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花まつ物語 2

（1）生い立ち
松村吉章 昭和四十四年 一月一日元旦 父、松村正夫、母、きみ子

五人兄弟 次男坊 し 生まれた。実家 明治 7 年創業 商家 し

、高岡地方卸市場 青果物 中卸業 も 生花 卸業も営ん い

た。子 も 頃から家を手伝い、母 連れられ 花 市場 繰り返し

足を運んだこ が、いま 仕事 原点 いえる。

吉章 小さい時から元旦生まれ ため、め たいや だ 言われ き

た。母 きみ子 、小さ 時から元旦 男 子を産む いう が夢 、

そ 夢が叶い、め たい日 生まれた が吉章 ある。

母 商売を営み がら、大き 愛情 も 、大変期待し 吉章を育

くれた。吉章自身も、小さ きから運がいい、ツイ いる、ラッ

キー あるこ を意識し、自覚をし、そん 自分 生まれ き ツキ

を も気 入 い 育 た。

吉章が小学校三年生 時、先生から名 由来を聞い くる いう宿題

をだされた。そ 宿題 ため 吉章 自分 名 由来を知るこ

る。吉章 いう名前 由来だが吉 、歴史上 人物、豊臣秀吉 一字

を取り名付けられ いる。豊臣秀吉 生まれ 正月元旦 され、それ

ち ん 幼少 名が日吉丸 いた され いる。吉章 そ 一字

を取り、天下人日本一 いう縁起をか い 、吉 けられた。章

日章旗 章。日 丸を意味する。日 丸をか ぐ日本一、日本国 い

う国家観をも 子 育 もらいたい いう期待から命名された が

吉章 いう名だ。名 由来や志 高さ 責任 重さ 使命感を意識し

始めた こ 頃だ た。

中学校、高校時代、吉章 クラス 委員長を務め、部活動 もテニス

部 キャプテン し 活躍した。吉章 通 いた高校 、テニス

おい 県下 強豪校 あり、吉章 二年連続 県チャンピオン

りインターハイへ 出場を果たし いる。

言葉 節々や態度 、そ よう 気持ちが表れ、皆 心を害し いた

かもしれ い す。

　そん 心 荒みを気付かせ くれた が花 した。ある日、仕事を

終え 帰宅し みる 、玄関や食卓 さりげ く飾 ある花が目

まりました。店 余 た花を妻が持ち帰 飾 くれ いた

す。花 仕事 嫌 いうほ 見 いましたが、そ き 私 目

違うも よう 映りました。心 ゆ り、やすらぎ、潤い 、人

間が忘れ ら い大切 こ を語りかけ くれるよう 気がし 、

ハッ した す。

　そ 頃私 い も目をギラ かせ、花を見れ 「あれ 原価がいく

ら 手 入る」「これ らき 売れる」 い たこ かり考え い

ました。荒んだ私 心 、花 本来 美しさや、初め 花を売 た

き お客様 笑顔を忘れ しま いた す。これ 社員を失

もしかたありません。

私 もう一度原点 返り、何 ため 花を売 いる か考えました。

頭 浮かぶ 、沢山 家庭 花が飾られ、そ 周り 家族が楽しく

食事をしたり、語り合 たりする風景 した。花を買 いただくこ

、お客様 心 やすらぎ 豊かさを提供したい。それが私 願い

だ 気付いた す。

　不思議 こ 、私がそ こ を自覚し、会社 理念 し 、掲げ

るよう から、苦労し いた人集めがスムーズ いくよう

りました。私 理念 共鳴し、いい人が ん ん来 くれるよう

た す。

そ きから私 、彼らを社員 く、アソシエイト（＝仲間）

呼ぶこ しました。同じ価値観を共有し 共 歩ん いきたい。そ

思いを表現したい 考えた す。

　私 今後、地元富山県を日本一花を買いやすい県 したい 考え

います。より多く 人 花 親しん いただき、幸せ 生活を送

