ると︑医療機関での相談や手術と
いう方法もあります︒当社は１９
８５年に創業し︑国内初の発毛・
育毛サロンをオープンするなど︑
常に業界を牽引してきました︒現
在は全国に 店舖を展開し︑シン
ガポールにもジョイントベンチャ
ーを設立するなど︑海外展開にも
注力 し て い ま す ︒
近藤 市場規模は年々拡大してい
るの で す か ︒
清水 はい︒特に女性の利用者が
増えています︒その原因は食生活
の乱れや社会進出に伴うストレス
が影 響 し て い る と 言 わ れ て い ま す ︒
近藤 やはり育毛も﹁女性﹂がキ
ーワードなのですね︒ＤｉＮＡが
当社のグループ会社となったきっ
かけも︑女性が深く関わっていま
す︒もともとバイオ関連事業に興
味はあったのですが︑バイオ事業
はそれ単体ではビジネスにはなり
にく く ︑ 別 の 切 り 口 が 必 要 で し た ︒
そこで注目したのは︑女性の﹁美
容﹂という観点です︒美容は関心
の高い分野ですので︑需要は大き
い︒ＤｉＮＡが当グループに入る
前のことですが︑もともと私もこ
のサービスの利用者でもありまし
た︒このサービスは最先端のＤＮ
Ａ情報と︑古くから存在する栄養
学を組み合わせた健康・美容コン
60
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創業30年、国内60店舗に加え海外展開にも注力
DNA情報と栄養学を取り入れさらなる飛躍へ
19歳で起業。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起業人生には、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、次世代を担う経営者を招いて経営について語るのが同連載。11回目となる今
回は、育毛事業のパイオニアとして業界トップクラスの地位に立つバイオテックの清水賢社長だ。

国内初の育毛サロンをオープン
女性利用者増で市場拡大
近藤 実は清水社長率いるバイオ
テック社と当社のグループ会社で
あるＤｉＮＡは︑今年５月より業
務提携しています︒ＤｉＮＡはＤ
ＮＡ情報と栄養学から導き出され
るＤＮＡ健康・美容コンサルティ
ング事業を展開していますが︑御
社の育毛事業との相性も良いので
はないかと思っています︒
清水 ありがとうございます︒当
社もＤｉＮＡの食事・健康管理に
用いるカウンセリングシステム
﹁ＤｉＮＡ Ｃｏｕｎｓｅｌｉｎｇ
Ｐｒｏｇｒａｍ︵Ｄ・Ｃ・Ｐ︶﹂の お
かげで専門的知見を取り入れるこ
とができ︑より厚みのあるアドバ
イスが可能になりました︒
近藤 私はそこまで育毛ビジネス
に詳しくないのですが︑そもそも
どういった市場なのですか︒
清水 現在︑国内市場規模は４０
００億円ほどと言われています︒
そしてそのうちの７割が育毛剤・
育毛シャンプーなどの物販と言わ
れています︒当社が展開する育毛
サロンは︑その物販よりもさらに
専門的な手法として存在していま
すが︑それよりも高度なものにな

