ます︒これは会社を大きくしていくため
には必要なステップだと私は考えていま
す︒社員との絆はとても大切で︑それは
間違いありません︒しかし︑社長にとっ
ては外交力も非常に重要です︒自分の今
いる環境やポジションの中で活動するの
は心地がいいですし︑楽です︒そして自
分と同じ道を歩んでいることも実感でき︑
気持ちも盛り上がります︒しかし︑それ
でもやはり大きくなろうと思うなら︑社
長は外へ出るべきです︒
角南 弊社は創業して６年ですが︑これ
までは社長である私と夢を語り合うこと
が︑社員に対しての報酬になると思って
いました︒
近藤 それは本当に重要なこと︒たいて
いの会社は︑残念ながら社員と密にコミ
ュニケーションをとっている社長はほと
んどいません︒ですからそこは大事にし

ません︒なぜなら先輩に限らず︑相手に
甘えるだけの関係は長続きしないからで
す︒むしろ相手にいかに尽くすかが︑人
間関係では大切だと思います︒私が若い
頃はいじめられたり︑だまされたりもし
ました︒私は後輩にそんなことはしたく
ないし︑そんな目にも遭ってほしくはな
い︒ですから角南社長にも︑先輩からか
わいがられる人になってほしいと思いま
す︒そして業界に関係なく︑さまざまな
分野のリーダーと会うことで︑たくさん
のことを学んでほしいと思いますね︒
角南 ありがとうございます︒かゆいと
ころに手が届くような﹁かわいい後輩﹂
になれるよう努力します
︵笑︶
︒

角南 近藤社長にお伺いしたいのですが︑
現在弊社は社員が１００名ほどになって
おり︑マネージャー層の育成が急務です︒
幹部教育という点でアドバイスをいただ
きたいのですが︒
近藤 私がよく行っていたのは︑社員と

幹部候補の見極めは直感勝負
部下が憧れる上司を育てよ

ことで仕事が増え︑給料が増え︑会社の
ステージも上がっていくからです︒社長
は会社の羅針盤︒多くの社員を乗せた船

の時こう言ったのか﹂﹁どうしてあのた
とえを使ったのか﹂といったように︑自
分の考えをしっかり理解してもらうため

の時に社員に話した言葉の意味を詳しく
レクチャーしていました︒﹁どうしてあ

の食事会の後に幹部を連れてバーへ行く
ことです︒そこで１対１で︑私が食事会

をどこへ導いていくのかのすべては︑社
長の外交力にかかってきますからね︒
角南 確かにおっしゃる通りです︒私も
もともと外部の方とお会いするのは好き
なので︑もっと積極的に外に出るように
しないといけないですね︒
近藤 その際は︑もっと先輩経営者たち

です︒リラックスしている場だからこそ
本音で話すことができますし︑１対１だ
からこそより親密にコミュニケーション
が図れます︒これを繰り返すことで自然

つつも︑社長としての本来の役割である
大きな仕事を取ってくる力︑つまり外交
力も欠かせません︒社長が外へ出て行く

VOL.6

と会う時間を増やしてみるといいと思い
ます︒ただその時は︑先輩にいかに喜ん
でもらえるかを考え︑小さいことや細か
いことに気をつかうことも忘れてはいけ

19歳で起業。自らの直感と情熱を武器に、37歳にして東証一部上場を果たしたネクシィーズの近藤太香巳社
長。誰もがうらやむ成功を手にするまでには、多くの失敗や挫折を経験してきたという。そんな波瀾万丈のそ
の歩みに秘められた多くのヒントを、次代を担う若い起業家たちへ伝えるべく始まった同連載。第6回のゲス
トとして登場する若手経営者は、BtoBの不動産仲介事業をメーンに行う、うちナビ（東京都渋谷区）の角南
圭社長。2年後の上場を目標としていることもあり、対談では先輩経営者への質問が盛んに飛び交った。

