ということを事前に話した上で︑
国内すべてのメーカーと契約を締
結しました︒ですが︑顧客に対し
て既存設置しているメーカーから
の乗換提案を積極的に行っている
わけではありません︒顧客に複数
の機器を比較してもらい︑その上
で他社の提示価格を既存設置して
いるメーカーに伝えてしまうので
す︒そうすることでメーカーは他
社と比較し︑価格を下げざるを得
なくなる︒顧客は安価に機器を購
入できるし︑メーカーも既存顧客
を取られることはなくなる︒この
仕組みをメーカーに提案し︑国内
全てのメーカーと販売契約を結ぶ
こと が で き ま し た ︒
近藤 面 白 い で す ね ︒ ﹁ 価 格ド ッ
トコム﹂のアナログ版とでも言う
べきでしょうか︒あれもメーカー
に価格を競わせることで安価とな
り︑消費者に還元させる仕組みで
す︒あえて他社と価格を競うこと
で顧客を一気に囲い込む︒とはい
え︑実際︑その理屈通りにうまく
いく の で す か ？
髙橋 現在当社は︑東芝の販売代
理店としてトップシェアを獲得し
ています︒その東芝も︑当社と契
約する前までは国内オフィスでの
シェアは６位でしたが︑その後は
かなり伸びはじめました︒以前ま

クレーシェ 髙橋正英社長

VOL.10

での東芝の営業は大手企業に限定
されていたのですが︑当社が対中
小企業の窓口となりシェアを伸ば
していきました︒他社にとっても︑
複数契約を結ばせることで結果と
して営業先が分散することになっ
ても︑トータルではこれまで以上
の成果を出すことはできています︒
もちろん︑当社にとっても複数メ
ーカーと契約を結んでいることが
営業的な強みとなっています︒例
えば顧客が使用している機器が故
障してしまったとき︑場合によっ
ては同一メーカーの商品を再度導
入することに抵抗を覚える顧客も
いらっしゃいます︒そうした際に
別のメーカーの機器を提案できる
ので︑メーカーと顧客の間でフラ
ットな立ち位置にいることができ
るのです︒顧客に対しては複数の
メーカー商品が提案でき︑メーカ
ーに対しては一定の販売数を提供
できるという両面性が当社の強み
となっているのです︒
近藤 実 績を作り上げたことで揺
るぎない強みとなったのですね︒販
売代理店としてどうやって強みを作
るかは︑非常に難しいことです︒私
も自社のＩＳＰとしてソフトバンク
のインフラを使用する︑Ｎｅｘｙｚ .
ＢＢという事業を展開しています︒
中身が一緒なのですが︑当社の方が

複数メーカーとの契約で独自性獲得
創業６期目、目指すはIPO！
19歳で企業。2004年、自らの直感と情熱を武器に当時最年少となる37歳で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。一介の若者から成功者へと駆け上がったその企業人世には、数えきれない成功・失敗・挫折
が含まれている。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き、経営について語る同コーナー。記
念すべき10回目を飾るのは、オフィスの総合コンサルティング事業を主軸とするクレーシェの髙橋正英社長だ。

料金は安くなっています︒当社はそ
れにより顧客獲得がしやすいですし︑
ソフトバンクにとってもメリットが
あるのです︒つまり︑同事業で市場
トップまで顧客を獲得した状態にな
った場合︑そこからさらに顧客を獲
得するというのは非常に難しくなる︒
例 えば他社が価 格を引き下げてそ
れに対抗しようとした場合︑すでに
いる大多数の顧客まで値下げするこ
とになるので︑利益が大幅に下がっ
てしまいます︒逆に当社のように０
から顧 客を獲 得 するために価 格を
下げるのは︑なんの痛手もありませ
ん︒ソフトバンクがドコモのシェア
を崩したのと同じ手法です︒このよ
うに同じ製品を扱う中で︑いかにし
て違う角度での売り方をクリエイテ
ィブするのか︒これが企画・営業会
社としての強みなのです︒
髙橋 確かに︑与えられた価格で
販売数を競うとなると︑単純に営
業力の勝負になってしまいます︒
同じ﹁コピー機を売る﹂という土
俵に立ったとき独自の強みを持つ
には︑複数メーカーの販売を行う
代理店というオリジナリティが必
要でした︒東芝においては当社が
代理店としてトップの売り上げを
上げたことで︑いち代理店であり
ながら商品を提供する方法を自分
たちで選ぶことができるようにな

