フをしていたのですが︑そこでお世話に
なったＮＴＴドコモの課長さんから﹁今︑
ドコモショップの人たちで会社を作ろう
としているから︑君も行ってみな﹂と教
えていただき︑その人たちに会いに行っ
たのです︒そこでスタッフの人たちと話
をしているうちに︑﹁もっとこうした方
がいい﹂﹁ああした方がいい﹂となって︑
気が付けば知らないうちに私もその輪に
入っていたのです︒そしてそのまま先輩
が社長をやり︑私もボードメンバーとし
て起業しました︒その後︑まず最初に手
掛けたのが︑ドコモショップのスタッフ
さん向けの研修でした︒携帯電話といっ
た分かりにくい商品を︑分かりやすく楽
しくスタッフの方に教えることで︑売れ
るための支援を行っていたのです︒当時
の研修というのは︑﹁集合型﹂といって︑
ショップのスタッフさんたちをわざわざ
一カ所に集め︑〝元キャビンアテンダン
ト〟といった女性が偉そうにやる︒全然
つまらないじゃないですか︒第一︑受け
るスタッフたちにスポットが当たってい
ない︒ですから私たちは﹁訪問型﹂とい
ったショップに訪れて研修を行う形にし
たのです︒その結果︑〝楽しい〟や〝わ
ざわざ来てくれる〟という評判が立ち︑
一気に会社を軌道に乗せることができた
のです︒
近藤 なぜ︑そのような順風満帆な状況
からあえてまた起業したのですか︒
桑野 業績が伸び始めたことで︑社長た
ちが調子に乗ってしまったのです︒派手
な買い物をしたり︑外車に乗り始め︑次
第に﹁顧客と癒着しているんじゃない
か？﹂といった変な噂も社外から出るよ
うになってきたのです︒その結果︑クラ

ピアズ 桑野隆司社長

近藤 桑野社長はパッションリーダーズ
の参事として活躍してもらっていますが︑
最近ではＮＡＧＯＹＡ Ｂｒａｎｃｈの運
営にも注力してもらっています︒実は出
会って４年ほどたちますが︑こうして２
人で事業の話をする機会があまりなかっ
たので︑今日はすごく楽しみにしていま
した︒早速ですが︑桑野社長はどういう
きっかけで起業したのですか︒
桑野 簡単に言ってしまうと︑サラリー
マンになれなかったので社長をやったと
いう ︵
…笑︶︒当然︑就職活動もしたの
ですが︑当時は就職氷河期の真っただ中︒
ですから圧迫面接みたいなものも多かっ
たのです︒その中で今でも特に覚えてい
ることがあります︒ある不動産会社での
面接だったのですが︑﹁宅建の免許を持
っているか﹂と聞かれ︑ないと伝えると
﹁そんなことも準備せずに来るなんてダ
メな人間だ︒２カ月後にある試験を通っ
たやつだけ来い﹂と言われて︑とにかく
その態度が偉そうだったのです︒ものす
ごく悔しくて︑その後宅建の勉強をして
試験に受かってその会社に行ったところ︑
﹁君みたいな人材を待っていたよ﹂と言
われたので︑﹁私はそんな会社に入りた
くない﹂と言って断りました︒今思うと
生意気じゃないですか︒ただ当時はもう︑
悔しくて何か言いたくて︒熱くなれるも
のであれば︑何でも良かったのです︒そ
んな性格だから︑当然サラリーマンには
向いていないとも思っていました︒
近藤 なるほど︵笑︶︒そんな桑野社長
が︑現在の主軸事業である携帯電話のセ
ールスプロモーションと出会ったのは︑
どんな流れだったのですか︒
桑野 学生の時に携帯電話の販売スタッ

