競争力の格差は、「稼ぐ力」＝人財の厚み
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残暑お見舞い申し上げます

夢テク研究所を詳しく
お知りになりたい方は、
ＨＰへ、どうぞ！
夢テク研究所
友達申請随時承り中！
弊社のお盆休みは８／１１（金・祝）～１６（水）です。

志魂商才
夢テク・コンサルタント

平岡 和矩

今回は、「経営戦略の方向性はこれまでと全く変わらない。ただ、やり方は変える」と、当面コスト削減等の構造改革
を最優先し収益力向上を重点に据えながら、新体制で本業の百貨店の再構築に集中する考えを示した三越伊勢丹の杉江社長
の話をご紹介しましょう。 （出所：2017.5.26付 繊研新聞要約）
■本業の百貨店に磨き
「本業である百貨店に磨きをかけていかなければグループの未来はない」。強調したのは、売上高で８割超を占める百
貨店の立て直しが急務という点。新宿、日本橋、銀座の基幹店をはじめ、のれんの信用力と顧客基盤の強みを最大限に生
かす。
店の特徴を明確化 基幹店の中期計画で、伊勢丹新宿本店はファッションの伊勢丹への回帰、三越日本橋本店は富裕
層・エグゼクティブに特化、三越銀座店は街のフラッグシップ化へ店作りの方向性を見直した。「店のコンセプトを分か
りやすくし、刻々と変化するお客様のニーズに対応する」と各店の特徴をより明確化する。対象顧客のブレを修正する。
各店でなんとなく増えていたイベントについても皆で工夫して黒字を増やす。地方店は一律のモデルは作らず、各店店
主導で再生プランを考え、テナント導入などあらゆる可能性を排除しない。
《 物作り、絶対に必要 》
買い取りによる仕入れ構造改革は規模の縮小、ブランドの整理を実行するが、百貨店が物作りをやるサプライチェーン
改革の考え方は継続する。併せて従来の拡大路線から収益性重視へ転換する考え。これまではセントラルで物づくりをし
ていたが、問題は販売する地方店での場所、人員の確保が後回しになっていたこと。「物作りのノウハウは蓄積できた
が、大手アパレルと比べるとまだまだ。百貨店だけで全てをやりきることは不可能」なので改めて大手アパレルなど主要
取引先と組んで、原価や経費などコストを見直し、物流を含めたトータルな協業体制を再構築する考えを示した。
《 現場に権限委譲 》
大西洋前社長は成長事業への先行投資で百貨店の構造改革を推進したが、杉江現社長はその路線を転換し当初２年間で
コスト削減など構造改革を最優先することを中期計画の柱とした。百貨店事業の再構築という方向性は一緒だが、これま
で手つかずだった高コスト体質や不採算事業に切り込む。「従業員が本当に望むこと、働きがいなどより良い方向で考え
ていきたい」と対話を重視し、現場に権限を委ねる考えだ。

■

プロ･コンサルタントの所見
リスク・ヘッジ対策なしの大プロジェクトはあり得ません。大変革とは、これまでのやり方や進め方を大き
く変えるプロジェクトのことです。大きく変えるには、それ相応のプランと投資戦略の価値判断と組織づく
り、システムづくりが必要です。
― 大きく変えるには、大きなリスク・ヘッジ対策が不可欠です ―
(平岡 和矩）

人財力こそ企業力の核心

社員一人ひとりが会社の空気づくりの担い手

年会員 御入会随時受付中
《法人: ＫＳＫ会員》
30, 000円 年会費 120,000円

【平成２９年７月度 <法人>ＫＳＫ会員更新
株式会社ブレイク

】

《個人：夢テク会員》
入会金
5,000円 年会費 50 ,000円

【平成２９年８月度 <法人>ＫＳＫ会員更新
株式会社マルフォース

】

入会金

※税別・入会金はいずれも初年度のみ。

木下

田代

雅彦様

俊美様

※更新・新規入会情報は、発行日前日締めで掲載させて頂いています。

１、新入社員との共進化
猛暑です！日中歩いていますと、ふらっとする暑さですね。暑さを楽しむイベントは、ビア
ガーデン、花火大会、海やプールでの水遊び、澄み切った空気が吸える山登り、その後の温泉
等。是非、体調を整えて、楽しく夏を乗り切りましょう！
さて、今回は、世界的な医療機器メーカーのOJTワークショップの様子をリポートいたしま
す。社員の成長が企業の成長にダイレクトに反映する時代。新入社員の早期戦力化、リテン
ション問題は、経営の重要な課題となりました。
その重要なOJTがうまく行っていないのは、なぜなのでしょうか？電通問題でもクローズ 元一般社団法人日本能率協会
シニアエキスパート／
アップされました20代の自殺やうつ病の発生はなぜなのでしょうか？また、3年で30％以上の
元 立命館大学大学院
新入社員が離職していくのはなぜなのでしょうか？すべての原因は、人間関係です。特に、経 経営管理研究科 客員教授
営者、上司の人間としての在り方が原因となっています。
中島 克紀

