コラム・商い見せます ¦ 大阪府中小企業家同友会
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コラム・商い見せます
『商い見せます」は、大阪同友会会員企業の商売をご紹介するコーナーです。
会員向けの月刊誌「OSAKA 中小企業家」で紹介した記事を掲載しています。
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中小企業経営のよきパートナーとして（2015年6月号）
「納税者の権利」を擁護し「進んでいる」事務所づくり
1990年に創業、前所長が２人から始めた会計事務所を2010年
に引き継ぎ、現在所員１４人。「士業の商い」を取材するうちに
基本は全ての経営に共通するものであることに気づきました。
今回はさかい浜支部会員、いつも笑顔を絶やさない税理士法人大
阪総合会計事務所の所長竹内さんを訪ねました。
税理士法人
大阪総合会計事務所
竹内 克謹氏
（南ブロック・さかい浜支部）

●税理士事務所の現状
税理士は試験組の合格者が年800人増え続けています。税務署ＯＢ、試験組、会計大学院修
了者すべて含め７万人もいる。高齢になった税理士さんも顧問先があれば仕事を続けていま
す。それに比べて顧問先となる中小企業は開業する企業より廃業する企業が多いのが現状で
す。
顧問先企業も今までは、脱サラして商売を始めて、白色申告→青色申告→法人化といったステ
ップを踏むことで、経営者が税務や会計の知識を養っていけました。今は初めから法人として
立ち上げられるので、収支のバランスも分からない、記帳も十分に出来ない。
そういった顧問先をフォローすることも業務となってきました。

●納税者の権利を護ることが出発点
納税者の権利を護れない税理士もいます。また、それに気が付かず税務署の言いなりになっ
て納めなくてもよい税金を取られているケースがあるのも事実です。

税務署の言いなりにな

らずに、納税者の権利をふまえ、権限を越えた違法・不当な税務調査には、き然とした対応を
しなければいけません。納税者と一緒に納税者の権利について考えていくことが税理士として
大切な仕事の一つだと考えています。
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●信頼できる会計事務所
本来、顧問先がタイムリーに受けるサービスや情報が、受けられていない場合があります。
また、必要以上のサービスに対して不必要なコストを支払っている場合もあります。そうした
ことに気が付かない顧問先も多いと思います。 顧問先に適した情報提供を行うためには、私を
含め事務所員各人の自己研鑽と事務所内の情報の共有が必要となってきます。そのための努力
が信頼につながっていくと思います。第一土曜日の午前中は全体会議、午後は事例検討会でそ
の時々に必要な研修に充てています。 単に帳面のチェックだけでなく、経営危機になっている
会社の経営会議に参加するなど、職員が毎月訪問して、問題の早期発見、対応に努めていま
す。
●複数のブレーンのネットワーク
私たちの仕事に会社の経営を守るということと、個人の財産を守るということがあります。
事例に合わせて法律事務所や他の専門家とタイアップするなどして相談にのります。

困った

ときに助けてもらえる、税務以外の労務問題や会社の組織問題に適格なアドバイスがもらえる
会計事務所。そのためには弁護士、司法書士、社会保険労務士、生命保険会社、損保会社など
と共同で仕事のできる体制をもっています。
●顧問先の増えるルートづくり
医療関係の団体からの開業対策からのかかわり、中小企業団体からの講演依頼や税務相談、
弁護士さんからのルートなど「どこか、良い会計事務所を紹介して」のときに紹介をうけられ
るルートを構築しています。

また、マネージメントゲームを年２回開催しています。経営者

の方に集まっていただいて仮想の会社を経営してもらうのですが、これは経営感覚を身につけ
てもらうことを主眼とした研修として、創立直後から20年程続けています。こうしたこともル
ートづくりの一つです。
●明るく和やかな事務所づくり
事務所創立時の思いに「楽しく仕事をする」ということがあります。仕事が厳しいばかり
で、職員の待遇がわるい。「勉強のために事務所にいるのだから、仕事を教えてやっているか
ら・・・」それでは楽しく仕事ができませんし、生活も充実していないとたのしくやっていけ
ません。受験勉強のための時間の保障。それは５人の税理士を輩出したことからも分かってい
ただけると思います。

