テストに出る問題をくり返し集中して解
く事で効率よく理解し︑生徒も点数を上

近藤 なるほど︒たとえるなら︑運転免
許センターの近くにある講習所ですね︒

で︑まずは学校のテストで点数が取れる
ようになることに注力しています︒

されやすい部分は決まっています︒この
根幹になる部分を徹底的に学習すること

いること﹂や﹁勉強の仕方が分からな
い﹂ということです︒テストで特に出題

づきを見過ごしてわからないままにして

学校でいい成績を取れないという生徒
が勉強を嫌いになる主な理由は︑﹁つま

つ志の高い人﹂という加盟条件を設けま

石田 私もそう思います︒そこで加盟さ
れる方に﹁ある程度の投資が可能で︑か

近藤 そういった方はサービス業を経験
されていないからなのでしょうね︒

人ほど︑運営を失敗してしまう傾向が強
いようです︒

ことも理由の一つです︒前職でサラリー
マンとしてエリートコースを歩んできた

うな︑﹁教育する﹂ということを理解し
ていないオーナーを生み出してしまった

て︑上から目線で子供に接してしまうよ

際に閉校してしまった教室もあります︒
教室運営がうまくいかなかった原因とし

いたいという考えからです︒しかしなか
なか加盟に結びつかず︑最近は加盟数が

した︒教育に対して高い志を持つ︑そん
な﹁良い先生﹂に複数教室を持ってもら

げることができるのでしょう︒

２８０教室到達で見えた課題
求められるオーナー教育

調に伸びていったのですが︑開校後のシ

多くの方から支持を受けました︒先にお
話しした通り︑これまでは加盟者数も順

いと思います︒今は﹁集中﹂して︑オー
ナーを教育する仕組みを完成させること

いかないと事業としてバランスが取れな

れた今は﹁集中﹂をする時なのだと思い
ます︒ある程度拡大したら︑集中をして

石田 さらに︑セルモの教室は 坪から
伸び悩んでいます︒
の少スペースから開校できることもあり︑ 近藤 ２８０教室を開校し︑﹁拡大﹂さ

ミュレートが不十分で︑採算が合わなく
なってしまった教室が出てきました︒実

に力を入れるべきです︒力をかける比率
で言うと﹁集中﹂７割︑﹁拡大﹂３割程
度のバランスが良いのではないでしょう
か︒すでに加盟されている方には︑ノウ
ハウを浸透させて管理体制を構築するこ

営に関するノウハウがオーナーにまだ浸
透していないのではないでしょうか︒オ
ーナーによっては︑〝運営資金もない〟
〝運営の方法も熟知していない〟という
負の連鎖ができてしまっていることも考
えられます︒
石田 ﹁集中﹂しオーナー教育を確立さ
せることで︑加盟条件のハードルを下げ
られれば結果的に教室数の﹁拡大﹂にも
つながりますね︒
近藤 私も代理店やフランチャイザーを
した経験がありますが︑その中で気付い
たことは︑これらのシステムは﹁商売を
知らない人に商売を教える﹂ものである
ということです︒商品はパッケージで販
売していくことができても︑フランチャ
イズビジネスの場合は教育プログラムを
組み︑オーナーの教育を継続していかな
ければなりません︒加盟者はお客様でも
ありますが︑加盟される段階で見極める

近藤 石田社長はパッションリーダーズ
の支部︑﹁ＯＳＡＫＡ Ｂｒａｎｃｈ﹂
の立ち上げにもご協力をいただいていま
す︒また経営者としてのキャリアも長い
方ですので︑今日もお会いできるのを楽
しみにしていました︒ｅラーニングシス
テムを利用した︑パソコンでの個別学習
塾﹁セルモ﹂をフランチャイズ展開され
ているとのことですね︒
石田 パソコンにｅラーニングシステム
を導入して︑出題や回答︑解説のあとに︑
個人の理解レベルに合わせた出題までを
システム上で完結させることができる仕
組みです︒生徒一人一人に合わせて学習
の深度が変えられることが特徴となりま
す︒また教室運営の面からも︑パソコン
での学習は一人で運営をすることが可能
なのです︒
近藤 すでに２８０教室が開校している
とお聞きしましたが︑フランチャイズ展
開を始められてからどれくらいになるの
ですか？
石田 加盟店募集を開始してから５年ほ
どになります︒この加盟ペースは︑同業
他社でも過去に匹敵するところはないの
ではと自負しています︒昨年は 名︑一
昨年は１６０名が加盟しました︒
近藤 ｅラーニングシステムは︑一人ひ
とりに合ったペースで学習できるという
ことが長所ですね︒教室型でｅラーニン
グを導入している塾はほかにもあるので
すか︒
石田 当社と同様の塾はほかにもありま
すがそのなかでも当社が伸びているのは︑
検定済み教科書に準じた
﹁教科書準拠﹂
の
問題を提供できていることが大きいです︒