２、若い世代の対話ができているのか
20代の若者のリアルな気持ちを知るためのライブトークに参加しました。20代の恋愛事情が印象に残りました。現
在のSNSの発達のために、告白するのが困難になっているのです。なんとふられたことがすぐに拡散するからで
す。
そんな状況の中、ある若者が勇気を持って、告白したのです。ところが、「ごめんなさい。私はポケモンしか愛
せないのです。」と断られました。そして、皆様のところに相談に来たとしましょう。皆様は、なんと言って、対
話いたしますか？
世界的な医療機器メーカーの管理者の多くの答えは、「ポケモンのぬいぐるみを着て、ポケモンGOを一緒にやろ
うと再アタックをしよう。」「世界人口は70億。女性の数は35億。ポケモンしか愛せないと言う女性を相手しない
で、次に行けばいいよ。」と言うものでした。表面的な対話、感情を考えていない対話でした。
コーチの立場から言えますことは、落ち込んでいる若者に ①共感する ②告白した勇気を尊重する ③今の気
持ちを確認する質問をする ④励ましをして行く ということが大切なのです。
例えば、こんな風にしてみるのはいかがでしょうか？「彼女がポケモンしか愛せないと言った背景に何があるの
だろうか？リアルな男性との恋愛で傷ついたのかもしれないね。まだ、好きなの？では、もう一度本当の気持ちを
聴いてみることはできる？今夜は、空いている？飲みに行こうか？」
自分の経験や体験から即座にアドバイスを与えてしまう経営者、管理者の在り方がいかに多く、新入社員の心を
つぶしていくのかを感じました。
これからは、是非、深い対話を若者としていく練習をいたしませんか？OJTによる人財育成も誠意ある真心の対話
から始まります。
アメリカの量子物理学者のデヴィッド ボームが「ダイアローグ（対話）」という本で対話の重要性を語ってい
ます。対話は、意味の流れと解決へのイメージを生み出します。対話は、新たな可能性を引き出し、創造的です。
対話は、共感と連携を促します。
会員企業の皆様の経営が、心身の共進化を継続しながら、新入社員との共進化をしていくための心躍る対話を創
造して、さらに発展されますことを祈念いたします。

チームの一員として誇れる仲間たち

身近・手近、足元・手元に答えはある

セミナー・イベント名

テーマ

場所

23日（水）
18：30

第３５７回
夢テク研究会

＜第二弾！ ㈱リアライズ青木社長とのコラボ企画 ＞
質問型営業はなぜ「コア・トレンド」なのか

ホテル日航大阪

2日（土）
13：00

第13期⑥
戦略核づくりｾﾐﾅｰ

『 京セラフィロソフィー （今期最終回）』
★第14期（12/2～）のための体験受講日！受付中！

20日（水）
18：30

第３５８回
夢テク研究会

新しい成長のロマン
宇宙意識をダシに使うストーリー

月
日
変更になりました！
８月

９月

31階 ローズ
綿業会館
ホテル日航大阪
31階 ローズ

★募集！：次期・第14期戦略核づくりセミナー（全５回・毎３ヶ月・１０名限定）
会社経営の様々なヒントを得る大好評のセミナーです。課題図書からの出題に回答し意見交換するスタディ形式で12月２日
（13：00～）綿業会館にて開始予定。課題図書は㈱アイリスオーヤマの大山健太郎氏の「ピンチはビッグチャンス」。
《体験受講受付中！》⇒第13期 最終回 ９/２（土）13：00～ 綿業会館＜見学のみ・無料＞※申込詳細は別紙案内参照

気づきコラム

１「質問型営業」と

「説明型営業」では考え方・やり方がこのように違う

１－⑤

クロージングに向けた行動

■ × 説明型営業： お客様は動かさないといけない！
《 質問事項 》
・「これは新作で人気があるんですよ、ご存知でした？」
・「市場に出回ってないのでなかなか他で見つけられません」
・「お客様に合っています、残り僅かですので決められたほうがいいですよ」
■ 〇 質問型営業： お客様は自ら動く！
《 質問事項 》
・「この商品はご存知ですか？同じようなものを見られたことはありませんか？」
・「実際に見られてどう思われますか？」
・「＜（お客様）『自分に合うかな？』に対し＞お客様自身はどう思われます？」
《 トーク展開 》
自分の意見は後にして、まずお客様に答えてもらい、その上で専門家としての見解を伝える。
《 ★ポイント★ 》
お客様の判断が重要であり、それを後押しするのが営業マンの仕事。
お客様の感覚を大事にして、「感じる・思う⇒考える⇒行動」の順序と段階に沿って、お客様の思いを進める
ことが大事。
＜出所： 青木社長著『売れる営業の「質問型」トーク」売れない営業の「説明型』トーク＞
■