社員教育の基本的なところで「誠実で、正義を愛し、人権を尊ぶ」職

員を育てることがあります。そのための、経営理念の浸透、安心して働ける環境づくりをして
います。

●事務所の展開
今後、顧問先や所員数が増えることを考えると支店展開がよいのかなと思います。何より支
店長の方がやりがいもあるし、会計事務所としてもより地域密着したきめ細かい業務ができま
す。あらゆる地域に私たちの経営理念を掲げる会計事務所ができるのが社会全体を考えるとよ
いのかと思います。
●同友会活動などとのかかわり
いろいろな経営者に会うことで、税理士としての幅がひろがりました。人が辞めない事務所
づくりをする上でのアドバイスをたくさんいただきました。また税経新人会（※1）で納税者
権利憲章制定運動（※2）にふれてこれも仕事の幅を広げることにつながりました。それと今
年度から、本部の政策部で不公正税制についての研究をするということで、その一員となりま
した。こうした活動を通じて会員の皆様のお役に立てればと考えています。
●会計事務所の所長は広告塔
多忙な時間を割いてもらったこともあって取材は土曜日の夕方になった。所員さんのいない
広い事務所の応接コーナーで、ある団体の講演活動から帰ったばかりの竹内さんを２時間程拘
束させていただいた。講演活動は月２回、社会貢献と同時に事務所のＰＲを兼ねるそうだが、
竹内さんの人柄を知ってもらうのが最大の顧客の開拓に繋がるであろうと思いながら今回の取
材を終えた。
文：廣岡（さかい浜支部）
※1：憲法に定められた民主的諸権利を守り発展させる立場から、税制、税務行政、会計など
を研究する税理士を中心とした団体。
※2：納税者の権利確立のための運動。納税者権利憲章は仏、独、加、英、米、印、韓、伊な
ど多くの国で制定。
Profile
浪速熔材 株式会社
所在地：大阪市中央区瓦町3-3-7瓦町KTビル6F
創

立：1990年9月

法人設立：2002年5月
事業内容：税理士法人
所員数：14名
経営理念
一、 事務所は、中小企業経営の健全な発展と納税者の権利を擁護する立場に立ち、その
多面的な要求の実現をめざします
一、 事務所は、納税者の権利擁護と税制・税務行政の民主化の運動をすすめることを通
じて、社会に貢献することをめざします
一、 事務所は、その実現のために、所員が学問の成果に学び専門知識を身につけること
をめざします
一、 事務所は、所員が能力を発揮する土台として、職場の自由と民主主義を確立し、文
化的で豊かな生活を営む拠点となることをめざします
一、 事務所は、以上の課題を実現するため多くの人々との協力をひろげます
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設立50周年に向けて、新たな事業展開にチャレンジ！（2015年5月号）
創業60年以上、今はまさに飛躍の時期にきている。会社づくり
としてまず、楽しい会社（ホップ）、そして良い会社（ステッ
プ）、儲かる会社（ジャンプ）とあゆんでこられました。今はジ
ャンプの時期で新たな事業にチャレンジされています。業界の支
部長をされていた8年前には約280社あった同業者がどんどん廃
業して、今では140社近くになっている中、何かを変えなければ

浪速熔材 株式会社
河邊 優氏
（南東ブロック 平野支部）

いけないと異業種交流会に参加、同友会含め３団体の組織に入っ
て活動していたそうです。この動きが無ければもう生き残れてい
なかったかも知れないと当時の危機感を語られました。
●後継者だからと特別扱いしない社風

学校を卒業するなり会社に入り、訳も分からず営業に出されます。もともと人と話すのが苦
手だったそうですが、入社するなり飛び込み営業に出されて、「売れるまで帰ってくるな」
と、言われながら苦悩の日々を過ごされました。引き継ぎもなく、アドバイスはというと、
「売ってこなかったら、売る方法を自分で考えなさい」といわれ奮闘されました。飛び込み先
の職人さんに商品の質問をされると答えられない。あげくには「商品のことが分からないんだ
ったら、売りに来るな」と罵倒されましたが、逆に質問攻めで教えてもらったそうです。職人
さんは怒りながらも教えてくれて、ちゃんと聞き入れて対応すると、かわいがってくれて、気
がつくと長いお付き合いになっています。そういった経験が河邊さんを成長させたそうです。
その苦難を乗り越えた人だけが一人前になる、まるで自然界のライオンのようなしつけです。

