心でした。常々考えてきたことは、母親

を満たすことが子どもの成長を豊かにする・・・それがいつ

しか、社会を満たすこと 特に子どもに関わる大人たちが楽

しく生きることが子どもたちに還るという視点が、今の事業

の軸となっています。

—そもそも起業しようと思ったのは、どんな経緯だったんですか？

自分自身が主婦業と育児に躍起になっていた時に、ふと「私

はこんな人生でいいのかな？」と日々悶々としていた時があり

ました。愛する我が子と家庭もあるのにもかかわらず、どうし

ても自分のエネルギーを持て余すのです。いつも「私は生産性

のない人間だ」「何も生み出せていない」と悩み、何かしら社

会からの疎外感を感じる日々でした。もちろん家族はとても大

切な存在だけど、自分のやりがいと生きがいも大事。将来我が

子もいつしか巣立っていく中で、自分らしく人生を楽しんでい

くことが教育になると感じ、社会の中で何ができるのかを考え

ながら、これまで培った経験でもってボランティアであちこち

出向き講師活動を始めることにしました。

—具体的にはどういったことをしていたんですか？

お母さんたちを対象とした心理ケアを3、4年やっていました。

脳科学も勉強していたので、家庭でできる知能教育を公開した

り、子育てのコーチング講座を開いたりしていました。そんな

中で伝えてきたことは、「たとえお母さんであっても、やりた

いことはとことんやればいい」「自分らしく生きる姿を見せる

ことが一番子供のためになる」と最終着地点はいつもそこでし

た。お母さんが笑顔で生き生きしていれさえすれば、子どもは

安心して自立に向かうのではと。これまでの母はこうあるべき、

妻はこうあるべきという良妻賢母な考えから現代は少し母像も

発展しているのかもしれません。そうこうしているところで、

「ボランティアのままでは責任が持てないから、ずっと継続し

ていけるように法人化しよう」と思い立ち、決めたらすぐに行

動するタイプなので、3ヶ月ぐらいで会社を立ち上げました。

—むむ。すごい行動力ですね。児童の発達支援サービスに決めたの

は、やはり自身の子育ての経験から？

そうですね。「発達障がい」という言葉が出てきた時に、私自

身もそれを意識せずしてたくさんのご家庭に入らせていただい

てきていたので、ご相談に来られる親御さんの気持ちもなんと

なくかもしれませんが他人事には思えない気持ちが自然と湧い

てきてしまうのです。子どもは母親だけで育てるのではなく、

社会の力が必要だからその架け橋になれたらと。今ご縁をいた

だけている利用者様お一人おひとりに何かしら私たち「にじい

ろ」と出会ったことで、人生に生かせる、輝かせる何かを一つ

見つけられたらと。障がいがあっても、なくても皆同じ人間で

すから彼らがどんな人生を生きたいのかは彼ら自身が選択する

ことであって、社会は一人ひとりのその実現に向けて手助けし

ていく必要があると感じています。生まれてきた限り、人は何

かしらこの世の中で役に立つことが絶対にあって、その人らし

く生きていくことで世の中に何かしら還しているのだと思うの
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です。そのために、人間教育にしっかりと携わってこられた温

