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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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人生を通してお付き合い

～カラオケ大会、結婚式から葬儀まで～

仁徳天皇陵（クフ王ピラミッド、始皇帝陵と並ぶ世界3大
墳墓）と片側３車線の堺の幹線道路３１０号線を隔てた北側
にあるライフガーデンさかいホールは、葬儀場です。多目的
ホールを持ち、地域の方と人生を通したお付き合いを目指し
ています。他社と一線を隔する経営について河野社長にお話
を伺いました。

ひかりグループ総本社
（株）八光社
代表取締役
河野 強氏

●ライフガーデンとは
河野氏が全て社長を務める株式会社八光社、南喜、高槻共益社の３社からなるひかりグルー
プは、４つの葬儀会館を運営しています。
訪問したライフガーデンさかいホールの多目的ホールは、老人会や婦人会の会合やカラオケ大
会、朝市など、多くの催しをとおして近隣の方に活用されています。結婚式をおこなうことも
あります。元英国車ディーラーのショールーム兼整備工場は、葬儀のみならず人生を通じて関
わることができる場となることを目標に改装され「ライフガーデン」と命名されました。
同ホールは、葬儀だけでなくあらゆるイベントに対応できるよう設備面で配慮がなされていま
す。大きめの式場は、雰囲気の異なるものが選択できます。会場に生花店がはいっています。
顧客の様々な要望に応えられるよう、豊富な花材が冷蔵保管庫に常備されています。屋上に
は、芝生が植えられた庭園があります。開放感が素晴らしく、気分転換に最適です。そこで
は、子どもの葬儀を行ったこともあります。通夜式を迎えるまで故人を安置する広い部屋や湯
灌（ゆかん：遺体を沐浴する）専用室があります。さらに親族控室には、葬儀期間中に宿泊で
きるよう寝室や浴室が備えられています。

〒540-0011

大阪府大阪市中央区農人橋

2丁目-1-30 谷町八木ビル 4F

TEL：06-6944-1251

FAX：06-6941-8352

●独自の運営方法
４つのホールで寝台車を７台保有しています。寝台車は、ご遺体を病院から自宅や葬儀場へ
移動する車です。同社では依頼から30分以内にお迎えの寝台車が到着できるようにしていま
す。このため定時後は担当者が寝台車を運転して帰宅します。連絡があればいつでも動けるよ
うに準備し、晩酌は控えます。まさに24時間体制です。
寝台車を運転するのは葬儀の打ち合わせや見積りができる幹部社員です。ホールでは、当直が
受け入れを準備して到着を待ちます。これにより葬儀の準備がスムーズに行われます。遺族の
要望があれば、指名を受けた担当者が休日であっても接客に当たります。遺族が安心して式を
行うことができるよう、社員は最大限の努力をします。また、催しと葬儀がバッティングして
も来場者が重ならないよう工夫しています。
●葬儀への取り組み姿勢
葬儀は、喪主が同じであっても亡くなる方が必ず異なります。従って同じ葬儀は一つもあり
ません。でも、お客さまには常に納得し満足していただいて当たり前だと思っていると河野氏
はいいます。近年、クレームは全くなく、無いのが不安ですとも。
葬儀では、親族に感動していただけるサプライズを実行しています。葬儀の打合せを通して感
じたことを形にします。遺族が思ってもみないことです。その内容や発想に至ったいきさつは
朝礼等で情報共有します。式では一丸となってそれが実行されます。例えば、亡くなった方が
生前に取り組まれていたことに関連する品物を備えます。誕生日の新聞を取り寄せたこともあ
ります。出身校の同窓会活動に注力された方には、校歌を流したこともあります。
葬儀の後、喪主には、法事（四十九日、１，３，７，１３回忌）が近づくと会社より供花を贈
りたい旨をお知らせしています。
●一番の財産は「人」
宗派ごとの葬儀のしきたり等について、情報のマニュアルはあります。しかし、接客や式典
内容の企画についてのマニュアルはありません。お客様への心遣いに基づいた発想や気づきが
できるようになるには、人間形成が重要だと考えています。そこで、若い人には、何事も経験
なので精いっぱい遊ぶように言っています。たとえお酒が飲めなくても、夜の会合やそのあと
の付き合いも積極的に参加するように勧めています。但し、野放図なプライベートは無いので
そのことは常に念頭に置いてもらうようお願いしています。また、日々の献身的な勤務に報い
るため、会社は社員に毎年５連休を付与しています。
●リピータ
他社のようにリピータ獲得を目的とした積立制度はありません。チラシ、ホームページもあ
りますが口コミによる紹介が多くなっています。多目的ホールの利用者からのものも増えてき
ています。
葬儀のお客様から、何年か先になって、紹介やリピートがあって初めていい仕事ができたのだ
と思うようにしています。
●事業継承
4年後に三つの会社を三人の幹部社員に譲る予定です。自分も、18歳から創業者や会長から
様々な経験をさせてもらいました。若い人たちにも早くから経験を積んでもらいたいと思って
います。日本では、2025年から40年までに亡くなる方のピークを迎えます。自分は、どんど
んと仕事が大きくなっていくことを経験できました。あと20年も自分がトップでいると後継者
はいろんなチャンスを逃しますし、壮年となってしまいます。自分自身でやることで輝いてほ
しいのです。そこで、早く後継者に経営を譲りたいと考えています。譲った後は、自分自身は
全く違うことに取り組みたいと思っています。
●同友会で学んだこと
例会で同じ話を聞いても、人それぞれ、いろんな考えがあることを学びました。社内でも毎
月15日に全社員をさかいホールに集め、グループ討論を取り入れたミーティングを行っていま
す。目的は人間力の向上です。 経営理念は、会長が明文化したものがあります。河野氏なりの
理念は確立されており、行動規範として常に意識しているが明文化は行っていません。また、
同社は地元企業として地域に溶け込んでおり、近隣の学校で卒業式や運動会などの催しがある
ときは来賓として臨席しています。今後、さらに地域に根差した企業を目指していきたいとの
ことです。