●業界での生き残り合戦
景気に左右されながらも淡々と事業を継承され、本業に徹して取り組まれますが、業界全体
のパイが狭まっているそうです。このままではダメだとさまざまな団体に参加し、本業以外の
活動が忙しくなりました。そうすると現場をまかされている弟さんから反対され、「あっち、
こっちに目を向けるより本業をしっかりしよう」と言われ、出かけると冷たい目で見られてい
ました。同業者がどんどん廃業していくので、かえってお客さんがこっちに流れてくるのでは
ないかと、安易に考えていました。しかし、そううまくはいかず、売り先のお客さんが無くな
っていくのに伴って同業社が廃業していることに気づかれました。8年前には約280社あった
同業者が現在では半減していて、約140～150社になったそうで、「あのとき本業だけにしが
みついていたら、今は無かった」と断言されています。
●起死回生の事業転換
とうとう売り上げも半分以下となり、変わらざるをえなくなりました。営業で培った先人か
らのアドバイス「売れなかったら、売る方法を考えろ」が染みついていた河邊さんは、180度
の方向転換に出られます。ただ単に商品を売るのは当たり前、お客さん自体が減っていること
から、お客さんが減らなければ、自社の商品は売れているという所に目を向けて、新たな営業
スタイルを考案されました。やり始めた頃は社内でも不安な表情で、「ほんまにいけるん
か？」と、反対の声も出ていました。でも、やらざるをえなかった。他に方法が無かった。
と、まい進され、社長自らコンサル営業の仕組みを作り、今は社員さんにまかしているそうで
す。そうするとどこからか噂を聞き、取引の無い企業から問い合わせが入るようになってきま
した。今では営業所も増え、6名だった社員が15人まで増えてもまだ手が足りない。すぐに営
業に出てコンサル営業を始めなくては自社の未来が無いことから、営業経験者を募られている
そうですが、将来的には新規雇用も促進したいと、お考えです。
●さらなるチャレンジを追求
新たな営業スタイルができたからといって甘んじてられない。そう言わんばかりの河邊さん
ですが、新たな事業を展開されています。それは新たな市場に切り込む商品を開拓しておられ
ます。今までのお客さんのパイが減少すると自社経営も伸びない、では、お客さんの幅を広げ
るしか無い。ということで今ではコンサル営業というスタイルを守りつつ、新商品で新たな市
場の企業が助かる仕組みを構築されました。そういったアイデアに至ったのも外に出て色んな
業種の人と話したから、ひらめくのであって自社で悶々としていても何も始まらないのでは無
いでしょうか？だから今では異業種交流会に反対だった社員さん達も認めて、いつでも行って
下さい。という姿勢になってきたようです。8年前に業界の支部長を経験してからいろいろな
ことがあり、3年前からようやく結果が出てきたそうです。あきらめずにチャレンジすること
が大切だと河邊さんの心の声が聞こえてくるようです。

●同友会を始め異業種交流で得たものは
異業種交流で得たものは「情報と人脈」だと断言されます。アンテナを張り巡らせ業界の動
向を察知し、行動に出る。河邊さんは頭の中でSWOT分析が自然にできる人だと。感じられま
した。「情報と人脈」大阪だけでも2800社の人脈があると思えば未来は明るい。ただ、河邊
さんが気をつけられているのは、もらうばかりではなく、もらったら返す。それをキッチリし
なくては次につながらない。と語られました。
Profile
浪速熔材 株式会社
所

在：大阪府大阪市平野区背戸口１－２－１５

設

立：1950年6月

事業内容：各種高圧ガス・溶接材料・工具類卸・環境衛生商品卸、省エネ商品
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サービス世界一の眼鏡屋を地域で作りたい（2015年4月号）
-やさしい眼鏡