いただきたい。それが私 心から 願い す。

ジーニアスウェブ




108 109

バナナ 涙・・・ エピソード。

きみ子 よく、八百屋さんへ 配達や集金 吉章たちを車 乗せ 連

れ 行 た。母 決ま 黒いバナナ、（売れ残りそう いる）

を必ず買 た。

「 うし お母さん 新しいバナナを買わ い ？」

聞く 、

「今 も捨 られそう いるバナナを見る かわいそう

、買うんだよ。あ たたちが生まれるま バナナを見るだけ も

辛く 、喉も通ら か た。お家 バナナ 隆盛もしたけれ 、

輸入 き く 廃れたから・・・。」

涙 がら 話した。きみ子 黒いバナナを、ジュース し 吉

章たち5 人兄弟 よく食べさせ くれた。

きみ子 誇り 、隆盛した家系 生まれ、小さい時から愛情

深く、教養も身 け くれた、祖父母だ た。きみ子 よく、祖父

母 話をし くれた。

「子 宝 育 くれた。だからあ たたち 宝 よ。」

話し、きみ子 、吉章たち5人 子供を愛情い い 育 くれた。

いま花 事業をし いる吉章 、もしも花事業を失う 、花も見れ

く るか 思う ・・・母 無念さを感じ、自らを奮い立たせる

ある。

（3）かけがえのない絆
母きみ子 、父 高校を卒業する りすぐ 結婚し、 ん か看板だ

け残 た家業を引き継ぎ商売を いだ。きみ子 も正直 商売

をした。

原価 高い商品を安く売 あげる お客さま 喜ぶ、そしたらお客

さま お店もお店 も を買 くれる人が増え喜ぶ、そし また買

い き くれる。仕入れ 頂いた花が全部売れ、また戻 き くだ

さるよう 帰り行くお客さま 後姿が見え く るま 手を合わせ

祈 た。

吉章が少年時代 培 た、一 こ かける情熱、達成感、仲間

味わ た練習 厳しさや勝利 喜 感激 涙、敗北 悔しさ、仲間

チームワーク、使命感 責任感を果たすリーダーシップ い た

純粋 経験値が、今 経営感覚 ベース いる。

（2）大阪の叔父と母きみ子
吉章 高校卒業後、四年間、大阪 京阪沿線 香里園 、青果 小売

業を営む叔父 も 就職した。就職 い も、昔型 住み込み

働く丁稚奉公 スタイルだ た。

叔父 店 淀屋青果店 いい、京阪線一番 超繁盛店だ た。

お世話 た叔父 、吉章 母、きみ子 弟 、隆盛したバナナ問

屋 跡取長男 し 生まれた人 ある。家業 バナナ問屋 、きみ子

が高校生、叔父が中学生 頃 戦争 よ バナナが輸入 き く

り急速 傾いた。

叔父 銭湯 い た時 エピソードを吉章 話し くれ いる。

「銭湯 閉店時間 合わせ 行き、銭湯 電気が消えるころ 銭湯 お

じさん 頼ん いれ もら いた。銭湯 おじさん 、電気を消し

僕を銭湯 いれ くれ くれる。 ん かわかるか？今ま 家 商

売 、人 うらやむよう 立派 成功を げ きた。そ 商売が傾き、

蔵 道具を売り、地面を切り売りし、庭 灯篭や石ま も売りさ き、

落ちぶれ いく姿を人 手 らを返すよう 後ろ指を指した。だか

ら営業時間内 銭湯 行くこ 出来 か たんだよ。」 叔父 話し

くれた。

母、きみ子も吉章 同じよう 話をしたこ がある。

吉章がまだ小学生 頃、母 涙声 こう話した。

「明日食べるお米が い時 、家 向かい 酒屋 娘、幼馴染 ゆうこ

ちゃんが、私 カレーライスを持 き くれた。そ カレー

もおいしか たけ 、 もしょ い味がした。ゆうこちゃん 優

しさ 、お家が傾い いく辛さ 涙 あふれ 食べたから んだよ。」
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けれ 、吉章 命 か ただろう。