かな思いのある先生方に「支援」を手伝っていただきながら

日々子どもたちの笑顔に豊かさをいただいています。

-指導者を「教員」にこだわったわけですね。設立当初のメンバーは

どうやって集めたんですか？

私の母が元教員なので、教員仲間に声をかけてもらいながら、

周りにも様々な能力を持った人がたくさんいたので、その方た

ちの技能を活かしながらしっかり子どもたちを支援したいと考

えてスタートをきりました。当初は、指導者は無資格でも可能

ではありましたが、未来へつながる子どもたちの支援は確実に

キャリアが必要と・・・働いていただける方を見つけることは

至難ですし、経営的なことだけを考えれば 不安も多々ありま

した。しかし、私のこだわりは真の教育支援を提供することに

あり、十分な経験を持った貢献心の高いスタッフで支援を形に

していくことは必要不可欠だという考えは当初から持ち続けて

いました。今は23名のこの上なく素晴らしいスタッフに恵まれ、

学校の先生や保育園の園長先生、養護教諭をしていらっしゃっ

たプロフェッショナルな先生方、技能を持った先生方のそれぞ

れの持ち味を生かし、思いあふれる事業所の中で和気藹々、共

に育ちあえる環境に尽力をいただいています。先生たちにも

色々な積み上げてきた経験と技量があるので、それぞれ得意な

ことを生かした支援を自由にお願いしています。

—有資格者を集めたことが、事業所のこだわりでもあるんですね。

事業の強みは、全人的なサポートができるプロフェッショナル

な支援者ばかりであること。やはり学校の先生は社会的なつな

がりも広く、実際親御様が教え子であったり、お兄さんの担任

の先生・・・と「ちょっと近しい信頼できる事業所」というと

ころで、みなさんに安心感を寄せていただいています。また、

子どもの課題も様々ですが、どの親御様も学校で過ごす時間が

有意義になればと願う中でも、特に学習支援のニーズが一番高

いです。とはいえ、今見えているお困りごとに焦点を当てるよ

りも、良いこと悪いことも含め必要な経験や関わりがいつしか

大きな礎になると信じて、少し長い目で子どもたちを見守る

日々です。また、「生きる力」「コミュニケーション能力」を

身につける機会もしっかり目的を持った中で育むことも大切と、

週末を中心にウィークエンド教室を開催し、様々な経験を通じ

て利用者様が自分とじっくり向き合う機会を沢山作っています。

近くに畑を借りて、収穫したものをみんなで調理したり、親御

様にも参加していただき交流を図っています。冬休みにはハワ

イアンショーを見て子供たちが思い思いにハワイアン気分を味

わいました（笑）。

—ここに来ると親御さんも含めて色々と経験できるわけですね。

そうですね。例えば今日は自分で作った凧揚げ、明日は餅つき

をします。賑やかなマジシャンと交流したり、色々な能力を

持った人たちと出会わせて、彼らが色々な世界を知り、何かひ

とつでも「これ楽しいな！やってみたいな！！」と思えるもの

を見つけてくれたらいいなと思います。とにかく人間バランス

が大切だと思いますので、親御様からのニーズの高い学習支援

だけなく、子どもたちにとって楽しい体験学習も多く提供して

います。幸いスタッフもみな、子供たち一人ひとりを大いに認