分ではなく上
司が怒られる
姿を見て社員
は反省し︑発奮するはずです︒

はその意図を
十分わかって
いますし︑自

た時もミスし
た本人ではな
く︑その上司
である幹部を
叱ることがで
きます︒幹部

ます︒その結
果︑現場で社
員がミスをし

にあうんの呼
吸ができてき

社長宅合宿で培う社員との絆が大きな武器
次なるステップは「社長の外交力強化」
と「株式上場」

近藤 角南社長は︑私が代表を務めるパ
ッションリーダーズの仲間であるととも
に︑当社の社宅仲介を請け負ってもらっ
ています︒とても気持ちのいい情熱的な
人物で︑何かをやってくれそうな男とし
て期待しています︒ところで角南社長は︑
以前から人材教育に力を入れていました
ね︒最近はどのような形で社員とのコミ
ュニケーションを取っていますか︒
角南 不動産事業は取り扱う商品︑つま
り物件だけでは他社との差別化を図りに
くい業種です︒ですから︑人で勝つ企業
を目指したいと考えています︒そのため
には社員と理念を共有することが大切だ
と思い︑私の自宅に社員を招いてとこと
ん語り合う﹁社長宅合宿﹂でコミュニケ
ーションを深めています︒
近藤 何だか︑かつての当社を思い出し
ますね︒私も社員とのコミュニケーショ
ンは大切にしてきましたし︑今でももち
ろん大切にしていますからとても共感で
きます︒ただ設立当初はそれでいいと思
いますが︑次第に内にばかり目を向けて
いるわけにもいかなくなります︒今︑角
南社長は︑社員と外部でコミュニケーシ
ョンの比率をどれくらいで維持していま
すか︒
角南 社員が９割で社外が１割くらいで
しょうか︒圧倒的に社員とのコミュニケ
ーションが多いです︒
近藤 なるほど︒私も会社を設立してか
ら 年ほどは︑９対１の割合で社員とコ
ミュニケーションを取っていましたが︑
その後は意識して外に目を向けるように
し︑現在は３対７くらいの比率で外部と
のコミュニケーションに比重を置いてい

の人生を犠牲にできるというくらいの覚
悟と責任を持った人です︒もう一つは︑
やはり結果を出せる人です︒﹁数字﹂と

する時︑どんなところを重視しますか︒
角南 大げさな言い方ですけれど︑自分

その会社はとても強いと思います︒角南
社長は﹁この人を幹部候補に﹂と抜てき

長に憧れるといういい連鎖をつくれたら

くとも︑私はそういう直感を大事にしま

ぶのもこれとまったく同じで︑ひと目で

ています
︵笑︶
︒﹁好き﹂という感情は瞬

よ
︵笑︶
︒よく﹁少しずつ好きになった﹂

ういう社長にこそ︑社員は付いてくると
私は思っています︒実はあと一つ︑幹部
候補を見極める私流のやり方があります︒
それはファーストインプレッションを重

社長は圧倒的な仕事量をこなさければい
けません︒﹁社員の誰よりも働く﹂︒そ

いう結果を示して引っ張れない人には︑
下の人間も付いていかないと思います︒

︵笑︶

Navigator

︵次頁に続く︶

とですね︒その発想はありませんでした

角南 恋愛と人事は直感が大事というこ

す︒

ピンとくる人間じゃないと難しい︒少な

で深まっていくものです︒幹部候補を選

間で決まるもので︑それは時間がたつ中

と言いますが︑私はそれはうそだと思っ

視するということです︒恋愛と一緒です

近藤 同感ですね︒部下よりも上司の方
が働いて当たり前︒部下が休日出勤をし
ているのに上司が平然と休んでいるよう
ではダメだと思います︒そう考えると︑

角南 幹部教育も︑やはりコミュニケー
ションが大切なわけですね︒
近藤 育てるには時間がかかります︒そ
れでも社員が上司に憧れ︑その上司が社

10

うちナビ 角南 圭社長
ネクシィーズ 近藤太香巳社長
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ります︒特に社長は会社の広告塔です︒