取材／廣岡・長尾・菱田（文）
Profile
企業名：ひかりグループ

総本社

株式会社

八光社

所在地：（本社）大阪府大阪市住吉区山之内５－３－４３
：（堺）

大阪府堺市堺区榎元町６－７－２０

創業：昭和52年
設立：昭和52年
資本金：1,000万円
社員数：50名
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国産クラフトビール文化を成熟させる「たちばな」の集大成がここに
～国産クラフトビール文化の継承に一端を担いたい～

「たちばな」ではビール醸造技師が好む本格的なものから､
食事に合って飲みやすいものまで2～4種類の道頓堀地ビール
を提供しています。日本のビール文化は諸外国と違います。
日本ではビールを味わうというより食事中に飲むというのが
一般的です。子会社である「道頓堀麦酒醸造株式会社」では
日本食にあったクラフトビールを追求してきました。

立花エンターテイメント・ワン（株）
専務取締役
大垣 有作氏

そして、国産クラフトビールとビールに合うお料理の提供が出来る新業態を開発しました。ク
ラフトビールには香りを楽しむもの、味を楽しむもの、ホップを楽しむものもあるので､それ
ぞれにあったグラスも準備されています。美味しいビールと美味しい食事がたしなめるお店
が､この度、なんばCITY 南館 1Fに「道頓堀クラフトビア醸造所」として開店されます。道頓
堀地ビールはもちろん、日本各地の様々なクラフトビールも味わえるメニューを企画されてい
て楽しみですね。
さて、どういう経緯でこの店にたどり着いたのかうかがいました。