奇跡的 助かり、九死 一生を得た ある。吉章 死生観 命を授

け 下さ た、こ 世 まだ生きるこ を許され いる、求め くだ

さるんだ いう感謝 心 ある。助け いただいた命 感謝し 人

ため 役立 人生 ありたい、多く 人を幸せ したい 考えるよう

た ある。弟、光祥 絆 深く固く信頼関係 強固 ある。

（4）大阪での修行時代
大阪 修行時代、叔父 大変厳しく、吉章 毎朝５時 起き 市場

仕入れ 行 た。そし 仕入れが終わり店 戻り開店準備、お昼

ご飯を食べるだけ 休憩だ た。移動 トイレ 行く も駆け足 、

閉店 ７時ま 、立ち しだ た。

仕事 いえ 季節 旬 合わせた、イチゴ、みかん、メロン、バナナ、

スイカ を対面販売し、大声 呼 込みをする売り子だ た。

夕方 足が棒 よう り、慣れ い仕事 ま い がらも４年

間 丁稚奉公生活を過ごした。

こ 丁稚奉公 得た教訓 エピソードがある。

それ 初め 給料をもら た時 こ ある。叔父 初め お給

料を給料袋 く、松村吉章名義 20 万円 数字が印字し ある

通帳を渡し くれた。

初め いただいた 20 万円 お給料 額 、高校を卒業した 吉章

、 も大き も 感じた。

さら 、家賃・食事 叔父 家 住み込むこ かから か た。

叔父 通帳を渡す 同時

「よ ちゃん 目標 、1,000 万円 貯金をするこ や」

付け加えた。吉章 、1,000 万円 いう額 手元 ある 20 万円

ギャップ 困惑し も、一 現実 気付く。

「ハンコが い・・・」

商いを正直 続けたきみ子 花部門 卸 薄利 あ たが、次第 繁

盛をし、家計を支えた。五人兄弟祖父母九人 大家族 家計 充分

か たが、愛情 あふれる絆、結束力 強い家族 あ た。5

人兄弟もみん 好ん 家族を手伝 た。こん ありがたいこ か

た。こ 三方良し いう考え方が大切 ある。

きみ子も叔父も、お嬢さま、おぼ ちゃま し 生まれ育ち何不自由

い幼少期を過ごしたが、多感 思春期 ころお家存続 危機 貧

し貴重 経験をした。

吉章 そ 経験を自分 経験し い いが、涙 がら 話すきみ子

姿を見 、大きく たら必ず母を盛り立 商売を繁盛させる いう

気持ち、それから絶対 商売を ぶさ いよう 商家 し 歴史を

引き継い 行きたい いう思いが込み上げ きた。5 人兄弟全員が今

も同じ価値観を持 いる。

吉章 、弟 光祥 こん エピソードがある。吉章が 3 歳 りた

頃、朝、仕入れ 来 いた八百屋さん トラック 下 吉章 も

ぐりこみ、 かれ しま た だ。きみ子が、吉章たちを幼稚園 出

すため 支度をし いた束 間 出来事 ある。吉章 3 日間、意識

不明、脳波ゼロ、お医者様 も見離される重体が いた。きみ子

三日三晩付き添い、祈 た。

般若心経を唱え、神仏 祈 た。お医者様 アドバイス 少し も水

分 も受け付け くれれ ・・・ 。水やお茶 も より、果汁やヤ

クルト 試すが受け付け い・・・きみ子 、ふ ある行動 本能

的 動いた。１歳半年下 光祥 為 母乳 あ た。吉章も本能的

反応し、母乳を口 し から、少しず 意識が戻り、血色が戻り、脳

波が戻 た ある。

主治医 脳外科 先生

「仏様が手を当 くださ た こ こ だ。医学的 脳死状態

あり、もし生存 き もハンディキャップが残る あろう。」

きみ子 告げられ いた 事実 ある。もし弟 光祥が生まれ
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き手持ち金庫 使 いた ある。