うれしい雑貨-

学研都市線住道駅の住道本通商店街を東に抜けたところに、眼鏡
＆ハンドメイド雑貨を取り扱うお洒落なお店があります。
コンセプトは『やさしい眼鏡

うれしい雑貨』。今月は大東支部

会員Green glassの関山さんを訪ねました。
Green glass 店長
関山 聡氏
（大阪東ブロック・大東支部）

●自分の理想とする眼鏡屋を作りたい
大阪商業大学商学部で経営の基礎を学び、1997年に大手眼鏡量販店のビジョンメガネに入
社。働くまでは、特に眼鏡が好きというわけではなかったのですが、販売の中で老若男女の
人々と接しれる楽しさ、、眼鏡を調整する職人的な仕事や、店舗全体のマネージメントができ
ることに眼鏡の販売にやりがいと楽しさを感じていきました。そして、年月を経て、自分の理
想とする眼鏡屋をしたいとの思いが芽生えてきて、2011年7月に独立開業しました。
●やさしい眼鏡への思い
Green ｇlass（グリーングラス）という社名は、目にやさしい自然な色である緑からきてい
ます。
コンセプトにある「やさしい眼鏡」は目にやさしい、疲れない眼鏡、身体にいい眼鏡（かけ心
地がいい）など、深いこだわりをもっています。
眼鏡のフレームでその人の印象を変えることができます。お客さんと眼鏡を選ぶときも、しっ
かりと会話をして、その人がどんな印象を持って欲しいかを探します。ここが眼鏡の面白いと
ころと関山さんは言います。
レンズの調整も、徹底的にその人に合わせていきます。
品揃えから、フレーム選び、視力調整。その人に合った眼鏡を提供し、快適な暮らしを送って
もらうことが「やさしい眼鏡」に込められた思いです。

●眼鏡のサイクルは約5年
眼鏡の買い替えサイクルは4.9年だそうです。眼鏡を買う、買い換える動機の一番は[便利が
いい」ことらしいです。「便利がいい」には家から近いの理由が上位にあります。
そのタイミングを逃さないために、関山さんは月1回「グリーングラスしんぶん」を発行して
地域に発信しています。
毎月1万枚チラシを印刷をし、4000枚は新聞折込をし、残りの6000枚は早朝にポスティング
をしているそうです。現在48号、毎月欠かさず続けています。
これによる効果も徐々に出始め、ファンが増え、毎年2ケタ以上の売上が伸びていってます。
●女性に人気のうれしい雑貨
眼鏡の他に、ハンドメイドのバッグやポーチ、小物入れなどの販売をしています。
関山さんのお子さんが小さいころ病気で、外出できない時期に、奥さんがミシンを購入し、雑
貨づくりを始めたことがきっかけでした。
デザインが可愛く、作りがしっかりしているため、日増しにファンができ、店舗販売だけにと
どまらず、ハンドメイドのwebマーケットサイトtetoteでも非常に人気が良く、評価が高い商
品です。
https://tetote-market.jp/creator/gateMhandmade/

●地域を盛り上げたい
住道本通り商店街のアーケードを抜けたところに店があるので、商店街には入っていません。
関山さんは店の前の通りを「住道夢ストリート」と仲間と共に命名。この「住道夢ストリー
ト」から地元を盛り上げていこうという取り組みを始めています。
さらに、周りの商店の方や、大東市の様々な分野の店を集め、「大東ええとこ倶楽部」を立ち
上げました。
フリーマーケットをしたり、クリスマスなどには賛同者と一緒にイベントを企画するなど地元
の方たちと触れ合い、一緒に大東市を盛り上げていこうとしています。
まだまだ大きな活動ではないですが、小さくはじめて、とにかく続けることが大切だと言われ
ます。
●夫婦でめざす夢
いろんなことに挑戦する関山さんですが、思いついたらなんでもやるわけではありません。
関山さんが思いついたことに対して、まず奥さんは反対するそうです。
そのあと、もう一度じっくり考えて「やっぱりやりたい」となれば、奥さんは応援に回ってく
れるそうです。
今は、こんな風に夫婦2人でがんばっていますが、これからもっと地元にサービスをするため
に、近い将来雇用をして、任していける人間を育て、店舗に増やしていこうと計画していま
す。
夢いっぱいのGreen Glassさん、これからの進化が楽しみです。
文:山田（大東支部）
Profile
Green glass
所