●先代が築いた事業
50年前に先代が創業された「立花給食株式会社」事業のルーツは魚屋さんだった。
先代は魚屋で育ったためか商売人の感覚が身についていたようです。堺を拠点に給食サービス
を展開し起業したこともあり、祖父が営んでおられた魚屋と八百屋は先代の弟さんたち2人が
引き継がれました。もちろん、鮮度のいい食材が仕入れられたことはいうまでもありません。
先代が次に築いた外食事業の飲食店のコンセプトはお酒と料理を安く提供する居酒屋でした。
お酒中心のお店ですが新鮮な魚や食材が人気でした。そんな中、松竹座の建替を切っ掛けに面
白い企画を松竹座から求められました。そこで思いついたのが道頓堀地ビールだったそうで
す。その頃から、外食事業として「立花エンターテインメント・ワン株式会社」、事業所や工
場の委託給食を扱う会社として「立花ケイタリングリング・サービス株式会社」、クラフトビ
ール製造・販売として「道頓堀麦酒醸造株式会社」の3事業を分社化して経営しています。
●いつかは戻ると思いながらの就職
大学はIT系分野に進まれ、また20才のころから公認会計士の受験勉強をしていました。そのか
たわら、父親が経営している飲食店でアルバイト生活をするという、多忙な学生時代を過した
そうです。大学を卒業してから会計事務所でも､システム開発会社でもない大手ビールメーカー
に就職します。いつかは父親の事業を手伝うということを考えての進路だったのでしょうか。
就職先では、まず営業に配属され東京の目黒区を回っていましたが、その後、卸の与信管理を
する部署に配属。トータル４年弱勤められ後に、家業に戻ってきたそうです。
もとより病気で体を壊し気味な先代が２００７年に意識不明で倒れ、お兄さんが代表取締役、
大垣さんが専務取締役に付かれました。
●絶妙なバッテリー
大垣さんは大学の時から一人暮らしで早く家を出ており、兄弟関係も良好だったそうです。そ
こに先代が早くから病気で体を壊されていて､兄弟で危機感を共有していたことが、兄弟の絆を
深めて至難を乗り越えることができたそうです。代表のお兄さんは学校を卒業と共に家業に入
り、先代の背中を見て経営を学ばれました。そのため現場のオペレーションはスムーズに引き
継がれました。当時は先代の右腕、左腕の方々が経営のサポートをされていました。その人た
ちはメニューの企画や業態の企画の専門家だったそうです。
大垣さんはお店でのアルバイト経験はあるものの外食の経営や料理のことをきちんと学んだこ
とがなかったので、先代の右腕、左腕の幹部社員についてべったりと丸5年、実務として相談
しながらの丸5年、トータル10年間学んだそうです。大手ビールメーカー出身の大垣さんは戻
った頃は「何でこんなやり方しているのか」と疑問の日々だったそうです。販売管理、仕入管
理もアナログ式で、そろそろシステムを導入しようかというタイミングだったので、大垣さん
の会計の知識とITの知識が活かされ効率的な社内システムも構築しました。また、広告に関し
ても何もしていない状態だったので、新たにデザイナーやカメラマンや広告媒体を探して、新
たに構築してきました。

●内部環境と外部環境の変化
叔父たちが魚屋と八百屋を継いでおられましたが、JR塚本駅ではたいそう繁盛したお店だった
そうです。身内に魚屋さんと八百屋さんがあるので、いい食材が提供出来るのはいうまでもあ
りません。しかし、高齢となった叔父たちが廃業したので、質の高い食材が安定的に仕入れる
ことが出来なくなりました。困っているところに大垣さんの人的ネットワークで、学生時代の
友人に農家の人がいたり、様々な知人からの紹介で水産業者や食肉業者など新たな取り引きが
うまれ、従来よりも食材の仕入れが改善され、時代の変化にも対応してきました。特に野菜に
関しては地元堺市の契約農家さんから直接仕入れており、堺産の野菜が食べられるはうれしい
ですね。
一方、外食産業の変化も大きく変わりました。先代が営業されていた時代はお酒を中心でやっ
てきました。実際、その時代のお客さんたちは年を取りお酒を飲む量が減ってきましたし、若
い世代の人もお酒を飲まなくなってきました。経営権を兄弟で引き継いでから採算の悪いお店
を徐々に業態を深夜型から昼夜型にシフトし、食事中心のメニュー構成に転換してきました。
中々お客さんの流れが悪い空中階で赤字の店舗は閉めて、魅力的な場所に店舗を新たに開店し
ていきました。また、お客さんがお酒を飲まなくなってきたのです。それなら「お酒を飲みに
行く」というより「美味しいもの食べに行こう」と思ってもらえる店を増やしてきました。そ
の結果、見事に業態変更し、店舗数も伸ばしてきています。
●活用されていない遺産をチャンスの資産へ
先代が仕掛けたクラフトビール事業は、入社した時点では現状維持的な保守的な扱いでクラフ
トビールを活かさず､殺さずといった感じでした。第一次地ビールブームから約20年の間、質
の悪いビールは淘汰され、創意工夫された質の高いビールだけが生き残ったそうです。本業
が、飲食店経営だったのもあり、ブームが去った後、社内ではクラフトビール事業の地位は急
落、関心が薄くなっていました。
ここ6年くらいかけてこのクラフトビール事業のあり方を模索してきました。元ビールメーカ
ー出身であるためアンテナが張れていたのか、このクラフトビールを資産として活かせないか
と社内のビール醸造技師と相談したところ、難波で国産クラフトビールのイベントをすること
になりました。
6年間、さまざまなビールイベントを開催しながら直接、消費者の声を拾ってこられた結果が
形になろうとしていいます。イベントでは国産クラフトビールの良さを知ってもらい､年々、来
場者が増え大規模な状態になりました。そこで、イベントだけではなく、飲食店舗として「も
っとクラフトビールが楽しめる店を作りたい」そういった想いがこの度、新店舗として実現し
ます。
日本のさまざまなクラフトビールが飲める店、楽しみですね。さらなる発展を願っています。