松下幸之助 すごい人だ 尊敬し、あやかる だ 、売上金をバケツ

いれ自宅 持ち帰 た。バケツ お金を入れ る 誰もおもわん

わ 。 ・・・ダム式経営 らずも、バケツ式経営 ある。　　

バケツを持ち帰る 吉章 仕事 あ た。そ 中から、翌日 仕入

れ ため 現金を渡される あ た。黄色いバケツから、仕入れ

から売る く、売れるから仕入れるこ が きる い た現金商

売 強みを教わ た。

吉章 寝泊りし いた部屋 壁 、カレンダー 裏 叔父 人生哲

学が書かれ あ た。

「始末 勤勉」

叔父 マジック書き 直筆 書かれ いた。　

「よ ちゃん、よぉ商売人見 きいや。」

「大阪 人間 、商売稼ぐ も上手やけ も、見栄を お金を全部

使 しまう も上手や。大事 こ 、勤勉 よく働い 、始末す

るこ や。」

始末 、無駄遣いをし いこ ある 意味が込められ いる。

まりよく働い いれ 遊ぶヒマも く無駄遣いをし い。お客さま

役 立ち ける。無駄 こ 投資をし い。現代風 言う 、ロー

コストオペレーション 原型 ある。

勤勉さこそが商人 し 一番大切 すべく基本 ある。

18 歳 吉章 そ 言葉 意味 深さ 気付くこ 難しか た。

吉章 、二十歳 誕生日、成人式も仕事をし 過ごした。テレビ 成

人式 ニュースが流れる 自然 涙が込み上げ きた。叔父 また休

み 日 もう 提案をし きた。

「よ ちゃん、またいい仕事ある 。」

もちかけた。お店 定休日 木曜日。木曜日 13 時 寝屋川市

そ 通帳 、給料天引き 通帳だ た だ。

住み込み、三食食事付き、寝るこ 不自由 い休み し 生活

あ た お金 いら か たが、たま 田舎 かける電話代や本

を買いたい、散髪したい いう小遣い銭 必要 あ た。

吉章 高校時代テニス ペアを組ん いた同級生が、大阪 大学 ス

ポーツ推薦 入学し、好き テニスをし、自由 生活をし いる姿が

も羨ましく思えた。　

　　

叔父 そん 吉章 対し

「よ ちゃんいい仕事ある 。定休日 木曜日 や みるか？」

もちかけた。叔父がワンルームマンションを経営し おり、そ マ

ンション 掃除 仕事だ た。ワンルームマンション 回転が速いた

め、引越しが頻繁 行われる。

トイレ き ユニットバスを じめ、一室 掃除をする 5,000 円

アルバイト代がもらえた。

叔父 コレクション 、引越し者 残し い た単身者用 小さ 冷

蔵庫、まだ着れる衣料をも たい い 自分 倉庫 積み上げ いた。

叔父 、まだ使える 言 吉章 引越し者 残し い たジャ

ンパーを洗濯し くれた。

「よ ちゃんこれきいや」

渡し くれたジャンパー オレンジ色 ジャイアンツ ジャンパー

だ た。吉章 阪神ファン あふれる大阪 ４年間、一人ジャイアン

ツ ジャンパーを着るこ る。

田舎者 少年 、ジャイアンツジャンパー おかげか、逆 も

かわいがられた。

吉章 こ 掃除 アルバイト 散髪代や本が買え、さら 着るも ま

い きた。

またおじ ユニーク コレクション 黄色いバケツがあ た。

守口市 ある松下電器本社 果物を配達 出かけ 帰り バケツを

持 帰 きた ある。配達が終わり、車を止め いた、廃棄物

ころから黄色 バケツを持ち帰り、黒マジック 始末 勤勉 書
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バイト代だ た。