在：大阪府大東市住道1-4-9

設

立：2011年7月

資 本 金：300万円
事業内容：眼鏡と手作り雑貨の販売
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観葉植物の販売、レンタルは明治から始まる
西洋から伝来の珍樹を日本に広げる商い（2015年3月号）
珍樹園の社名は開業した祖父が名づけました。当時の日本では
見たこともない珍樹を仕入れて店に並べた、花は戦争中食物がな
い時でも売れた、と三代目社長、加藤雅也氏は祖父のことを語り
ます。事務所に掛けられた絵が、１００年企業を物語ります。明
治のころの花屋には何が売られていたのか興味深く、描かれた店
（株）珍樹園 代表取締役
加藤 雅也氏
（北ブロック・北支部）

の前の人通りにも時代を感じます。戦争で焼けた珍樹園を偲んで
昔の店の風景を絵に書いてお見舞いされた祖父の友人は、有名な
画家であったそうです。

外国から輸入された珍しい植物を売る店として、２度の大戦をくぐり抜け、商売の形態も時
代の流れとともに変わってきました。店舗売りから電話注文へ、今の主流はインターネットか
らのお客様となり、無店舗経営にて全国シェアとしています。

●植物の温床、茨木ナーセリーで育まれて出荷を待つ
大阪福島区の本社は受注業務と商品発送。茨木市には観葉植物や花苗を育成する茨木ナーセ
リー（温室農場）があります。飲食店やオフィスなどへ、レンタルで預けられた植物は期間が
過ぎると交換されます。帰ってきた植物の疲れを癒して蘇らせるのはナーセリー、常時温度
は14、15度くらいに保たれるよう設定されているそうです。原種は南米、アジアなどの肉厚
の観葉植物が零下にさらされないよう冬の管理がたいへんです。
今はレンタルより買い取りのお客様が多く、お祝いやイベント、贈り物には緑が喜ばれます。
花キューピットの全国配送やコチョウラン、シンピジュウムなど洋ランの贈答品も人気が高い
です。
運送には随分気を使います。包装した箱は大きく、運送屋さん泣かせ。適温での発送が必要
で、以前展開していた切り花販売はどうしても生もの、運送中のクレームが多いことから発送
には向かないと撤退しました。季節ものでは年末にクリスマスツリー、門松を出荷しています
が、季節限定であることから大手の侵出がないそうで、これらは競争の少ないありがたい商品
となります。

●最高のコンデションに整えられた植物の付加価値
例にもれず、大手のホームセンターや園芸店には安価な商品が並び、価格競争には苦労しま
すが、自慢したい付加価値を生んでいる珍樹園の商いは植物の健康状態を常にチェックし、お
客様の手元に届くときが一番みずみずしいと誇れることだといいます。
街角で寒風にさらされた店頭販売のものを見るたび、アァ環境が悪いところに置かれているな
と胸が痛みます。購入後に長持ちしないダメージを受けていることがあるのだそうです。ホー
ムページには困りごと相談のように植物を育てるノウハウが綴られていますが、ダメージを受
けた植物のお問い合わせも多く入ってきます。そんなとき加藤さんは写真を撮って送ってくれ
ますかと言うのだそうです。それぞれの植物の特長から外れてしまって間違った育て方をして
いる場合の顧客へのアドバイス、健康診断は、祖父、父と受け継がれてきた伝統となりまし
た。