取材／大山、荒田
Profile
企業名：立花エンターテインメント・ワン株式会社
所在地：（本社）大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁432-2
所在地：（店舗）大阪を中心に関西で３７店舗展開
設立：昭和４０年
社員数：正社員１４５名、パート約900名
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使いやすいレジカウンターを作ります！
～ご要望をお聞きして、設計、製作、納品、メンテナンスまでを行います～

シャーリングマシンの軽快な音が響き渡るコトブキ工芸株式会
社・葛城工場は、西名阪自動車道香芝ICから南へ車で約10分の
ところにあります。ここでは、レジ周辺什器、特にPOSレジカ
ウンターを中心に、設計と製造を行われています。一方、本社は
東大阪市小阪に位置しており、ここでは営業と経理業務が行われ
ています。今回は奈良と東大阪の２か所で取材を行いました。

コトブキ工芸（株）
代表取締役
辻本 一仁氏

※POS…Point of Salesの略。販売時点管理。コンビニやスーパーマーケットにある
レジ端末を使って売上情報をリアルタイムで管理するシステム。

●時代はPOSへ
先代の創業者は、元々塗料会社の営業をされており、昭和４５年に独立されたそうです。創
業当時はこれといった主力商品も無く開店休業状態だったそうですが、ある時ご近所に住む大
手メーカーに勤められる方から「これからはスーパーマーケットの時代が来る。レジ関連の仕
事が伸びる。関連会社にレジ屋があるから行って来い。」と言われ、サラリーマン時代のお客
様である塗装屋さんにお願いして、倉庫の２階を間借りする形でPOSレジカウンターの企画・
販売を始められたそうです。
昭和５１年に法人化し、売上を伸ばします。当時は全て外注化しておりましたが、試作や小ロ
ット、短納期に対応するためには自社工場が必要になり、大阪府八尾市に工場を設立しまし
た。その後も順調に伸ばし、バブルがはじけて間もない平成３年に、自社物件である今の工場
に移られました。
●強みは設計です
数多くあるスチール家具メーカーの中で、コトブキ工芸ではスーパーのレジカウンターに特
化していて、全てお客様のご要望に応じたオーダーメイド品を取り扱っています。商品の性質
上、大半のお客様が大手企業で、特にPOSメーカーとの繋がりがあります。お客様からPOSレ
ジカウンターに要求される事は、とにかく使いやすいこと。カウンターに設置するPOSレジの
配置や、下のレジ袋を入れる引き出し等、非常に細かく設計されており、各社様によって独自
な仕様になっています。これはお客様から図面をもらうのではなく、殆どがお客様からのヒア
リングにより設計を行い、ご納得いただけるまで何度も打ち合わせを繰り返し、はじめて図面
が完成するためです。製造は自社で行い、受注後２週間以内でお客様の元に届けられます。
●銀行員からの転職
現社長であります辻本一仁さんは、大学卒業後、銀行の融資担当の仕事をしていました。し
かし、日々奮闘する父親の背中を見て育った辻本さんは退職を決意し、平成９年にコトブキ工
芸に入社しました。会社では主に営業を担当しています。入社以来、会社は順調に推移してい
ましたが、平成２２年に初めて赤字決算になります。何かを変えないといけないと感じた辻本
さんは、その年に同友会に入会します。