ネクシィーズ 近藤太香巳社長

髙橋 一番最初にお会いしたのは︑
実は私が創業する前の︑今から 12
年ほど前になるのですが覚えてい
らっしゃいますか︒
近藤 覚えてない︵笑︶︒でもこう
して創業し︑一緒に話すというの
は何か縁深いものを感じますね︒
今はどんな事業を展開しているの
ですか︒
髙橋 創業期から始めた︑コピー
機の代理店事業が主軸となってい
ます︒他社の場合は特定の１社と
だけ代理店契約を結び販売を行っ
ていますが︑当社の場合は国内の
全てのメーカーと代理店契約を結
んでいますので︑複数のメーカー
を提案し︑顧客ニーズにあった商
品を提供できることが強みとなっ
ています︒
近藤 代理店ビジネスでは私もい
ろいろな事業を展開しました︒し
かしそうしたメーカーは一つの代
理店が複数と販売契約を結ぶのを
嫌いますよね︒なぜそれができた
のでしょう？
髙橋 当初の段階では︑いち担当
者がやってきて契約の話をしてい
ました︒相手が担当レベルでは複
数契約に対して﹁ノー﹂としか言
いません︒そこで私は各メーカー
の取引決済者に直接アポイントを
取り︑﹁専売では販売できない﹂

ったのです︒
近藤 代理店というのは︑商品の
源泉とはなり得ない︒だからこそ
角度や見せ方を変えることが価値
になるのです︒メーカーが発明家
であるならば︑私たち代理店も発
見家にならなければいけないので
す︒それに代理店であってもトッ
プシェアを築けば︑ソフトバンク
のような巨大企業のインフラに入
りこんで重要なポジションに就く
ことができるというメリットもあ
るのです︒
〝ギリギリの業績〟がＩＰＯの理想
株価動向も視野に入れた上場戦略
髙橋 売り上げが順調に推移し︑
事業拡大とともに組織も拡大して
いますが︑同時に悩みにもなって
います︒当社の営業は若手が多い
のですが︑大手企業を相手にした
際にそれが会社自体の信用性を疑
われるという事態を引き起こして
いる場合もあるのです︒そこで上
場ということを具体的に考えるよ
うになりました︒
近藤 上場は起業家として１つのの
夢であると同時に︑社会的信頼を獲
得 する最上の手 段でもあり ますか
らね︒実際︑営業会社であれば上場
前は︑よく﹁何をやっている会社な
のか﹂と聞かれることも多かった︒
︵次頁に続く︶
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︵前頁からの続き︶

自社での持ち株についてもそうで
す︒上場したてのころは持ち株比
率をある程度残しておかなくては
危険という意識がありました︒と
ころがよく考えてみると︑仮に持
ち株比率が低くなったことが原因
で買収されそうになったとしても︑
当社の商品はメーカーや工場のよ
うな︑製造力を武器にした﹁モ
ノ﹂ではなく︑サービスという価
値を見出す﹁クリエイティブ力や
人財力﹂が強みであることから︑
当社の買収リスクは非常に低いの
です︒もし万が一︑そんなことが
あっても︑社員のみんなは僕につ
いてくると思いますよ︵笑︶
髙橋 営業が強い企業ならではと
いうことですね︒確かにそうした

Takami Kondo

円という状態で上場できるのでし
ょうか？
近藤 むしろ１億円がギリギリの
ラインでしょう︒その状態でもビ
ジネスモデルに将来性があり︑会
社にＩＲを出せる体制が整ってい
れば上場できると思います︒私は
２０００年にＩＴバブル崩壊の影
響で上場取り消しになりました︒
翌年は市場の状態があまりよくな
かったため延期し︑２００２年に
ナスダック・ジャパン︵現ジャス
ダック︶市場に上場︒その後２０
０４年に東証一部へと上場しまし
た︒結果︑計４回も上場経験に近
い体験をしましたし︑それによっ
てわかったこともたくさんありま
す︒さきほどの話もそうですが︑

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

上場できるはずです︒
髙橋 早く︑ということに意味が
あるのですか？
近藤 ギリギリ上場できるタイミ
ングで上場し︑そこから業績を伸
ばすというのが理想の形だからで
す︒よく勘違いしてしまうのです
が︑業績は高ければ高いほど上場
しやすい︑というわけではありま
せん︒むしろ利益が３億円であろ
うと５億円であろうと︑その途中
でいったん業績が下がってしまう
と上場はしにくくなり︑高い株価
もつきにくくなるのです︒逆に上
場時は業績が低くても︑その後業
績が上がっていけば株価はどんど
ん高くなります︒
髙橋 なるほど︒しかし利益１億

設 立 年 ：2008年11月
所 在 地 ：神奈川県横浜市
資 本 金 ：6000万円
事 業内容 ：オフィスコンサルティング事業、
マーケティングソリューション
事業、ウォーターヘルスケア事業

しかし上場後は
逆に会社の事業
について一切聞
かれなくなるの
です︒聞く側も
遠慮が発生して
しまうのでしょ
うね︒それと同
時に︑経営につ
いて非常にシビ
アになる︒株主
や投資家などの
第三者が常に業
績を見ているの
で︑仮に数年連続で業績が上がり
続けても︑ある時少しでも業績が
下がると一気に責められる︒上場
企業は常に業績アップの策を講じ
る必要があり︑ＩＲ資料を作って
いると︑自社の設計図︵中身︶が
どんどん見えてくるので︑想定以
上の 強 み に 気 付 く こ と も あ り ま す ︒
ところで︑現在の営業利益はどの
くら い で す か ？
髙橋 現在９８００万円です︒
期目となる３年後を目標に上場を
目指しています︒ 期というのが
創業時に私が決めた一つのこだわ
りで し た ︒
近藤 私はすぐにでも上場準備を
始めたほうがいいと思います︒早
ければ来年︑遅くても再来年には
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ことを考えたことはありませんで
した ︒