戦前の珍樹園

郷土大阪のプロリストと称賛し、戦災で焼ける前の店の絵が贈られた

●彩植健美.JPを検索してみると
観葉植物の通販、ギフトの専門サイトとして立ち上げている彩植健美.JPが公式サイトにリン
クされているのを開いてみると、面白くて夢中になりました。形は見たことがあっても名前ま
で知らない植物が販売価格とともに特長や育て方指南が掲載されています。お客様への細やか
なサービスがここに表れています。
熟年の５０代、代表取締役になって１５年が過ぎました。その３年前父から後を任されたと
いう加藤さんはこの道一筋にやってきたことを振り返ります。ナンバーツーと言われる方も同
じ世代で、珍樹園の将来をどのようにしていきたいか、長期計画や後継者問題を真剣に考える
のも目の前です。その胸にあることは今以上に商品領域を広げたいこと。装飾、花壇作りをよ
り専門的に企画したいこと。若い社員に植物に直接触れ、覚え、体験させて巾、深さのある技
術者を育てていきたいということです。
心のケアになくてはならない緑を届ける仕事。この商いは社会のニーズを受けて、１００年
を超え再び次の世代へ繋がれていこうとしています。
文:広報部

西岡

Profile
株式会社 珍樹園
所 在：本社

大阪市福島区玉川２丁目10-12

茨木ナーセリー

茨木市宿久庄３丁目20-11

創 業：明治４５年（1912年）
設 立：昭和２７年（1952年）６月
資本金：１,０００万円
事業内容：生花（ギフト・ウエディング・パーティー・イベント・フラワーデスプレィ）
園芸全般（鉢花・花苗・洋ラン・ガーデニング施工、教室）
レンタルグリーン（店舗オフィス用貸し植木）
従業員数：１２人
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帽子づくりだけが本業ではない！ 戦略的なブランドビジネスとは（2015年2月号）

(有)ガリュー・プラネットは、大阪市西区で紳士用の帽子を企
画・デザイン・製造及び販売をメインにする会社です。
代表の中村さんは、アパレルデザイナーとして活躍
後、1997年、48歳の誕生日にアパレルを中心した商品企画を行
う会社として設立しました。

代表取締役 中村 好孝 氏
（中央ブロック・中央南支部）

当初はスポーツウェアを中心に企画やデザインを行っていました。しかし、世の中のニーズの
高いバッグや帽子、靴下などのファッション雑貨に移行するようになりました。
特に帽子は、ヨーロッパに出張する度に幾つかを買って来るコレクターでもあり、すんなりと
帽子づくりに進みました。いつも、オシャレで帽子が大好きな中村さんの会社に訪問しまし
た。

●経営指針確立成文化セミナーがきっかけ
日々、アパレルの商品企画を行う中、経営指針確立成文化セミナーを受講。終了後には、自
社ブランドを立ち上げる決意をしました。このセミナーで目指すところが明確になり、三年後
には帽子ブランドとして認められる計画がスタートしました。また、帽子の製造先は、OEMの
実績のおかげで協力を得、企画から製造までを一貫して行えることが業界で知られるようにな
りました。そして、帽子専門店やセレクトショップからも引き合いがあり、商談を進めまし
た。
しかし、数種類単位の抜き取りでしか納入できず、このままではブランドとして成り立たな
いことに気づき、帽子づくりではなく、ブランドづくりが目的だと再認識することになりまし
た。ブランドとして販売できる力があるのは、やはり百貨店。ハードルが高い取引でしたが挑
戦をしました。東京、名古屋、広島と百貨店に売場提案を持ち込みながら足を運びました。
●念願の百貨店との取引が開始
その甲斐があり、傘やベルトなどの紳士雑貨売場での販売が始まりました。次に通常の帽子
売場とステップアップできました。目指すは、一流ブランドが軒を並べるブランド売場でし
た。地道に実績を重ねていき、ついに、京都の百貨店から声が掛かりブランド売場に常設が決
定しました。
このチャンスをものにしたい一心で中村さんも自ら売場に立ち、接客を行いました。これに
より、価格帯が低いことにも気づきました。売場からの意見を聞き、商品企画に活かしていま
す。販売側にも、商品の説明力が必要なため、必ず社員は1名以上を配置して対応していま
す。