●同友会活動について
入会後は、例会や指針セミナー等、積極的に参加しました。学びを自社の経営に生かし、黒
字決算に回復します。そんな同友会での活躍により認められ、例会発表を行います。その後、
先代社長が会長になり、辻本さん自身が社長になります。社長になったという決意の為、もう
一度勉強し直そうと指針セミナーを再受講。今でも積極的に同友会に参加しております。
●社員との信頼関係
本社と工場は少々離れていることもあって、辻本さんは頻繁に工場には行けないそうです。
では誰が工場を管理しているかというと、入社４０年以上のベテラン工場長が全て見ているそ
うです。そればかりか、工場には役員もほとんど行くことは無く、社員との信頼関係が非常に
強く感じられました。19:30以降の残業の禁止など、働きやすい職場つくりを目指しており、
社員の離職はほとんど無いそうです。
●スーパーマーケットの淘汰が自社の脅威
最近では、スーパーマーケットの吸収合併や事業売却等が激しく、顧客層が大きく変わって
きております。当初の主な納品先を聞きますと隆盛を極めた会社ばかりでした。超巨大企業に
吸収されますと、既存企業との価格競争に陥るため、なかなか継続して受注に至りません。
●チャンスはPOSレジの多様化と周辺設備
最近のPOSレジの進化は激しく、新しい機器が投入されると、形に合うPOSレジカウンター
の入れ替えが発生します。又、どんどん新しいサービスが増え、電子マネーやポイントカード
の周辺設備が導入されると、強みである設計を生かした受注が舞い込んできます。ま
た、POSメーカーとの付き合いがあることから、現金を収納する什器や現金回収台車等、レジ
に関係した周辺設備への要望があり、今後取り組みたいと考えているそうです。
●それでは、さいごに辻本さんより一言
ご多忙の中、数あまたある会社様の中で、弊社にお越しいただきありがとうございました。
平成２６年５月に代替わりし、代表取締役に就任させていただき１年数か月経ちました。
残念ながら日々未熟さを痛感しています。
弊社の社業は、典型的な小ロット多品種生産です。設計・製造・組み立てをしていただいて
いる社員の声を

使っていただけるお客様の声を

商品の原料・部品・労役を納入いただてい

る会社様の声を粋に感じ、これまでもそしてこれからも１件１件大切に新たな製品の企画・製
作・納品・メンテナンスを着実に行っていきます。
又、同友会運動を少しでも身につけ、社業を継続・発展させられるよう これからも社員と共
に勉強・実践を積み重ねていく所存です。ありがとうございました。
取材／鍛冶谷・荒田・入江 孝吏
Profile
企業名：コトブキ工芸株式会社
所在地：（本社）大阪府東大阪市小阪
所在地：（工場）奈良県北葛城郡上牧町中筋出作
創業：昭和４５年
設立：昭和５１年
資本金：1,000万円
社員数：20名
ページトップ ▲
宴どころ

つきの井”のおもてなし

～高槻、お食事どころ繁盛記～

JR高槻駅の中央口改札を背にして、右手に進むと南側のロー
タリーが広がり、正面は松坂屋高槻店。駅前開発で建てられたグ
リーンプラザ1号館の5階に“宴どころ

つきの井”があります。大

きな赤い和傘ともうせんが玄関で目を引きます。
初めてこのお店に来たのは三島支部の例会懇親会でした。畳の上
の丈低い椅子に座り、和食膳に舌鼓。ホテルの立食とは違った落