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3年で会員数は
1500名を突破。今、最も〝アツい〟日本一の経済団体である。

20

より多くの事業を生み出すために
求められる〝株式公開〟

近藤太香巳氏が主宰
「パッションリーダーズ」
とは…

トリーを受けます︒その中にいず
れ企業の重役に就くような人間が
数名でもいれば︑企業にとっては
大きなメリットになります︒あと
は企業ブランディングですね︒企
業が人材を選ぶ一方で︑人材に選
ばれる企業とならなければ優秀な
人材は獲得できません︒
髙橋 魅力ある企業であることを
対外的にアピールするということ
ですね︒当社では福利厚生のメニ
ューを多様化することでブランデ
ィングを図っています︒課長職以
上の禁煙手当︑バースデー休暇︑
失恋休暇など一風変わったものを
採用しています︒変わった福利厚
生を行うことで注目を集めるとい

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「旅色」「GOODA」「SUPER CEO」など発刊する８誌
の電子雑誌は日本一の規模を誇る。また、伝統文化教育事業ハク
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、DNA健康・美容コンサルティング（DiNA）、一般社団法
人パッションリーダーズなど、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。

ことはありますか？
近藤 経営者として企業を拡大す
るときに︑自分の腹心をどう育て
あげるかということを考えました︒
組織が拡大すれば自分の意見を組
織の全員に伝えるのは難しくなる︒
だから代弁してくれる腹心を作る
ことが重要だと思ったのです︒よ
くやったのは︑腹心となる人間を
含め︑多くの社員と食事に行くの
です︒そしていったん解散したあ
と︑こっそり腹心だけ連れて飲み
に行っていました︒そこで﹁あそ
こで俺が言った言葉の意味はこう
だ﹂とか﹁ここで俺がこう言った
ら︑君はこう反応すべきだ﹂みた
いなことを何度も言うのです︒そ
うするうちにあうんの呼吸みたい
なものができ︑自然と自分の意見
が伝わりやすい環境ができました︒
髙橋 私も社員とは週３回くらい
の頻度で食事に行っています︒し
かし腹心を作るというのも確かに
重要そうですね︒今はまだ 名程
度の組織ですが︑上場に向けて今
年は新卒を７名︑来年は 〜 名
の採用を予定しています︒今後も
本日のお話を大いに参考にさせて
いただきます︒
近藤 上場準備はすぐに取り掛か
るべきですよ︒ぜひ頑張ってくだ
さい︒
Company Data クレーシェ
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髙橋 当社も人材が命となる会社
です︒それだけに採用に対して慎
重になっています︒どうすればい
い人材を得ることができるでしょ
うか ︒
近藤 ま ず は 質 を 上 げ る こ と で す ︒
会社説明会などで企業が欲しい人
材はこれだとはっきり伝えます︒
ふるいにかけることで質を向上さ
せるのです︒そして量を増やしま
す︒当社では全国で 回以上説明
会を実施し︑５０００名以上エン

Masahida Takahashi

近藤太香巳（こんどう・たかみ）
Profile

う意味ももちろんありますが︑根
幹には仕事効率の向上のために行
っています︒例えば当社では社員
に対し連続休暇を与え︑さらに５
万円の手当を与えています︒仕事
のストレスを発散する場を企業が
提供することで︑効率を上げると
ともに企業への不満を取り除くの
です︒こうしたユニークな福利厚
生は定期的に社内でアイデアを集
め︑試験導入しています︒
近藤 聞いているだけで楽しそう
ですね︒しかもしっかりと会社経
営に意味のあるものにしているの
がいい︒当社でもＮ１グランプリ
といった営業コンテストを実施し
ています︒これにより︑社員が自
分の営業法を常
に向上しようと
努力する︒優勝
者は自信がつく
し︑それ以外の
社員もトップ営
業マンの手法を
間近に見られる
の で ︑ 非 常 に勉
強になる︒
髙橋 人を育て
るということが
一番難しいです
か ら ね ︒ 何 かほ
かに行っている
18歳で大手営業会社の門を叩き、21歳で支店長を務める。同社の出資
も受け23歳で独立し、一時は年商16億円までの企業に成長させる。そ
の後事業を譲渡し、債務5000万強が残り、営業コンサルタントに転身。
債務を2年3家月で完済！28歳の時、資本金300万円で株式会社クレー
シェを設立する。
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髙橋正英（たかはし・まさひで）
Profile
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