●注目されるブランドへ
百貨店での販売も順調に進み、「いかにブランド力を上げるか」という課題に直面していま
す。
タグや織ネームに中村さんの顔シルエットがキャラクターマークとして入っています。なぜな
らブランドの認知には欠かせないためです。 洋服のブランドと違い、すき間の帽子ブランドで
は名前と共にキャラクターマークで認知されるほうがベストだそうです。その結果、イタリア
のファッション雑貨の一流ブランドからも注目される存在になってきています。
百貨店での販売実績が出るに伴い、次の商品展開として、蝶ネクタイにも取り組み始めてい
ます。続いて、バッグやベルト、マフラーなどの紳士ファッション雑貨のアイテム数を増やす
戦略です。帽子づくりだけではなく、ブランドの構築から新たなビジネスチャンスも生まれる
ことは間違いないと思います。
●商品の企画から販売まで
新たに、福岡の百貨店からも引き合いがきています。地域や時期により、売り方もそれぞれ
です。プレゼントなどの贈答品での販売も増えているために、ブランドのロゴやキャラクター
マークの入った箱や紙袋も作成されました。シンプルで大人のイメージが、ブランド力アップ
に繋がります。
すべて同友会の会員さんの会社でお願いしています。仕入れ先には困らないのが同友会の良
いところです。今後の販売において、百貨店ではバーゲンセールにもチャレンジをして、販売
方法を模索中です。また、アンテナショップとして自社で店舗を構えるなど、検討中とのこと
でした。

●帽子を被る文化をつくる
本当に楽しみながらのブランドビジネスですが、ひとつ願っていることは、帽子を被る男性
を増やすこと。ＮＨＫの連続ドラマでも、ハンチングやキャスケットなどの帽子を被っていま
した。
石原裕次郎の全盛時代に慎太郎カットと言われたショートの髪型が流行しました。その時か
ら帽子を被る文化が薄れたとか、定かではありません。50代、60代の男性は、帽子を被りオ
シャレでダンディな中高年を目指しましょう。文化をつくることで、新たなビジネスが生まれ
ることを実感した会社訪問でした。
文:松永(中央南支部)
Profile
有限会社ガリュー・プラネット
所

在：大阪市西区立売堀1-10-14 真鍋ビル5F

設

立：1997年3月5日

資 本 金：300万円
事業内容：商品の企画・開発及びオリジナル商品の生産と販売
従業員数：7名
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頼まれ実践した経営戦略「閑散期」を「繁忙期」に（2015年1月号）

西洋料理を学びながらも、事業展開のことを考え、しゃぶしゃ
ぶ店をオープン。夏場の閑散期を海外ツアー客の受け入れで補う
だけでなく、更に増加が予測される海外ツアー客（※1）を考え
てのフランチャイズ店の募集。日本食を宗教上の理由から充分楽
しめない、イスラム圏内からの旅行者のためのハラル認証

（株）クラウス代表取締役
森 正和氏
（南ブロック さかい支部）

（※2）取得も申請作業中。

もちろん、最も大切な食材や料理には妥協はない。「値段に比べて、他店より絶対良い物を
提供しています」と語る「ダイニングしゃぶしゃぶ仁」（他になんばＯＣＡＴ内で「カフェ・
レブロベリータ」も経営）の若き料理人で創業者、㈱クラウス

森正和氏を訪ねました。

※1：2013年、外国人旅行者は1000万人を超えた。国策として「観光立国」をめざす政府
は2020年に3000万人をめざす。旅行者数では世界33位（2012年）日本は観光途上国であ
る。
※2：イスラム法上で食べられる物を表す。食肉に関して言えば、豚肉食の禁止だけでなく
餌、屠畜方法、解体処理、輸送保管に及ぶ。世界的に統一された基準はない。日本での認証
は、マレーシア、シンガポール政府の認証機関から認定された国内の認証団体が行っている。
（はっきりした定義ではないが、こうした認証をローカルハラル認証という）