（有）あたけ
代表取締役
安宅 賢氏

ち着きと食彩で堪能しましたが、心配したお値段も希望通り。ま
た来たいお店となりました。

●創業2代目若亭主の気配り
今回の取材をお願いしたのは、現在の割烹料亭の時代背景を知ってみたいというところからで
す。2度目に訪れたときは、例会会場をこの店にして、70名収容のお座敷に椅子、テーブル
で、新会員3人のビジネスアピール例会が開催されました。すでに宴が始まったようなリラッ
クスした報告に、飛び交う質問も親密度が増していく、そんな感じの例会でした。部屋を変え
てのおもてなし料理に自己紹介や感想発表の場面と、たいそう盛り上がったことは言うまでも
ありません。
創業は安宅さんのお母さんが高槻でお好み焼き屋あたけを開店され、次いで居酒屋あたけ、割
烹あたけを開店。高槻駅北側にありましたが駅前開発で南側に移転しました。安宅さんは名
門、辻調理学校を卒業し、大阪南久左衛門町の料亭で板前修業をしたのち、割烹あたけに入り
ました。25年前のことです。先輩の板前さんに教えてもらった印象深いことは、材料を大事に
すること。それは今のつきの井に一番生きていることと言います。
「旬の材料で気軽に楽しんでもらう。予算も店が決めた価格だけではなく、お客様に合わせて
幾通りにも設定させてもらいます」部屋が空いているときは例会会場にもお使い下さいとの提
供に、ありがたく例会をここでスタートさせたそうです。
●世界文化遺産に指定された和食、割烹の強みは
今は飽食の時代。イタリアン、フレンチ、中華と日本ではあらゆる国の料理がどこへ行っても
食べられる時代です。世界文化遺産に指定された日本料理ですがその繁盛ぶりはいかがかと聞
きました。
「食べるものは小さなころからの積み重ねで身体を作っていきます。それが文化なので、子ど
ものころから召しあがったものは身体にしみついているのです。洋食がおいしいとき、和食が
あっさりしすぎで物足りないときもありますが、老若男女、1年を通じて召し上がっても飽き
ないのが和食です。素材を生かして、あまり油を使わず身体に優しい、そんな日本料理はやは
り満足していただいています」と自信のほども伺えました。
●あなたの商いにおけるこだわりはなんですか
良い料理にお客様が喜んでいただけること、笑顔の接客で応対し、和を店内で満足してもらい
たいと語る、その店内にはなにげに飾られた和がありました。接客のノウハウは「あえて決ま
りごとは少なくしました。決めてしまうとアルバイトが主流なので、こんな場合はどうしたら
いいか、いちいちマニュアルを聞くようになる。自分で考えるように、おかみさん(お母さ
ん)と一緒に教育してきました」
店もお客様本位。2時から準備中に入るとか、予算とか、枠をつくらずにご要望を聞いていま
す。正社員はまだ新人で古株がアルバイト、長年勤めた人もいます。右腕となる人は、の問い
に、役員となっているお姉さんが頼りになるパートナーだそうです。

●従業員とのビジョンの共有
奥まったお店ですから繁盛するにはとにかく知ってもらわないと、ということでウエブからぐ
るなびやホットペッパーで宣伝や予約を受け入れ、リピートのお客様でも賑わっています。
今からの戦略として、ITを活用した連絡網でコミュニケーションをたくさん取れるようにした
いとか。ワンノートとして連絡にも指示にも使うけれども、重要なことは意見交換。顔を合わ
せる時間が少ない中、お客様に喜んでいただいたことなど早く伝えたい、褒めてもあげたい、
そんなことが共有できるような連絡ノートが欲しいそうです。「しかも、古い人にも簡単に使
える、忙しい時にもすぐに使えるとなるとこれは手書きですね。手書きの画面ですぐ送信、返
事もすぐに返ってくるとか。年齢幅広く使いやすいツールがあったらと思います」これはIT関
係、開発のヒントですね。
●同友会の活動では何を吸収していますか
あたりは日も暮れ、隣の部屋からは団体のお客様到着の気配です。せっかく特別のお食事処に
行くのだから、今日はこちらのお料理もいただいてと計画し、三島支部の仲間を誘っての食事
会となりました。これからの取材は更にリラックスです。
安宅さん曰く「同友会はまだ入って間がないのですが、経営者の本音が聞けるところだと思い
ます。異業種であっても皆さん経営者で、通ずるところは同じだと。以前の自分と比べて経営
者としての成長があると感じました」。
経営指針セミナーを受けるともっと違ってきますよ、と同行した仲間のススメ。どんなんです
かの問いに、理念コース、経営方針コース、経営計画コースをしっかり語っているうちに、安
宅さんの胸中には次の“つきの井ビジョン”が浮かんできたことでしょう。その宴はありがと
う、おめでとう、お疲れ様、元気でね、お久しぶり、二人きり、とホームページに書かれた宴
に加え、明日へのエールを織り込んでください。
取材：西岡

荒田、三島支部：久末

内山

Profile
所在地：大阪府高槻市紺屋町
創業：1971年

お好み焼き

1974年

居酒屋

1980年

割烹

1992年

宴どころ

あたけ

あたけ

あたけ

開店

開店

開店

つきの井

開店

設立：1998年
事業内容：お店の集客や接客などの支援サービスを提供
資本金：300万円
社員数：20名
ページトップ ▲
お店を元気にしたい！！（2015年7月号）
飲食店や美容室、サロンからの集客相談が１５００件以上
今回は大阪市西区西本町に事務所を構える西支部所属の㈲リウム
さんを訪問しました。事業内容は、お店の集客・接客・フォロ
ー・口コミを自店でおこなえるように支援する事業です。中小零
細企業には強い味方です。繁盛店になるためには、「こだわりで
勝負してください」「お客様を大切にフォローしてください」こ
の二つが必要条件と打ち出しています。代表取締役の穂口さん
に、自身の事業について、お聞きしました。