︵次頁に続く︶

は私の父で︑私自身は創業当時に
れることも多かったです︒さらに
サルティングで︑サービス自体は
在籍しておらず︑語学留学のため
私自身︑創業メンバーではないの
非常に面白いものでした︒しかし
渡米していました︒そして帰国後
で︑スタッフの中には私より社歴
難点は専門的でわかりにくかった
の１９９１年に入社したのですが︑ の長い人も当然いました︒彼女ら
ことです︒何度も調査を行って︑
当時は﹁父の事業を手伝おう﹂と
のうち︑何人かは私が社長になる
それをレポートにまとめるという
いうぐらいの意識しかありません
ことが不安だったのでしょう︒中
ことを繰り返しました︒これでは
でした︒しかし今から７年前に父
には︑代替わりの時に会社を辞め
わかりにくいし︑利用しにくい︒
が体調を崩したことをきっかけに︑ る人もいたほどです︒
そう思って︑当社のグループに入
私が社長に就任したのです︒
近藤 その時はどのような対策を
り︑ＩＴを活用しました︒ｉＰａｄ
近藤 ２代目ならではの苦労や悩
されたのですか︒
やスマートフォンでデータ入力や
みなどはありますか︒
清水 私は父になることはできま
閲覧ができるようになったことで
清水 私の父は︑いわゆるカリス
せんから︑私自身を認めてもらう
サービスも普及し︑店舗も７５０
だけです︒そしてそのために行っ
店まで伸ばすことができたのです︒ マオーナーでした︒創業期から店
舗数を伸ばすだけでなく︑発毛促
たのが社員評価などの可視化です︒
清水 おっしゃる通り︑専門的な
進剤や育毛装置などで特許を取得
たとえば当社には成長支援制度と
ものだからこそ利用しやすいシス
し︑業界トップクラスの地位を築
呼ばれる制度があるのですが︑こ
テムが必要です︒ＤｉＮＡでは遺
きました︒そのため︑父と比較さ
れは評価の項目を成果・プロセ
伝子情報と栄養バランスを同時に
ス・スキル・マインドといった４
調べられる独自の健康アドバイス
種類に分類しています︒以前まで
ブックを使用しており︑当社も協
は売上重視の評価制度だったので
力して育毛アドバイスブックを開
すが︑社員一人ひとりを細かく見
発しました︒入力も簡単なので︑
てあげることがモチベーションの
忙しい人でも使用できます︒実際︑
向上に繋がると考えました︒これ
店舗でアドバイスブックのサービ
は役職など各人で重視される項目
スを始めたのですが︑１週間で４
が変わっており︑それぞれの成長
８０件の申込みがありました︒
過程が見えるようなものになって
います︒当社のスタッフは９割以
カリスマを引き継ぎ社長就任
社員評価の可視化を実施
上が女性で︑昔は離職率も高かっ
た︒しかし︑この評価制度により
離職率は改善しつつありますし︑
各人が成長することで組織全体も
よくなりました︒
近藤 清水社長はどのような経緯
で社長になったのですか︒
清水 もともと会社を創業したの

バイオテック 清水 賢社長
ネクシィーズ 近藤太香巳社長
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パッション
トーク
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パッショントークセッション

シンガポールに２店目をオープン
海外展開でユーザー拡大狙う

Ken Shimizu

いるからこそ︑ い︑現在スタッフは２８０名にな
りました︒その一方で創業期のマ
そのような接
インドを継続させることの重要性
し方をしてい
も感じています︒先ほど申し上げ
るのです︒
たように︑私自身は創業メンバー
近藤 面白い
考え方ですね︒ ではなく︑父のようにカリスマ社
長にはなれないと思っています︒
当社も現在の
そこで考えたのがクレドを作るこ
求人の半分は
とでした︒私だけでなく︑社員み
女性です︒女
んなで言葉を出し合って︑創業マ
性の社会進出
インドをクレドにしたのです︒こ
というと︑ど
うして文字にすることで︑スタッ
うしても最近
フ全員が同じ意識を持つことがで
の傾向という
きるようになったのです︒
イメージがあ
近藤 とても素晴らしいことです
りますが︑そ
ね︒世界的に見ても︑クレドを持
んなことはあ
つ企業は潰れにくいというデータ
りません︒たとえば保険会社には
があります︒現在当社は︑１００
営業としてたくさんの女性が活躍
年先でもネクシィーズイズムを継
してきました︒ですが︑会社の経
承できる企業となれるよう︑最高
営を女性の力で成り立たせ︑内部
のクレドを作るプロジェクトを開
の制度までそのように徹底されて
始しました︒﹁ネクシィーズイズ
いるというのはなかなかできるも
ム﹂とは︑社員同士が本気で取り
のではないでしょう︒すごいこと
組み︑学校で学んだような﹁励ま
だと思います︒
し合う﹂﹁支え合う﹂﹁刺激し合
クレドがある会社は潰れない
う﹂といったとてもシンプルなも
創業マインドを全員で共有
のですが︑同じ志をもった仲間と
仕事をする上でとても重要なこと
です︒それをさらにレベルを上げ
て社会へ宣言するような理念にま
で昇華させるには︑やはりクレド
が必要だと感じたのです︒

近藤 人材の扱いを改善すること
で︑以前にも増して組織が拡大し
てきたわけですね︒
清水 ７年前からは新卒採用を行

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、さまざまな部会を開催。さらに、大阪・名古屋・高松・東北と
いった支部（Branch）も展開。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1800名を突破。今、最も〝アツい〟日本一の経済団体である。

るには︑その分野のプロが必要で
す︒そこで毛髪業界のプロである
御社と提携させていただきました︒
このプロ同士が力を合わせること
で相乗効果が生まれてくることで
しょう︒今後ともよろしくお願い
します︒
清水 こちらこそ︑よろしくお願
いします︒