めることにいつもセンサーを持ち、深い思いと情熱を持った先

生が多いです。それを自身の生きがいとして楽しみながら、

向き合ってくださっているので、子供と先生の双方にとって

も良い循環になってきているかなと思います。

—ちなみに、起業してから挫折のようなものはありましたか？

はい、特に雇用関係で挫折を何度も味わいましたね。プロ

フェッショナルな方たちを集めるだけに、みなさんそれぞれ

に築き上げた大志を持っています。個々に価値観も違い、常

識も違う。教育観も多少違いながらも、その部分を尊重しな

がら、一つに統制していくことに非常に難しい時期もありま

した。ものの考え方が合わない中でも、にじいろとしての、

理念は一致していかなければ進まない中、正解のない人間教

育事業に、様々な特性を持つ子供たち全てを幸せ感で満たし

ていくことの難しさを痛感する日々であります。お預かりし

た全てのお子様に責任を持って支援継続するためにも、そう

した見極めをしながら、スタッフ自身も高め合い楽しめる職

場であるよう常に心がけています。

—僕は「コツコツ流」を提唱しているのですが、岸さんが何かコツコ

ツやっていることってありますか？

仕事に変化をつけて、子供たちの成長と感じたことをスタッ

フともシェアしていることですね。あとは、スタッフとコ

ミュニケーションをしっかり取ることです。スタッフが楽し

めない支援であっては、サービスも良いものにはならないの

で、日々良いこと悪いこと含めてを遠慮なく出していただく

ように声かけをし、その問題には真摯に向き合うようにして

います。とにかく、スタッフの価値観や思いを理解しようと

努めています。

—素晴らしい。今後はどうされていく予定ですか？

おかげさまで様々な評価をいただいて、予想を上回るほどの

勢いで たった3ヶ月で定員に達しました。昨年の5月にも2つ

目の事業所を立ち上げた際、そちらも2ヶ月で定員に達するほ

どのご期待を頂戴しています。現状、新しい利用者さんを受

け入れることが難しく心苦しい思いもしています。まだ走り

始めて2年、まだまだ発展途上段階である今は地固めの時期で、

日々トライアンドエラーを重ねながら、今ご縁をいただいて

いる利用者様に今できることを最大限考え支援させていただ

き、一つひとつ丁寧に積み上げていくことが大切だと思って

います。事業として求められていることに沢山気づくことば

かりで、個々にじっくりと向き合える環境設定を目的とした

新規事業もふまえ、更によりよい適切な環境を整えるべく真

に必要なことを形にしていこうと探求中であります。いつし

か子どもたちが伸びやかに羽ばたいていってくれることを願

い、私がこれまで得てきた人との出会いが何らかの今に繋

がっていることで社会へ還していけたらと邁進しています。

—素敵なビジョンですね。今日はお忙しい中、貴重なお話をありが

とうございました！

【プロフィール】
岸由巨子 きしゆみこ
株式会社エデュケーションNET 代表取締役
愛知県春日井市出身
愛知県春日井市篠木町1-40-1 河口ビル２０２
http://www.nijiiro-plus.jp/
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豊田礼人の経営コラム「愛される会社への道」