叔父 吉章 バイト こ い 多くを語ら か たが、後 椛

島さんからそ いきさ を知るこ る。

椛島さん 前、叔父 店 近く 住ん いた。椛島さん 団地が き

引 越し いかれた叔父 常連客 いら しゃ たこ 、家が遠く

り買い いけ く た 叔父 果物を売り き ほしい 前か

ら頼ん あ たんだ 。

吉章が軽トラ 初め 行 た きも叔父が椛島さん 電話し 、「おい

しく 安い果物屋さんがくるから。」 近所 団地 奥様たち 口コミ

し くれ いた だ。そ 話を聞い 、商人 し 信用・信頼・看

板 重さを痛感するこ た。

吉章 、休み 日もがん いるから売れた だ 過信し いた自

分 恥ずかしさを覚えた。叔父が長年積み重 きた信用 信頼がお

客さまを呼んだ ある。 も貴重 経験だ た。

そ ころ青果 商売が年々難しく いく か 、隣 あ たお花

屋さん 何 く将来性が感じられたこ も、花 商売 興味を持

一端 た。

（5）新しい出発
22 歳 り、丁稚奉公 就業を始め 四年経 た頃、富山 新しい

ショッピングセンターがオープンするこ た。

そ 出店を予定し いたお花屋さんが事情があ 辞退をされた 聞

き、吉章 花 商売をしたい 考えた。吉章 りあえず故郷 帰る

こ した。

叔父 、通帳 月々 20 万円ず 刻印された 1,000 万円 通帳をハン

コ き 手渡し くれた。100 万円たま た時、叔父 、

「100 万円ためたら貯めた分 物 分別、分度が くんや 。」

500 万円たま た時 、

四条畷市 間 ある打上団地 行 、鐘 果物を持 行き、団地

椛島さんを訪 、鐘を鳴らし がら果物を売 歩け いう行商

仕事だ た。

定休日前日、売れ残り 果物たちを軽トラい い果物を積ん 、叔

父 言うまま出かけ 行 た。団地 き、鐘を鳴らした途端、団地

奥様方が現れ、果物 すぐ 完売 た。売上 8 万円だ た。

不安を抱え がら行 た半面、言う通り し 完売 きた 上機嫌

帰 た ころ、叔父 アルバイト代 1 万円を現金 くれた。嬉し

か た。

掃除 仕事よりも割がいい 吉章 思 た。

吉章 、調子 乗 、毎週それを続け いた。ある日、吉章 、隣

団地も行 みるこ した。張り切 多目 仕入れをし、軽ト

ラを二ｔ車 乗りかえ 出掛けた。も たくさん売る 、も ア

ルバイト代が いる 皮算用し 出掛けた。

ころが、隣 団地 同じよう 鐘を鳴らすも 誰一人お客さま

が下り 来るこ か た。売れ残 も仕方が い 、一軒ず

インターホンを押し まわ たが居留守を使われるか、断られるか

ちらかだ た。

結局、売り残し 帰るこ た。そ 日 アルバイト代 5,000

円だ た。売れ残し しま た 仕方が い 吉章 反省した。

翌週、同じよう トラック 荷物を け 出掛けた。椛島さん 先週

あ たこ を相談する 、

「あちら 団地いくんだ たら○号棟 牛道さんを訪 さい。」

アドバイスをし くれた。

「電話し い あげるから 。」

。そ 通り行 みる 、 れだけし も駄目だ た団地 人も果

物を買い 下り き くれた。おかげ そ 週 完売 きた。叔父

じめ アルバイト代を 15,000 円 あげ くれた。過去最高 アル
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るよう た。

売上 順調 伸 、おかげさま 創業から 12 年た た現在 、17

億円を計上。富山県下を中心 石川、福井、北陸三県 75 店舗を擁

するま た。

しかし、それま 道 り 決し 平坦 か た。中 も忘れる

こ が き い貴重 思い出がある。

（6）花が教えてくれたこと
商売を始め 三年目 こ だ た。創業時 スカウトし、頼み し

いた社員やパート 人たちが、次々 会社を去 い た。

わけを聞い みた ころ、私が彼ら 対し 、「誰 おかげ 仕事が

きる 思 いるんだ。」 言 た いう だ。

後 受講した経営セミナー よれ 、それ 経営者が絶対 口 し

ら い言葉 一 だ いうこ だ た。

吉章 ショックだ た。一言もそ よう 言葉を口 したこ が か

たからだ。しかし、冷静 自分を振り返 みる 、何 く思い当

たるふしもあ た。

そ ころ 、店舗が増え いく 思うよう 社員が集まらず、一人

たくさん 仕事を抱え 、朝から晩ま 息せき切 働い いた。

精神的 も余裕が く り、吉章 い しか、社員を商売 道具 よ

う しか見られ く いた。

た え辞めた社員がいうよう 台詞を口 し い か た し も、

言葉 節々や態度 、そ よう 気持ちが表れ、皆 心証を害し い

た かもしれ い。そん 心 荒みを気付かせ くれた が、花だ た。

「よ ちゃん 友達 車買 る友達もおるやろう 。け 、500

万円分も物 分別、分度が くんや 」

励まし くれた。1,000 万円たま た時 、

「よ ちゃん 友達 、みん 大学行 、授業料や仕送りをいれる

1,000 万円、親 す をかじ たこ る。

よ ちゃん 、早く社会 早くスタートをき た だから大学を

た友達よりも行 帰 くるほ 実力が上や 。」

励まし くれた。そし 、

「こ 1,000 万円 、ワシ られ 叱られ 、休みも休まず辛抱

し がん た1,000 万円だから決し 無駄遣い き いわ ぁ」

付け加えた。4 年間 辛抱 成し遂げた感激がこみあげた。

田舎 お母さん、お父さんを手助けし こ 1,000 万円を元手 盛り

た やれ い 僕を送り出し くれた。

叔父が言 た通り、1,000 万円 お金 手を けるこ が き か

た。　　

故郷 帰り、新しいショッピングセンター 与えられた売り場 、間

口二メートルほ 小さ スペースだ た。スーパー 契約 、委

託された花部門 商品を、ただそこ 置い おくだけ 良か た だ

が、吉章 そこが舞台 あり、何 か自分自身 給料分くら

い 稼ぎたい いう思いがあ た。

そこ 吉章 、青果 対面販売 経験を生かし 、お客さま 積極的

声をかけるよう し対面販売を行 た。

「いら しゃい。いら しゃい。きょう チューリップが安い すよ。」

「バラ カスミソウが300 円 すよ。」

声を張り上げた。

呼 込み 4 年間 経験が役立ちすぐ 花売り場 注目を浴 た。す

る それま 素通りし いたお客さまが、うれしそう 顔をし 集ま

くるよう た。

また、茎 短い花 、市場 安値 取引され いるこ を知り、大

量 仕入れ 低価格 提供した ころ、さら 気軽 お求めいただけ
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理念 基 いた運営 感動した。自分 悩ん いるこ が理想形、あ