が相手に与える印象を意識する必要があ

クシィーズ﹂と言っていますが︑自分の

あれこれ口出しＯＫです︒﹁オール・ネ

ろんですが︑違う部署の仕事であっても

近藤 当社の場合︑同じ部署同士はもち

いです︒

員には﹁小さくまとまるなよ﹂と言いた

にはしたくないですからね︒特に新入社

近藤 目先だけしか見えないような人材

思います︒

あります︒私は上場取りやめも経験しま

場しても︑希望の株価が付かないことも

す︒逆に５億円になるのを待ってから上

る﹂というふうに市場から見てもらえま

Takami Kondo

社長の印象がそのまま会社の印象になる
担当している仕事だけ︑つまりは１つの
︵現ＪＡＳＤＡＱ︶への上場や東証一部
上場も経験しました︒ある意味︑上場の

角南 弊社でも店舗間の競争はどんどん

社にとってもいい影響をもたらします︒

それを共有して成長していく関係は︑会

と思いますが︑御社のような規模の会社

０名規模の会社なのでできていることだ

に見せています︒もっとも弊社は︑１０

ことがスケルトンで︑すべて隠さず社員

角南 弊社も同じです︒社内のあらゆる

億円の間で上場した方が﹁成長が見込め

思います︒むしろ︑利益が１億円から２

近藤 数字的にはもっと早くてもいいと

場したいと思っています︒

ースで５億円を達成したタイミングで上

角南 ２０１５年をめどに︑経常利益ベ

ことも大きなメリットでしょう︒しかし

ちろん︑未来に期待する資金力ができる

り多くの学生が来るようになります︒も

社会的信用も上がり︑会社説明会にもよ

るのは事実です︒働いている社員自体の

近藤 上場することで社会的信用が高ま

ょう︒当社の場合を例にするなら︑人事
には会社大好き人間を配属するようにし
ています︒会社に愛を持っているからこ

近藤 そのためにも上場はいいきっかけ
になります︒今頑張っている情熱も大切
ですが︑それだけでは続きません︒上場
することで広がる可能性を具体的に社員
に見せていく︒それも社長の務めです︒

不動産事業というのは︑非常に面白いビ
ジネスモデルだと思います︒角南社長の
今後の成長に期待しています︒
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︵前頁からの続き︶

話をしていく中

近藤 もちろん︑
で第一印象がく
つがえることも
たまにはありま
す︒でもごく少
数です︒やはり
ファーストイン
パクトが重要で
す︒ひるがえっ
て考えるなら︑
自分も相手に対
していい印象を
与えなければ︑
それから先のお
付き合いもない
ということです