︵次頁に続く︶

カ月で上げるために︑当社社員１人に対
実際には﹁つらいから辞めます﹂といっ
応させて約 万円ほどの収益となります︒ て辞めていく人も結構います︒こうした
ただ実稼働は月の３分の１程度なので︑
状況を打破するためにも︑仕事の発注者
１人当たり１カ月で３︑４店舗を担当し︑ である川上のキャリア企業と近い立場で
１５０万円から２００万円の売り上げを
仕事をしなければならないと思っていま
生み出してくれます︒前期は売り上げが
す︒マーケティングや戦略立案といった
５億円で︑２５００万円の利益︒利益自
上流の仕事も一部やらせていただいてい
体はもっと出そうと思えば出せると思う
ますが︑それも私と専務ぐらい︒おそら
のですが︑極力︑社内に還元したいと考
く７割ほどが︑プロモの企画や販売員育
えています︒最近では︑社内のコミュニ
成といった川中の仕事であったり︑現場
ケーションのために社員へ交流経費を渡
などの川下の仕事︒近藤社長はこれまで
してみんなで飲みに行かせたり︑会社の
にＷＯＷＯＷやスカパー︑Ｙａｈｏ
近くに部屋を借り︑そこを﹁想いの共有
ｏ！ ＢＢといったサービスの販売代理
部屋﹂としてみんなで語り合う場を作る
店として活躍されてきましたが︑より上
などしています︒
流の仕事をするためにはどうしたらよい
と思いますか？
約７割が川中から川下の仕事
近藤 コンサルティングやマーケティン
より上流・源流の事業考案が急務
グというビジネスは︑当社のように依頼
主のモノやサービスを川中や川下で売り︑
そこでお金を生み出す﹁完全販売代理
店﹂とは少し異なります︒一つの流れの
中で仕事をするという意味では︑確かに
川中や川下の仕事だと感じるかもしれま
せんが︑ただ依頼主という〝源泉〟が急
に途絶えることはない︒つまり︑ＮＴＴ
ドコモがドコモショップをなくすという
ことはありません︒ですから御社がしっ
かりしたサービスと取引を積み重ねてい
けば︑今後も着実に仕事を受注していけ
るのです︒
桑野 確かに当社のようなコンサルティ
ングやマーケティングは︑今後も確かな
ニーズがあると思います︒しかし今後は︑
全体予算が少なくなっていくと思われま
とうた
すので︑市場は淘汰が進み︑残存者利益
に頼るだけになってしまいます︒であれ
ば主要クライアントであるＮＴＴドコモ

19歳の時、わずか50万円を手に起業した青年は、自らの直感と情熱を武器に37歳で東証一部上場を果たした。一
介の若者から成功者へ駆け上がったネクシィ―ズの近藤太香巳社長のその起業人生には、もちろん成功だけでは
ない、失敗や挫折も数多く含まれている。だがその凝縮された人生には、若者起業家たちへの多くのヒントも隠さ
れているはず。そんな近藤社長が、次世代を担う若手経営者をゲストに招いて経営について語るのが同連載。8回
目となった今回は、携帯電話のセールスプロモーション事業を柱に活躍するピアズの桑野隆司社長だ。