広告宣伝費は「投資」です。

らわないと始まりません。それゆえ、知ってもらうための

広告は欠かせないのです。

スターバックスは、新聞・テレビ等のマスコミやチラシ

を使った広告はしていないようですが、消費者が集まる一

等地に店舗を構えることで、人目に触れる機会を増やして

います。つまり店構え自体が宣伝媒体になっています。

またテイクアウトしたコーヒーのカップに印刷されたロ

ゴマークが、街を行く人に対してアピールするという効果

もあるようです。余談ですが、米国のスターバックスを日

本に持ってきたサザビーリーグの社長は、街で飲まれてい

るスタバのカップのロゴマークを見て、「これは日本でも

ウケる」と直感し、日本での展開を決断したそうです。

店舗ビジネスの場合はこういうやり方をする企業が多い

です。店舗は、近くにいる人が最も顧客になりやすいため

、看板・ポスター・店舗そのものなどを使って「その場」

で宣伝広告を行うことが定石です。

東京都心の一等地・表参道にあるラルフローレンの店が

、採算が合うに足る売上げを獲得しているどうかは分かり

ません。しかし、例え単独店として採算があっていなかっ

たとしても（あくまで「仮に」です）、表参道に立地して

いるということ自体が大きな宣伝要素であり、ブランディ

ングを目的とした投資として価値があると判断しているの

だと思います。

■広告は投資

さて、広告は投資活動です。大企業やヨーロッパのスー

パーブランドのような大きな投資はできないかもしれませ

んが、毎年予算額を決め、コツコツと取り組んでいくこと

で、少しずつブランド力が高まっていきます。

やはり何度も何度も繰り返して顧客の目に触れるように

して、顧客の心に「刷り込む」ことは大切です。人間は、

何度も接触することによって、その対象に対して愛着を持

つようにできていることは、心理学の世界でも証明されて

豊田礼人（とよたあやと）
レイマック・コンサルティング代表

「クライアントの成功が私の成功
である」がモットー。

■売るために広告は必要

売上げを上げていくために、広告は重要です。広告予算

をまったく使わずに、売上げを増やしていければ素晴らし

いですが、それはなかなか難しい。

中小企業が低価格競争に陥らないために「ブランド戦

略」が重要だと言われますが、ブランディングをしていく

過程で、広告は必ず必要になります。

ブランド戦略に関する書籍を読むと、「ブランドとは旗

であり、顧客との約束である」という記述が出てきます。

旗とは、ここに存在しますという意思表示であり、他と識

別するための目印、という意味です。

「brand（ブランド）」の語源は、焼印を押す意味の

「Burned（バーンド）」で、自分の家畜と他人の家畜を間

違えないよう、焼き印を押して区別していたことから、

「銘柄」「商標」を「brand（ブランド）」と言うように

なったそうです。

現在ではこの目印としての機能以上に、そのブランドが

顧客である消費者や関係者に対する「約束」として説明さ

れることが増えています。顧客との約束とは、「当社の商

品やサービスを使うと、必ず○○という効果が得られま

す」とか「こういう気分になれます」ということを常に実

現し、維持し続けるということです。プラダのバッグを持

つ女性は、プラダを持つと、「自信が溢れ、自分を誇らし

く思える」という気分を味わえるからこそ、高いお金を

払ってでも手に入れたくなるのです。これが顧客の受け取

る価値（ベネフィット）です。これは強い「ブランド力」

があるからこそ成せる業（わざ）です。

企業として、他社との違いを明確にし、顧客が受け取る

価値（ベネフィット）を常に保証し続けるということはと

ても重要です。これをやり続けることが企業活動の根本で

あり、ブランディング活動そのものということになります。

このブランド戦略も、前提として、「認知されているこ

と」がベースになります。知らないモノは買えないし、買

わないことには、価値を受け取ることができないので、ブ

ランドも育ちません。どんなブランドも、まずは知っても
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『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか』 山口周 著

■オススメ度 ★★★★★

を切り崩す時代があったそうです。そういう資金的に苦し

い時に広告宣伝費を使うというのは、本当に苦しかったと

思います。それでもこれを「投資」と捉え、投下し続けた

そうです。

その結果、今ではその分野でしっかりとしたブランドと

して認知され、BtoBをメインにしていた時よりもたくさん

の利益を稼げるようになっているそうです。

広告宣伝にお金を使えば必ず売れるようになるわけでは

ありません。顧客のターゲットの設定や強みをコンセプト

の構築など、今まで書いて来たことをしっかりと整えたう

えでじゃないと、効果も出ません。

しかし、それらが整ったならば、広告宣伝に、少しずつ

でも良いので「投資」していくことをお勧めいたします。

あなたの読書時間を大幅短縮 気になった本を１分解説

レイマック豊田が気になった本を読み、その要点をズバッとお伝えします

豊田の
結 論

★★★★★読まないと損をする

★★★★ 読み応えたっぷり、お薦め

★★★ 読み応えあり

★★ 価格の価値はあり

★ 人気作だがピンとこなかった

ポイント１ とにかくやってみる

懸命に働けば働くほど道は開ける

ポイント３ 仲間とチームを組み、難題に立ち向かう

著者は大学を卒業した後、世界旅行をすることにした。その途中で日本に寄り、か
ねてから温めていた「日本の靴メーカー『オニツカ』」からスポーツシューズを仕入
れ、アメリカで販売するというアイデアを実行するために、オニツカを尋ねる。アイ
デアを経営陣に話すとOKということになり、ビジネスが始まった。何ごともやって
みないと分からない。

ポイント２

自分を信じろ。そして信念を貫け。他人が認める信念ではない。自分で決める信
念だ。心にこうと決めたことに対して信念を貫くのだ。但し、時には断念することも
必要だ。別のことを試みる時期を知ることも大切だ。断念することは止まることで
はない。決して止まってはいけない。