近藤太香巳氏が主宰
「パッションリーダーズ」
とは…

したことで販路が大きく拡大しま
した︒これを活かし︑より多くの
人に当社のサービスを広めていき
たいです︒
近藤 当社はこれまで一般のユー
ザーに商品を提供するモデルを展
開してきました︒しかしＤｉＮＡ
の場合は︑商品のニーズに合う限
られた人に向けて販売する事業で
す︒限られた人に向けてモノを売

1967年11月1日生まれ。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」 「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」やLED照明レンタル事業を手掛け、
DNA健康コンサルティング（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おり、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。JAPANVENTURE AWARD 2006 最高位 経済産業大臣賞受賞。

︵前頁からの続き︶

性扱いしないこと﹂でしょうか︒
当社のビジネスは女性にしかでき
ないモデルだと考えています︒だ
からこそ女性を特別扱いするので
はなく︑ただ一人のビジネスパー
ソンとして接するのです︒例えば
当社の女性社員が﹁子どもが熱を
出したから早退したい﹂と言って
きたら︑私は﹁旦那に行ってもら
えないのですか？﹂と言ったりし
ます︒その女性は当社にとって掛
け替えのない人材であり︑それを
﹁女性だから﹂という理由で認め
ることは︑平等ではないと思うの
です︒逆に言えば︑それだけ当社
の女性スタッフをリスペクトして

設 立 年 ：1985年1月
所 在 地 ：愛知県名古屋市
事業内容 ：日本初の「発毛育毛システム」の特許取得を元に発毛育
毛専門サロンの全国、アジア展開、ならびにヘアケア関連
商材の販売

クレドが２代目社長を救う
創業者の意思を次世代社員へ継承

近藤 素晴らしいですね︒私も組
織の成長には人の成長が必須だと
思います︒上司が優秀でないと︑
部下が育ちませんからね︒売上と
いった数字の要素は︑常に目の前
にあると社員は気が滅入ってしま
います︒一方で個々を見てあげる
ことで社員たちはそれに応えてく
れます︒結果としてそれが数字に
反映されるのです︒大切なのは人
を見ることと︑数字を見ることの
バランスを保つことです︒ところ
で社員のほとんどが女性というこ
とですが︑待遇などで特別なこと
をさ れ て い ま す か ︒
清水 あえて言えば︑﹁女性を女

Company Data バイオテック

近藤太香巳（こんどう・たかみ）
Profile
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1966年愛知県生まれ。学生時代から興味を持っていた美容師の国家
資格取得後、視野を広げたいと米国カリフォルニア州へ留学、語学・
マーケティングを学ぶ。帰国後、父親が創業したバイオテックに入社。
美容師時代に培った技術と生来の器用さを活かしスタッフの技術指
導に携わりながら、教育、経営統括、広告宣伝企画等、幅広く業務を
推進、2007年代表取締役就任。その後、既存の発毛・育毛専門サロ
ンに加え、ヘッドスパサロンのオープン、医療機関との提携、初の海
外進出等、新しい分野にチャレンジし事業を拡大中。

清水 いいところですよ︒おっしゃる
通り︑ビジネス的には非常に重要な
位置にあり︑それゆえ現地も活気に
満ちています︒ただ気温は高いし︑
食べ物が特別おいしいわけではない︒
はっきり言ってしまえば観光には向
かない国かもしれませんね︒
近藤 なんか行く気が少し失せた
なぁ︵笑︶︒
清水 国内では︑ＤｉＮＡと提携

Takami Kondo

近藤 今後の展開を聞かせてくだ
さい ︒
清水 冒頭でも申しましたが︑今
年７月︑シンガポールに２店舗目
をオープンします︒シンガポール
は日本産のプロダクトに好感を持
っています︒育毛産業も現地です
でに確立されているので︑当社が
メイドインジャパンのブランドで
参入することに大きな意味がある
と考 え て い ま す ︒
近藤 私が代表を務めるパッショ
ンリーダーズの
仲間たちも︑東
南アジアへ進出
する人が多いで
す︒特にシンガ
ポールは︑経済
が地場で成り立
っているのでは
なく︑外貨で成
り立っており︑
アジアのハブと
して大きな役割
を担 っ て い ま す ︒
私もいつか行っ
てみたいと思っ
ています︒

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

清水 賢（しみず・けん）
Profile