近藤 ﹁想いの共有部屋﹂というのは面
白いですね︒当社でも本社のすぐ隣のビ
ルにゲストルームがあるのですが︑それ
と同じ感じですね︒みんなでイズムを共
有する意味ではすごくいいことだと思い
ます︒現在︑社員は何名ですか︒
桑野
名ほどです︒この携帯電話業界
だけでなく︑アパレルの店長といった現
場出身者が多く︑みんな弱者の味方とい
うか﹁現場の人たちを何とかしよう﹂と
いうことにやりがいを感じている人が多
いです︒ただ一方で︑その労力からする
とあまり効率の良いビジネスではないと
も思っています︒同業他社がほとんど存
在しないという点では強みかもしれませ
んが︑特殊なノウハウも必要ですし︑特
に現場周りの改善などはあまり業務効率
が良くありません︒人がやりたくない仕
事という意味でニッチではありますが︑
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イアントである大企業の人事異動ととも
に仕事も干され︑それまで伸びていた業
績も一気に落ち込みました︒そしてその
途端︑社内の雰囲気も険悪になり︑社員
はみんな会社や社長の文句ばかり︒一方
で︑社長は社長で﹁おまえは社員と一緒
になるなよ﹂と言う︒次第に社員からは
﹁おまえは社長の犬だ﹂と呼ばれ︑社長
にも﹁おまえはどっちの味方だ？﹂と詰
められ︑自分はいない方がいいのではな
いかと思うようになったのです︒
近藤 それは大変でしたね︒そういう状
況であれば︑自分で飛び出してやろうと
考える方が賢明ですね︒
桑野 退職した際には︑いろんなお客さ
んから﹁一緒に仕事をしよう﹂といった
言葉を頂きました︒ただよくよく考えた
時に︑私は携帯電話ショップの現場で疲
弊している人たちの味方になりたいと思
ってそれまで仕事をしていたのに︑そう
なりきれていない自分の現状にも寂しさ
を感じました︒それであれば︑起業につ
いてよく分からないけど︑１回やるだけ
やってみようということで会社を作った
のです︒
近藤 今の事業もそれまでと同様なこと
を行っているのですか︒
桑野 いくつかの事業がありますが︑中
でも﹁携帯電話をいかに売るか﹂といっ
たセールスプロモーション事業が主軸と
なっています︒そのため︑先ほど申し上
げた携帯電話ショップのスタッフに向け
た研修もあれば︑携帯キャリアから求め
られて土曜日・日曜日でイベントを行い︑
企画からアルバイトスタッフの派遣まで
を一手に引き受けています︒通常は︑ド
コモショップ１店舗の売り上げ数字を１

ネクシィーズ 近藤太香巳社長

38
Business Chance 2014.2
Business Chance 2014.2
39

社員数40名で迎えたマンパワー経営の限界
人事制度と高収益事業の構築が今後のカギ
40
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Takami Kondo
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7カ月で会員数は
1300名を突破。今、最も〝アツい〟経済団体である。

to

したものであり︑そこが一つのボーダー
だと思っています︒それ以下であれば結
局苦労するだけで︑利益になっていかな
いし︑未来を開拓できない︒私はまずそ
こでビジネスを見極めます︒

綿密な利益計算と目標数字の共有
トップ営業から全員野球へ

近藤太香巳氏が主宰
「パッションリーダーズ」
とは…

数字か﹂と考えた時に︑ ％の利益を目
指せるもの以外はやらないと決めました︒
そしてそこで気付いたのがＢ Ｂのビジ
ネスだったのです︒もちろん︑今でも売
り上げのほとんどはＢ Ｃですが︑これ
はどんどん価格破壊が起こっていくので
利益も下がっていきます︒Ｂ Ｃで営業
コストをかけるというのは︑よっぽど高
額なものであれば別ですが︑本当に安く
て良いものを顧客に提供しようと思った
らとても厳しくなります︒
桑野 これまでは︑社員に﹁お客さんを
喜ばせる﹂といった理念を優先させてい
たため︑数字の教育をほとんどしてきま
せんでした︒﹁数字は俺がコミットして
くるから﹂という形で︑私自らトップ営
業で売り上げを立てていました︒そして
３億円ぐらいまでは自分で何とかしてき
たのですが︑今後はもっとボードメンバ
ーにも︑会社の数字について共有する仕

40
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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10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。

方で︑こうした事業の進め方は力が分散
してしまう︒そう考えた時に︑﹁これは
逆に会社の成長を妨げる﹂と考えるよう
になったのです︒それ以来︑私は﹁自分
が命を懸けてナンバーワンになれること
しかしない﹂といった︑ある程度自分の
見方を絞りました︒
桑野 事業選定のポイントはどこにあっ
たのですか︒
近藤 一言で言うと︑﹁Ｂ Ｂ﹂のビジ
ネスです︒これまで当社では︑通信事業
であるＮｅｘｙｚ Ｂ. Ｂを販売してきま
した︒そしてその結果︑今では約 万人
の顧客へ通信回線を提供し︑継続収入の
合計は 億５０００万円入って来るビジ
ネスになっていますが︑当然︑営業コス
トもかかります︒そしてある時︑この数
字を振り返ったのです︒そうしたら利益
率はたったの４％︒﹁寝る間も惜しんで
これだけ命懸けてきたのに︑それがこの
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近藤太香巳（こんどう・たかみ）
Profile