著者はナイキの創業者。学生時代から、どのようにスポーツシューズの
世界に入り、会社を立ち上げ、ナイキを世界一のスポーツブランドに育
てたのかについて、詳しく書かれている。敵対する陣営（日本のオニツ
カという会社や銀行）との戦いや、仲間や家族とのやり取りなどが、臨
場感満載で描かれ、引き込まれる。先に仕入れ代金を払わなければい
けないことや荷物が遅れることに悩まされ、それゆえ常に資金繰りが苦
しく、経営を難しくしていた様子がよくわかる。最終的に上場し、創業者
利益を享受し、億万長者になったわけだが、そこに至るまでのプロセス
は情熱的で、かつ波乱万丈。物語の展開にワクワクし、仲間の奇行に
笑い、家族の優しさに涙し、そして勇気を奮い立たせてくれる一冊。

次から次へと現れる難題を、代表者とその仲間である経営陣は徹底的に話し合う。
時には怒鳴り合い、ののしり合いになる。社長に対しても遠慮は無い。アイデアを
出したり、拒否したり、会社に迫る脅威について徹底的に話し合い、人の気持ちな
ど後回し。しかしこれが経営陣を最強のチームとしてまとめ、目覚ましい成長を支
える原動力となった。

『SHOE DOG』 フィル・ナイト 著 ■オススメ度 ★★★★★

ます。

とはいえ、中小企業はこの「投資」になかなか踏み切る

ことができません。大手企業の一部では、売上高の１０％

程度を広告に投下しているといわれています。企業によっ

ては売上げの半分を広告に投下している企業もあります。

中小企業といえども、今後の成長を望むのであれば、広告

費を「経費」ではなく「投資」だと捉えて、自社や商品を

ブランディングしていく姿勢が必要です。

先日会ったある生活雑貨メーカーの経営者は、対法人ビ

ジネス（BtoB）から消費者向けビジネス（BtoC）に事業転

換して成功している人でした。その会社では売上高の５％

を広告宣伝費に使っているそうです。その５％の広告費が

営業マンの人件費よりもはるかに少ないのにも関わらず、

大きな成果（利益）を生み出しています。もちろん最初か

ら上手くいったわけではなく、当初は赤字に苦しみ、資産
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近い人に伝えよう (2016年9月30日発行第598号）