（有）リウム
穂口 大悟氏
（中央ブロック・西支部）

●起業のきっかけ
穂口さんは、二十代に勤めていた経営コンサルタント会社で身に付けたコンサル能力とITベ
ンチャー企業で培われたシステムのノウハウを融合させると、お店の経営にお役に立てるので
はないかと考えたのが、起業の始まりだそうです。

●リウムってなんの会社？
事業は通常『ASPサービス』(アプリケーション・サービス・プロバイダー・サービス)と呼
ばれており、簡単に言うとシステムのレンタル事業といったところです。 お客様ご自身でホー
ムページを作っていただき、それを低価格のレンタル料金にて利用できる仕組みです。 自作の
ホームページといっても作成の経験ある方はごく少なく、同社では経験がなくとも作成できる
ように、わかりやすいツールが用意されています。 画面上で表示される質問に答えていくだけ
で気がつけばホームページが出来上がるようになっています。 しかもこれは単なるホームペー
ジの作成ではありません。そこには穂口さんのこれまでの知恵と経験が込められています。
●過去の経験が強みに！
経営コンサルタント会社に勤務時代、数多くのクライアントの悩みに応えてきた中で、穂口
さんは各業界に共通する悩みや課題を見つけられ、改善案をたくさん提供してきました。どう
すればそのお店の良さをもっとよく知ってもらえて、お店が繁栄するのか、そんな経営コンサ
ルタント時代のマーケティングノウハウが、この制作ツールには生かされています。『どんな
お店にもそのお店に特有の魅力があります。そんなお店の「ステキ」を目一杯引き出して集客
力を上げてもらうのが私たちの仕事だと考えています』と、穂口さんは自信たっぷりに話され
ます。しかもこのツールは全て同社の自作によるものとか・・。これも前職のITベンチャー企
業で培われてこられた経験が成し得たものです。なるほど、やっぱり単なるホームページの制
作会社ではなさそうですね！
●同友会での経験が更に強みに！
穂口さんが同友会に入会されたのは、今から約8年前です。その間、指針セミナーでリーダ
ー・サブリーダーを務めていました。

指針セミナーに受講にされる会員さん達は、ありとあ

らゆる業界の経営者がおり、それぞれにいろんな悩みを抱えて受講しています。この会員さん
達と対話してきたことも今の仕事に大いに役立っているそうです。
●そんなリウムに弱みはあるの？
こんな強み満載の事業にも、やはりご自身の考える弱みはあるようです。それは、まだまだ
知名度が高くないこと、そして人材不足だそうです。
現在、毎月約50件の問い合わせがあるようですが、穂口さんとしてはそれでもまだ少ないと考
えています。この記事を読まれて、『もっと早くにこの会社を知っていればよかった！』と思
っておられる方も少なくないでしょう。リウムさんに相談で来られるお客様もその殆どが口コ
ミやインターネットによる来社のようで、来社されるとやはり同じことを口にされる方が多い
ようです。そこで最近、穂口さんは「売り込まないネット集客の極意」という本を出版されま
した。この本を通じて少しでも自社の存在を知ってもらえればと願っておられます。そして、
その仕事ができるスタッフがもっと欲しいそうです。
●将来の展望は？
今後も、この業界の需要は増える傾向にあるそうです。日本の人口減少による極端な需要低
迷が起こったとしても、まだ海外市場での需要はあると穂口さんの力強いお言葉でした。最後
に社名の由来をお聞きしました。 社名の「リウム」は、『お客様に利を生む』という意味が込
められています。リウムの仕組みを通じてユーザーの経営がうまく行き、まさに利を生んでも
らうことを目指しています。自社の理念に沿った経営を目指す良い経営者がもっともっと増え
ていくはず、穂口さんは、そう固く信じてこの事業に没頭しています。

文：池田（中央南支部） Profile
所在地：大阪市西区西本町1-6-9 川田ビル
創業:2003年11月
法人設立:2004年1月
事業内容:お店の集客や接客などの支援サービスを提供
社員数:４名
ページトップ ▲
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