私がどこまで腹をくくってできるかだと
思います︒
近藤 社員の能力が向上するのは︑自分
に部下ができた時です︒しかしずっと会
社の規模が変わらなかったら︑いくらモ
チベーションを与えたところで社員は夢
を失くします︒人が増えるということは
すごく大変ですし︑リスクも大きい︒し
かし人が増えることでその上司がしっか
りしなければいけないため︑結果として
人を増やすことは能力を高めさせること
にもなるし︑未来の希望にもなる︒その
ためには︑企業の規模に応じたモチベー
ションの与え方も変わるのです︒社員が
増えてくれば︑﹁この数字でこの先上に
登れると思うか？﹂といった科学的な数
字といったものを根拠にし︑その数字を
コミットさせた上で︑﹁それができたら
みんなでご飯に行こう﹂といったモチベ
ーションの与え方をする︒こうした制度
的な取り組みは︑企業にとって成長のた
めの転換期であるとも言えます︒ただこ
の転換期を乗り越えて一つの成長スキー
ムができたら︑モチベーションのある会
社は必ず伸びていきます︒
桑野 おっしゃる通り︑社内の組織体制の
形は今後もっと制度化していかなければ
ならないと思っています︒またそれと同様
に︑事業体系の変革も問われていると思っ
ています︒今後は事業の全体予算が縮小
化し︑中でも地方の予算はなくなるとも
言われています︒そのため今後は︑中央集
権化に合わせて営業部門を東京へ移管し︑
そこから契約した仕事を名古屋や大阪︑
広島や九州といった拠点に回していくこと
も考えていきたいと思います︒近藤社長に
も引き続きご指導いただければ幸いです︒
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何とかしたいとは思っているのですが︒
近藤 ここは︑ものすごくシビアなこと
を言いだす場面だと思います︒その気持
ちはすごく分かります︒私もこれまで
﹁頑張ったらできないことはない﹂とい
うモチベーションを言ってきました︒
名だったらそれで行ける︒ただ１００名︑
２００名となったら︑これは話が変わっ
てきます︒なぜなら自分の部下であれば︑
﹁何とか引き上げよう﹂とか﹁モチベー
ションを与えよう﹂といったことができ
るけど︑人が多くなると自分の手から離
れていきます︒そうなるともう制度でや
っていくしかないからです︒実はつい最
近も社内で怒ったことがありました︒当
社では社員のモチベーションを上げるた
めに実力人事︵昇格人事︶というものを
行っているのですが︑社員１０００名中︑
毎回 名︑１００名と昇格している一方
で︑降格者がまったくいなかったのです︒
そこで思ったのが﹁これは上から
変えなければいけない﹂というこ
とでした︒そうして決めたのが︑
全グループの役員を２年で絶対２
名交代させるというもの︒個人の
成績や任せている部署の成績︑あ
とは﹁自分がこれだけ成績を上げ
たので︑この役職は自分に等し
い﹂といった文章も上げさせます︒
これは非常に有効です︒取締役や
部長︑課長と言った肩書は︑外さ
れると知った時︑初めてその重大
さに気づくのです︒
桑野 最近になってようやく厳し
いことを言い始めましたけど︑や
はり言いだしたばかりなので︑そ
んなに伝わらないですね︒今後は
設 立 年 ：2005年1月
所 在 地 ：愛知県名古屋市
事 業内容 ：イベント事業、販売員育成事業、セールスプロモーション事業など

桑野 当社の事業は﹁お手伝い﹂なので︑
かつての近藤社長のように販売代理店と
してしっかり数字を握っているわけでは
ありません︒ですから︑そこの利益率な
ども含めて事業の再編をしなければいけ
ないと思っています︒
近藤 私 自 身 ︑ 最 近 に な っ て よ う や く
﹁ナンバーワンになれるものしかしな
い﹂と実感するようになりました︒それ
までは︑いろんなものを売ってきてなま
じ売れてしまうので︑赤字が出ないから
いいやと思ってやってきました︒ただ一