らばＢ Ｂもできるはずです︒個人のオ
ーナー向けに商品がパッケージ化されて
いるのはＢ Ｃで︑逆に石田社長が考え

近藤 現在は個人オーナーの加盟が多い

とも検討しており︑その一つが法人オー
ナーの方による複数店舗展開です︒

す︒また本部でも︑新たな仕掛けを考え
ています︒地方にエリア本部を設けるこ

せて︑ＯＪＴやオーナー研修も積極的に
行い︑オーナー教育を強化してきたいで

するスーパーバイザー制の体系化と合わ

域〟に︑どうアプローチをするかも悩み
の種になっています︒埼玉県を皮切りに

要になってくるでしょうね︒
石田 運営システムもですが︑〝空白地

ランチャイズパッケージを加盟者の要望
に合わせてオーダーメイドすることも必

られている法人向けはＢ Ｂですよね︒
この場合は今までとは異なり︑現行のフ

のですね︒法人オーナーでも︑新規事業

都内でブレイクしたこともあって︑現在
では全国にある﹁セルモ﹂教室の ％が

必要があるのではないでしょうか︒
石田 開校後も︑オーナーに運営指導を
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to

︵次頁に続く︶

は︑加盟希望どころか資料請求でさえ非
常に少ない︒

をきっかけに事業のシフトチェンジをし
関東地域となっていますし︑関東地区で
ていく事例は多いので︑良いと思います︒ の資料請求や問い合わせは今でも多いで
そのためのアプローチとして︑Ｂ Ｂと
す︒その一方で東北︑九州などの地方で
to

to

VOL.7

とがこれに当てはまりますね︒フランチ
ャイズとしてのシステムはすでに完成し
ているでしょうし︑ここでの﹁集中﹂は
塾運営に対するオーナー教育のスキーム

19歳で起業。自らの直観と情熱を武器に、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に伝えるべく始まった
同連載。7回目となる今回のゲストは、学習塾「個別指導のセルモ」をフランチャイズ展開しているエ
デュケーション・ネットワークス（大阪府大阪市）の石田信夫社長だ。

Ｂ Ｃは大差ありません︒Ｂ Ｂの経
験はなくても︑Ｂ Ｃの販売ができるな
to

パッション
トーク
セッション
を作り上げることです︒運営がうまくい
っていない教室があるということは︑運

to

エデュケーション・ネットワークス 石田信夫社長
ネクシィーズ 近藤太香巳社長
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to

FC募集開始から5年で280教室を展開
拡大から集中へのフェーズ切り替えが課題
to

10

パッショントークセッション

れてほしい﹂
ではなく
﹁自分はこう考えて

てもらう︒この時︑﹁こういう文言を入

直接デザイナーに伝え︑それらを理解し

いています︒社長が﹁言いたいこと﹂を

を内製化し︑私の直近にデザイナーをお

視していて︑当社でクリエイティブ部門

大切なこと︒私もプロモーションを重要

思いが伝わる資料をつくることは本当に

ポイントが絞られていて︑かつ言いたい

強みを理解してもらうことが肝要です︒

り込み︑同業他社が持ち合わせていない

込めた思いを︑﹁伝える﹂資料として作

しょうか︒たとえば石田社長がセルモに

して︑変えていくのが良いのではないで

という私の思いを伝えるのです︒この説

もあります︒ネクシィーズに入社しても

とが挙げられます︒その中には涙も笑い

私自らが思いやビジョンを語っているこ

ます︒その秘訣として︑新卒説明会でも

ションが高いという評価をいただいてい

近藤 当社は︑皆様から社員のモチベー

し込んでいきたいですね︒

えられる場所を設けて︑私の考えを落と

ンリーダーズのように︑自分の思いを伝

す︒近藤社長が主宰されているパッショ

をつくらないといけない︑と思っていま

イメージを変えて︑〝来てもらう導線〟

石田 おっしゃる通りです︒これからは

のです︒

ます︒さらにＳＶによってオーナーを教

しなくても︑素敵な大人になってほしい︑ 加盟してほしい﹂と伝え︑ふるいにかけ

ターンも紹介しながら︑﹁こういう方に

を伝える必要があります︒過去の失敗パ

らの思いのほかに︑理想の加盟者の条件

近藤 そうですね︒加盟説明会で社長自

ー向けの加盟説明会になりますね︒

石田 なるほど︒当社の場合は︑オーナ

いう強い絆があるのです︒

教え合うし︑なによりお互いが仲間だと

っているけれど︑互いに営業ノウハウも

成長します︒社員同士でライバル心は持

の〝イズム〟を理解した先輩にもまれて

のです︒そして入社後も︑ネクシィーズ

入社員としてネクシィーズの一員になる

ます︒それをくぐり抜けた精鋭たちが新

ています︒たとえば︑入社前のインター

新卒教育は︑内定が出た時点から始まっ

を社員に浸透させやすいですね︒当社の

新卒から育てていった方が会社のイズム

育︑指導していくのは大変なことですが︑

ンスが良いと思います︒社員を一から教

とを考えると新卒７割︑中途３割のバラ

近藤 新卒採用はすべきです︒将来のこ

考えると悩ましいところです︒

りますし︑ 名程度という当社の規模を

用が中心です︒新卒の教育は負担もかか

ます︒しかし現在は即戦力になる中途採

せるために新卒採用もしたいと考えてい

ても当社の方針を根底の部分から理解さ

石田 そういった意味では︑社員につい

教育をできるはずがないのです︒

Takami Kondo

いる﹂と伝える事が大切で︑自分の意見

しますので︑当然のように狭き門となり

ね︒それならば︑すでに仕組みが完成し

テムを新しく構築する必要がありますよ

ないですが︑ソフトウェアも含めてシス
ね︒

ッセージもぐんと伝わりやすくなります

いうようにターゲットを絞ることで︑メ

は︑会社の理念に基づいた魅力的なプロ

近藤 石田社長が今すぐされるべきこと

ませんね︒

内外に伝えられるようにしなければいけ

石田 自分が今︑描いているベストを社
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︵前頁からの続き︶