●創業は学んだ西洋料理でなく「しゃぶしゃぶ」
「35歳ぐらいで独立する予定でした、少し早くなったが…」とインタビューに答える森さん。
お金を貯めて出店し無借金で商売をはじめた。場所を四ツ橋に決めたのは「昼間働いている人
口密度を考えてのことで、同じ密度でも心斎橋は賃料が倍です」とのこと。
「しゃぶしゃぶにしたのは、予約が取れる、肉をスライスするだけで簡単、客が自分で調理
するので人件費がかからない。難波の店（開店時はイタリアン、現在は洋食の出せるカフェ）
の人件費対売上の比較で3倍ぐらい売っています。でも最大の理由は自分が、しゃぶしゃぶが
大好きなことかもしれません」とのことでした。
●夏場は客が入らない
夏場は客が来ないのがしゃぶしゃぶ店の弱み。何か打開策をと、考えていたところ、たまたま
知り合いの旅行業者から話があってタイアップした結果、11月～3月では当然一般客が断然多
いが、4月～8月はツアー客が８割を占めるようになった。最近は円安で更にツアー客が増加。
「もともと台湾、韓国の人は夏でも鍋を食べるし、一般のお客向けの7月～9月の飲み放題も定
着して来客が切れなくなりました」。
ツアー客は、夕方に来店し買い物や見物があって40分ぐらいで席を立つ、その後に一般客がや
ってくるという、嬉しい好循環を生んだ。何となく店を探すときに大型バスの駐車場の近くを
選んだそうだが、潜在された慧眼があればこそ。因みに、一番お金を使うツアー客は中国の人
とのことでした。

●自家製のこだわりと食材
自家製にこだわったタレ、一品料理。「しゃぶしゃぶ店なので一品の自家製にこだわる必要も
ないかも知れないけど…」と言われる森さんの料理人としてのプライドが垣間見えた気がしま
した。
「牛肉は近江牛を直送してもらっています。一番安い食べ放題の輸入肉も他店のようにチルド
フローズン肉（解凍、冷凍をくりかえした肉）を使用していません。ちゃんとした注文を出せ
ば、まったく同じ種類でもおいしい肉が入手できます。豚肉も自慢で、量が取れない泉州犬鳴
豚を使っています」。近江牛にこだわるのはしゃぶしゃぶに最も適するためで、松坂牛はすき
焼きに、神戸牛はステーキに適するそうです。
尚、店の90分食べ放題コースの仁コースはおすすめで、ぜひ食べて値段と内容を比べて下さい
とのことです。
●頼まれてハラル認証取得中（2015年に取得予定）大阪市からも問い合わせ
増加するツアー客の中でイスラム圏、中でもインドネシア、マレーシア、のソフトイスラム
（この定義はあいまいです）の国はビザの発給が緩和されることもあって来日観光客の増加が
見込まれる。しかし、宗教上の理由から旅行中の食の楽しみが少ない。すし、てんぷらは普通
の店は高い。つきあいのある旅行業者から、旅行者のためにも早急に取得してほしいと頼まれ
ているそうで、現在ローカルハラルの認証作業中。大阪市の観光課の方からも問い合わせがあ
ったそうで、「ぜひ、早急に認証取得してほしい」と言われたそうです。うまくいけば観光パ
ンフレットなどに掲載されるかもしれない様子です。

●フランチャイズ店募集
「店は大きい程、仕入れが優位に立てます。ノウハウや顧客情報は提供できます。東京であれ
ば、二等地でもＯＫです」とのことで、この記事を読まれて興味を持たれた方は一度、検討さ
れてみてはいかがでしょうか。
●たのまれてＯＣＡＴ出店
独立前にＯＣＡＴ内の飲食店で働いていて、ビル側の人と懇意だったことがあって、これも頼
まれて平成24年12月に当初イタリアンの店として開店。ＯＣＴの飲食街の雰囲気とミスマッ
チで、夜10時に閉店しないといけないこともあって、売上が伸びず1年半後に、洋食を食べる
ことのできるカフェ「カフェ・レブロベリータ」に模様替えし再オープン、収益も改善。ここ
でも自家製にこだわり、ピザを焼いたりハンバーグを作ったりしているそうです。
●同友会とのかかわり
当初、ゲストのゲストで例会に出席し2012年1月に入会。「例会も勉強になりましたが、今期
から地区長をまかされて、地区活動で率直な助言を得られプラスになっています」とのことで
地区活動の意義もここにあると頷けました。 Profile
株式会社クラウス
所

在

：大阪市浪速区湊町1-4-1大阪シティエアターミナルビル3Ｆ

設

立

：平成24年（2012）6月

資本金

：400万円

事業内容：飲食店（和食、喫茶・洋食）経営
従業員数：20人（アルバイト含む）
年

商

：7,000万円
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