Company Data ピアズ

以外のキャリアからも仕事をも
らえばいいのかもしれませんが︑
やはりＮＴＴドコモにはお世話
になった人たちもいるので︑そ
う考えると現在のお付き合いを
優先させてしまうのです︒その
点は経営者として良くないと思
っており︑今の事業を信念だけ
でやるのはダメで︑まさしく今︑
事業変革を迫られていると感じ
ています︒いろいろと思い浮か
ぶアイデアはあるのですが︑近
藤社長が普段から言われている
ように﹁ナンバーワンになれる
のか﹂と考えると︑付け焼き刃
だと思ってしまうのです︒
近藤 私は通信の世界に誰より
も長く︑それこそＮＴＴドコモができる
前からいますが︑以前は通信の世界でも
爆発的なバブルは何度かありました︒し
かし︑もう今後は起きないと思っていま
す︒〝コンテンツ〟といった部分ではあ
るかもしれませんが︑端末の販売の部分
ではもう起きないでしょう︒ですからそ
こへ人の何倍も努力して力を注いでも︑
大した利益にならないと思います︒それ
よりも︑利益になるものを追求しようと
考えることが重要なポイントだと思いま
す︒そして利益という意味では︑営業す
るのに粗利益で１人当たり１００万円以
上のビジネスでなければ面白くない︒当
然︑スタートの時は仕方がないけど︑３︑
４カ月から半年ぐらいまでに１人１００
万円を達成できるビジネスというのは︑
うまく回っていきます︒これは事務所の
場所や電話代︑給与といった固定費にも
よりますが︑純利益で 万円ほどを想定

きました︒これは右腕や左腕といった︑
事業を任せられる人間が出てきたからだ
と思っています︒
近藤 ３億円︑４億円といった売り上げ
は自分の営業力で何とかなります︒でも
それが 億円︑ 億円︑１００億円と
なってきたら︑まずそれは無理︒そうな
ってくると︑数字に対して責任感や厳し
さを持つ人間を育てないと︑もう会社は
大きくなっていきません︒

規模拡大への近道は
数字評価を徹底した社内制度

1976年7月7日生まれ、京都府出身。20歳の頃からワーキングホリデー
などで海外を渡り歩いた後、名古屋でセールスプロモーション事業を
行うベンチャー企業の立ち上げに参画。28歳の時に起業し、その後は
イベントの企画から現場まで、ワンストップで手掛けるビジネスモデル
を確立。現在も数多くのプロジェクトに携わっている。

桑野 クライアントからはどんどん成果
を求められるのですが︑一方で市場環境
が厳しくなり︑﹁一生懸命頑張っている
のに成果が出ない﹂といった状態になり
つつあります︒そしてその結果︑退職し
ていく仲間も出ているのが現状です︒ス
タッフの待遇や組織の強化といった点も

桑野隆司（くわの・たかし）
Profile

組みを作るべきだったと思っています︒
近藤 私はこれまで︑社員のやる気や本
気︑情熱といったモチベーションを大事
にする会社を作ってきましたが︑一方で
数字に対してはすごく厳しく見ています︒
やはり営業というのは数字をコミットさ
せていかないと社員が育っていきません︒
なぜなら上司がどんなにモチベーション
が高いことを言っても︑部下の数字に負
けた時点で︑部下は上司のことを尊敬し
なくなるからです︒でもそれを﹁違う︑
数字じゃないんだ﹂と言ったら︑その部
下はその会社でのやりがいがなくなって
しまいますからね︒
桑野 本当にその通りだと思います︒よ
うやく当社でもこの１年でそんな話をす
るようになり︑５︑６人がそこに応える
ようになってきてくれました︒その結果︑
３億円だった売り上げが５億円になり︑
今期は７億円を見込めるぐらいになって

Takashi Kuwano
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