近藤 それはどうして
ですか︒
石田 共通する理由と
して︑通塾率が低いと
いうことが挙げられま
す︒ターゲットとして
いる小中学生ではなく︑
﹁高校生になってよう
やく塾に通い始める﹂
という状態なのです︒
そういった地域では︑
今後どのように展開を
進めていくべきでしょ
うか︒地域と親和性の
高い︑ＪＡや郵便局な
どへのプロモーション
も考えているのですが︒

を押しつけてはいけません︒こうして︑

ン制度︒これは単なる体験入社ではなく︑

で︑社会人としてどうあるべきかを徹底
的に教え込むのです︒そして︑このイン
ターン制度を経験した内定者は︑プロの

石田 今後は教科書の科目以外にも︑実

石田 海外展開も考えていましたが︑日

業家に共通しているのは︑現状から少し

本に来たい人に照準を合わせるというの

背伸びをしてでも自分の会社をかっこ良

ている教育部門で言葉を変えて海外に展

ては理想と現実

く見せようとする意識があったというこ

開する方が面白いのではないですか︒主

のギャップに苦

と︒お金がないからこそ︑まずはブラン

社会で役立つ力としてプレゼンテーショ

しみました︒そ

ディングで会社のイメージを高めるべき

ン︑コミュニケーション能力などを養成

こでどうしたら

です︒メッセージが伝わる広告戦略で︑

モーションです︒パンフレットや案内サ

理想と現実がつ

他社と差別化することにもこだわりたい

イトなどでメッセージが明確に伝わる資

ながるのかを自

ですね︒

は目から鱗でした︒ほかにも多くのアド

らに問い続け︑

石田 プロモーションに力を入れながら

バイスをいただきましたが︑今からいろ

ベストとは何か

も︑誇大広告にならないようにサービス

にアジア地域全般︑特に日本での就業を

を追求してきま

品質の向上にも努めようと思います︒同

希望している人に焦点を当てるのがいい

した︒﹁今︑も

時に企業として拡大するために︑新卒採

するコンテンツを提供していきたいと考

しこれができた

用も始めたいです︒

えています︒またシニア層にも注目し︑

ら最高だな﹂と

近藤 指導する上司が悪かったら部下も

料を作ることも含めて︑いかにして自分

いうベストを描

悪くなってしまいますからね︒いろいろ

デイケアや老人ホームに教育コンテンツ

いて︑何が何で

な目標が見えてきたならば︑それに対し

の会社をブランディングするかが大切で

も近い所に持っ

てアクションを起こすか起こさないかが

いろと準備をしないといけませんね︒

ていく︒そうで

ターニングポイントになります︒これか

と思います︒アジア諸国の方が日本に来

ないと人間は変

らも頑張ってください︒

す︒私自身や他の業績を伸ばしている起

わることはでき

近藤 そうですね︒事業を始めて私もい

ません︒

ろんなものが﹁足りない﹂なかで︑かつ

設 立 年 ：平成13年5月
所 在 地 ：大阪市東淀川区
事業内容 ：「個別学習のセルモ」ＦＣ本部

たいというニーズは確実にありますし︑

エデュケーション・ネットワークス

﹁日本で就業したい人に向けた教育﹂と

ターゲットを絞ったメッセージ作り
と会社のブランディング向上が鍵

顔をして入社式を迎えるのです︒

30

今後は法人オーナーの獲得にも注力
シニア層向けの教育コンテンツも視野に

が特徴で︑給料も支払っています︒ここ

して初めて︑パンチの強い資料ができる

社員同様のプロとして仕事をさせること

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

育することがとても大切です︒教育者と

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1000名を突破。今、最も〝ア
ツい〟経済団体である。

しての考えを持たない人が︑子供たちに

近藤太香巳氏が主宰「パッションリーダーズ」とは

明会に参加した学生の ％が当社を志望

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。

デザイナーが社長の思いを理解し︑形に

近藤 仕掛け方を見直

近藤太香巳（こんどう・たかみ）
Profile
Company Data

を提供することも考えています︒

1958年京都府出身。24歳から教材販売、家庭教師派遣事業で起業を果
たし、2001年より、デジタル教材を普及させるエデュケーション・ネットワ
ークスを設立、ITを最大限に活用し、新しい教育のあり方を推進する。

近藤 シニア層へのアプローチも悪くは

Nobuo Ishida

石田信夫（いしだ・のぶお）
Profile
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