ことを肝に銘じておかなければなりませ
パーツのみを見て仕事をするのではなく︑

から︑常に自分

ん︒

したし︑その後のナスダック・ジャパン

角南 その点は私自身︑襟を正していき
プロです
︵笑︶
︒自分が経験してきたこと
から必要があれば何でもアドバイスしま

してほしいですが︑同じ目標に向かって
でそれができているのはすごいことだと

すから︑そういう人材は残したいですね︒

すよ︒

進む仲間としての意識も忘れてほしくは

てない社員が多いということなのでしょ

には勝つということを証明したいのです︒ 悩みの種です︒やはり︑会社に誇りを持

近藤 ところで御社では︑将来的に上場

ありません︒

近藤 上場することだけがブランディン

そ︑必要な人材や同じように会社に愛を

ターンに対しても例外ではありません︒

大きなお金が動くようになっても︑決し
うか︒

持った人材に鼻が利くと思っています︒

﹁新人だからここまでしか見せない﹂や

て自分の本筋を見失ってはいけません︒

ていますか︒

ージや会社概要をセンスよく見せるなど︑ 近藤 離職する理由などはきちんと調べ

グではありません︒たとえば︑ホームペ

角南

適材適所というのであれば︑これほど人

一つ︑いいライバル関係をつくることも

瞬間的に大金を手にすることが幸せに直
いかに自分の会社をカッコよく見せるか

ら﹂や﹁頑張るよりも楽に仕事をした

事に適した人物はいないでしょう︒

必要です︒派閥みたいな対立は会社にと

結しないと私は思っています︒背伸びを
ということも重要です︒小さなことかも

い﹂という理由がよく聞かれます︒

角南 会社愛にあふれた人材が︑さらに

強いです︒

しすぎて自滅したケースもたくさん見て
しれませんが︑その積み重ねが会社の印

近藤 極端ですが︑やる気のない人間は

角南 ありがとうございます︒とても心

きましたし︑逆境から新しいビジネスモ
象になり︑ブランドになっていきます︒

引き止めても無駄ですから︑辞めてもら

会社愛のある人材を育てていくわけです

を視野に入れていると聞いています︒い

デルが生まれる場面も見てきました︒重
社員が会社に対して誇りを持てるブラン

ね︒

つ頃を予定しているのですか︒

要なのはお金ではなく︑上場することで
ディングが重要なのです︒

っても問題ありません︒ただ︑やり方に

Company Data

そこをしっかり見極めることが必要でし

得るブランド力だと思います︒

よってはやる気を取り戻す場合もありま

早稲田大学政治経済学部卒業。在学中に先輩とコンサルティング会社を
立ち上げる中、クライアントから会社譲渡の打診を受け、2007年2月に株
式会社うちナビを創業。以来6年間で12支社を展開する。

会社が成長した先にあるもの︑つまり未
来の可能性をイマジネーションさせれば︑
社員の会社への愛は一層深まるはずです︒
上場するというのは大変なことで︑生半
可でできることではありません︒だから
こそ︑それを成し遂げたらすごいことが
待っています︒そしてその未来に向けて
社員の心はひとつになります︒上場とい
う困難な壁を乗り越えて大きくステップ
アップするということは︑そういうこと
です︒
角南 弊社も社員と一丸となって上場を
成し遂げられるよう︑一層頑張りたいと
思います︒今後ともいろいろとアドバイ
スをお願いいたします︒
近藤 もちろんです︒御社のＢ Ｂ型の
to

﹁リーダーになれそうもないか

角南 私としては上場することで業界の
角南 会社に誇りを ……
ですか︒実は最
近︑弊社では離職者が増えてきており︑

Kei Sunami

設立年：2007年2月
所在地：東京都渋谷区
●不動産賃貸・管理・売買仲介

うちナビ

っても︑人を大切にしてきた会社が最後

イメージアップもしたいですし︑何と言

﹁ここから先は幹部のやること﹂という
って何のメリットもありませんが︑互い
に競い合いながら相手のいい部分は認め︑ 発想は︑当社にはありません︒

目指すは２０１５年の上場
ブランド力のある会社へ成長する

会社全体を見渡した上で仕事をしてもら

http://www.passion-leaders.com/

いたいからです︒これは新入社員やイン

強きリーダーが求められている現代
において、自らリスクを取り、企業を
立ち上げ、一歩を踏み出す起業家た
ちの応援組織として2011年4月に創
設。毎月1回の定例会をはじめ、アカ
デミー（人材教育）やビジネスマッチ
ング、さまざまな部会も開催。活動
を通じて次世代を担うリーダーたち
との交流やモチベーションアップが
図れることから、わずか2年間で会
員数は900名を突破。今、最も〝アツ
い〟経済団体である。

たいと思います︒

近藤太香巳氏が主宰「パッションリーダーズ」とは

近藤 人材育成という点で言うならもう

19歳の時、50万円を元手に会社を創業し、34歳でナスダック・ジャパン（現
JASDAQ）へ株式上場。その後37歳で2004年当時最年少創業社長として東
証一部に上場を果たす。プロモーション＆マーケティングを駆使したビジネス
モデルでグループ12社にまで成長させ、電子雑誌「旅色」
「SUPER CEO」な
どのコンテンツや、伝統文化教育事業のハクビ総合学院、インターネットサー
ビスプロバイダー「Nexyz.BB」を手掛ける。さらにDNA健康コンサルティン
グ「DiNA」、情熱経済人交流会パッションリーダーズの代表理事など、常に
新たな分野へ挑戦し続けている。また、早稲田大学や東京大学、一橋大学な
どでの講演活動も積極的に行い、若者の心を持ち前の情熱でリードしている。
JAPAN VENTURE AWARD 2006最高位 経済産業大臣賞受賞。

角南 圭（すなみ・けい）
Profile
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近藤太香巳（こんどう・たかみ）
Profile

〝人を大切にしてきた会社〟
を証明したい
上場を実現し︑業界のイメージアップを担う

パッショントークセッション