■客を呼ぶポスター

売上を増やしていくためには、まず自分に「近い人」に

きちんとメッセージを伝え、存在に気づいてもらうことが

とても重要です。存在に気づかない会社や店からは買えま

せん。

今関わっているジェラートアイス屋さんは、店の表側の

壁面に、アイスの写真入りポスターを貼ったところ、

売上げがグンと伸びました。

この店、今までは、シャッターが閉まっていると、何屋

かが非常に分かりにくい店でした。でもシャッターが閉

まっている早朝や夜間でも、店の前を人は通ります。

そこで、ポスターを貼ることでジェラート屋であることを

きちんと伝えたところ、お客様が増えたのです。

単純な話ですが、重要な話です。

■近いと買いやすい

「近い」ということは、お客様にとって大きなメリット

です。まず、移動する時間とコストがかからない。そして

近いというだけで親近感がわく。「地元」であることは強

みになりうるのです。

ネット社会で何でもネットで買える時代ですが、今、目

の前にあるものが一番買いやすいことに疑いはない。です

から、まず会社（店）の近隣の人に、自分がやっているこ

とについて、売っているものについて、特長について、き

ちんと伝えることが大切です。

■既存客から売り始める

売上げを増やしたいとき、新しいお客様を獲得しなけれ

ばならないということで、営業マンを飛び込み営業に走ら

せたり、ネットや紙で広告を打つことがよくあります。

しかし、新規顧客を獲得するには時間もコストもかかり

ます。ですから、まず取り組んで欲しいことは、「近い

人」にアプローチすることです。「近い人」とは、すでに

買っていただいているお客様のことでもあります。つまり

既存のお客様です。

既存のお客様は、あなたの会社や店のことをすでに知っ

ています。かつ、ある程度の信頼を持って頂いている可能

性が高い。

こういうお客様に、新商品やまだ買って頂いてない他商

品を紹介するのです。知っている会社や店であるというこ

とは大きなアドバンテージなのです。知らないところで買

うよりも心理的な抵抗が少ないですから。まずこれを徹底

的に実施することです。

■自分レベルの視点で

自分レベルではいかがでしょうか？

あなたは、あなたの「近い人」に対し、あなたの存在そ

のものを知らせているでしょうか？あなたの特長・強み・

こだわりをメッセージとして伝えているでしょうか。伝

わっているはず、と思い込んでいないでしょうか。

何年も前からあるにもかかわらず、「近所にこんな店が

あったんだ！」と今さら気づくことがあります。こんなに

近いのだから、みんな知っているだろうと思うのは、売り

手のエゴにすぎません。近くても、ちゃんと伝えないと、

伝わりません。伝わらないと、売れません。

思い込みを捨てて、近い人にしっかり伝えること。そこ

に売上げが眠っています。

応援しています。

連続660週間以上、毎週金曜日に発行しているメールマガジン「愛される会社の法則」の
バックナンバーから、特に好評だったものをピックアップしてお届けします。

メルマガ
バックナンバー

無料メルマガ「愛される会社の法則」は毎週金曜日の朝８時
に配信しています。配信希望の方はレイマックのホームペー
ジから配信の申し込みをしてください。
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定期購読をご希望の
方は、レイマッククラブ
にご入会ください。詳細
は当方のＨＰ（レイマッ
クで検索）にアクセスし
て頂き、ご確認ください。

■正会員 ２,１６０円
（月額）

■入会金 ５,４００円

発行元／レイマッククラブ 発行人／豊田礼人 〒466-0051 名古屋市昭和区御器所2-9-27-305 http://www.raymac.jp

【レイマッククラブ主催セミナーのお知らせ】
47回目となるセミナーは、生産性をあげ、過度な長時間労働に頼ることなく

業績をあげていくための方法についてお伝えします。

「2018年！幸せにバランスよく業績を上げる方法」セミナー

日時：2018年2月20日（火） 19:00～20:45

場所：ウインクあいち1205会議室 定員：30名
料金：5000円（税込） レイマッククラブ会員は2000円 講師：レイマック 代表 豊田礼人
【友割】お友達をお誘い頂きますと、本人様・お友達様とも1000円割引いたします。但し初参加の方のみ。
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今月の
トピック

レイマック豊田の
ひとりごと・・

レイマック・コンサルティングの豊田礼人が（たぶん）役に立つと思われる
ことを勝手に取り上げ、勝手にぶつぶつ、つぶやきます。

アクション仕事

リアクションでする仕事ばかりに忙殺されると、いつか絶対苦しくなる。

お客様や上司から何かを依頼され、それを遂行するために行動する。つまり外部から刺

激が与えられ、それに反応して動く、という仕事。こればかりに時間を取られるていると、

どうしても、自分の戦略を遂行するための「重要事項」が後回しになります。

「リアクション仕事」だろうと何だろうと、とにかくやることががたくさんあり、スケ

ジュール表が埋まっていると、僕たちはなぜか安心します。「オレ、頑張っている」と自

分を承認しやすいからでしょうか。

逆にスケジュール表がスカスカだと不安になりますね。しかも、その状態がかっこ悪い、

と思っちゃったりします。で、予定をどんどん入れて、安心する。世の中、「忙しい自

慢」をしている人が多いですよね。（あ、僕も含めて、です笑）

でも、そのスカスカの時間に、「リアクション仕事」をするんじゃなくて、いかに「ア

クション仕事」を入れることがほんと、大事なんですよね。つまり自分の戦略上重要なこ

とを能動的に実施すること。

誰に言われたわけでもなく、緊急なことではないけれど、自分の将来においてとても重

要なこと。これをやらないと、本当にいつか、苦しくなる。

スケジュールの空きを見つけたら、「アクション仕事」を入れていこう。僕も肝に銘じ

て、頑張ります。