プロ･コンサルタントの所見
会話こそ、ニーズ発掘のキーワードです。会話は当たり前ですが、相互交流がもたらす心の交流でなければ
お互いの必要を引き出し合うことは叶いません。それには会話のつなぎ方に留意しつつ、ストーリー展開の広
がりに気づかいながら、トークを進展させていくことがキーポイントです。 （平岡 和矩）

笑顔と感謝が会社の空気をつくる

問題の本質は、ニッチトップ志向の粘り強さ

■ 株式会社芦田 芦田社長 電子書籍『小さな会社のワクワク経営理念』出版記念祝賀会
Amazonで発売中！電子書籍『小さな会社のワクワク経営理念』 (Amazonより)
― 笑顔が溢れ、従業員が率先して動くようになる!! ―
2代目経営者でもある著者の実体験に基づく会社の在り方・人の育て方・チームの作り
方、会社にとって大切なものとは何かがわかる書籍。個人事業主から、従業員を抱え
る後継者まで、経営を目指す方の、ビジネスのヒントに繋がる書籍です。
７月15日大阪中央区のKKRホテルにて、17:30から㈱芦田 芦田社長の出
版記念講演と祝賀会が開催されました。
講演では、芦田社長が「会社の理念」を徹底追及し、実践されてこら
れた結果として、全ての会社には理念はあるが十分に活用されてないと
ころが多い事に気づき、もっともっと広めなければという想いを深めら
れ、直接指導するために他の会社に出向する新分野の仕事も始められた
と話されていました。皆様、如何でしょうか？

談
笑
中
の
平
岡

大
阪
城
を
バ
ッ
ク
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また本会では、平岡からも祝辞講演をさせていただきました。その後
の懇親会は、倫理法人会の方々が主となられて、賑やかな歓談の時間を
過ごすことができました。またその時には、江口克彦氏（松下→PHP→
政界→現在は、地域政党自由を守る会の顧問）による貴重な講話もあ
り、一段と重みを増し、会場からは夜景の中に大阪城が見え、ロケー
ションも最高でした。（平岡外喜子）

■社会福祉法人 隆生福祉会 ・ フジモトゆめグループＣＥＯ 藤本加代子理事長
８/28（月）22：28頃～サンテレビ『賢者の選択 Leaders』出演！
― 成功への過程で築かれた その人の「流儀（スタイル）」 ―
日本､アジア、未来のマーケットにチャレンジし続けるビジネスリーダーの革新的な｢選択」と｢決
断｣｡その熱い想いを後押しする人と人のつながり｡努力､才能､経験、彼らは何を大切にして生きてき
たのか?リーダーヘの扉を開くキーワードはどこにあったのか?次へと続く我々への道しるべとなる､
彼らの｢流儀｣とは!?
“母性の経営”で躍進するフジモトゆめグループ。福祉先進国フィンランドが教材にも採用した
介護を実践する社会福祉法人隆生福祉会。普通の専業主婦から経営者に転身し､独自の発想とアイデ
アでグループを率いる理事長の熱い思い､グループの目指す将来像とは?!（社内報より）

■《未知との遭遇 第２弾》 最終報告を願い、平岡和矩の奇跡の体験談
２月24日から７月17日の間に、３回救急車のお世話になりました。最終は７月17日、お風呂場で倒れ全く動けず、口は
多少聞ける程度の状態でのまま、救急車で関西医大枚方病院へ運ばれました。
当初は、半身麻痺を覚悟し、仕事も難しいかと前後策を頭の中でグルグルと回っておりましたが、こちらが丁度、通院
中の病院で直ぐに応急処置がなされたため、治療中にズンズンと良くなり脳梗塞が奇跡的に治りました。後遺症も皆無で
す。この様なことは珍しいらしく、先生も驚いておりました。
退院は同月25日で、本人の強い意志により、その翌日から仕事につきました。まだこの世で仕事が残っていると感じ、
目下懸命にリハビリ通院しながら、仕事に励んでおります。幸いにも、仕事脳は以前と変わらず、不思議に新聞、書籍を
読んだりまとめたりすることにおいては何不自由なく確かで、身内や指導先様はほっと安心しております。皆様どうぞ、
お立ち寄りください。また、上記の事情により、7/19の夢テク研究会は中止とさせて頂きましたが、8/23（水・8/17から
変更）は、㈱リアライズ 青木社長とのコラボ講演で実施致します。ご参加お待ちしております。(平岡外喜子)
ブランディングとは、自事業と向き合う真摯な態度と、将来へのロマンをいう