るべき姿 運営され いた ある。異業種から学 を得るこ

。先進企業から学ぶこ 大切さを知るこ が きた。好奇心 探

究心が次から次か湧い 出た。 いうより必要 迫られ いた。

（7）花生活創造企業へ
ワラをも かむ思い いた。業界内 当時注目を浴 いるお店、

会社 片 端から見 回り、か らず社長 成功 ポイントを聞い

まわ た。北陸一 花屋 松本さん 指導を仰いだ。

創業期 原動力 た。日本一 花屋さん 河合社長 、し こ

い 居留守を使われ会 くれ い場面もあ たが、 うし も話

を聞きたか た 終電が終わ も会社 前 まち続け、持ち前

粘り強さ 、話を聞くこ が きた。

や り繁盛店 秘訣 哲学があ た。良い ころを見習い運営 役

立 た。国内を一巡し 世界一 こか気 た。1-800・flowers

が世界一 あるこ を知り、持ち前 好奇心から、、出かけるこ し

た。本社 ニューヨーク、花屋らしから 本社ビル 、コールセンター

があり、テレマーケティング技術 インターネットを融合した新しい

ビジネスモデル 成功をおさめ いた。

世界一 花会社もマーケティング技術 もちろん こ 社員をアソシ

エイト（パートナーシップを持ち合う仲間） 呼ぶ社員満足度が高い

会社 あ た。

ビジョン、ミッションが明確 会社 あ た。ジム・マッキャン デ

ルコンピューター 社外取締役も務める 、活躍し いた。帰り

もら た自伝 本を読み進めるうち 、理念経営を実践し いる会社

あるこ がわか た。本 英文だ たが素人翻訳 あ たが外語

大卒 スタッフ（本江さん、上市さん） 訳し もらい読みすすめた。

後 「インターネット 花束を」 いうタイトル ダイヤモンド社か

ら出版されるこ た。こ 本 、今も社員 バイブル

ある日、仕事を終え 帰宅し みる 、玄関や食卓 さりげ く飾

ある花 目が留ま た。店 余 た花を、妻が持ち帰 飾 く

れた だ。花 仕事 嫌 いうほ 見 いたが、そ き 吉章 目

、何かま たく違うも よう 映 た。

心 ゆ り、安らぎ、潤い 、人間が忘れ ら い大切 こ

を語りかけ くれ いるよう 気がし 、ハッ した だ た。

そ 頃 吉章 、い も目をギラ かせ、花を見れ

「これ らき 売れる。」

花 美しさ 前 、

「原価がいくら 手 入る。」

い たこ かり考え いた。

荒んだ吉章 心 、花 本来 美しさや、初め 花を売 た き お

客さま 笑顔を忘れ しま いた だ。

これ 、社員を失 も仕方が か た。吉章 もう一度原点 振

り返り、何 ため 花を売 いる かを考えた。

頭 浮かぶ 、たくさん 家庭 花が飾られ花 周り 家族が楽し

く食事をしたり、語り合 たりする風景だ た。花を買 いただく

中 、お客さま 心 安らぎや温かさ、幸せを提供したい。花を通じ

人 幸せを提供したい。それが自分 願いだ 気付いた だ た。

そ 想いから花生活提案企業 コンセプトが生まれた だ。後 花生

活創造企業 企業理念へ 進化した。そし 経営 い 何 も知ら

い自分 無知さを知り、商業界 経営書を片 端から読みあさ

た。

経営 対する勉強へ 渇望感が芽生え、地元 商工会議所や商業界セ

ミナー も積極的 参加するよう た。

商業界 北陸ゼミナール 参加した折、芝寿司 梶谷会長 講演を聞

いた。それがき かけ り芝寿司さん 店長会議 を見学させ

もらうこ が きた。
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し合えるこ が大切、 まり生きがいを感じるこ が きるこ が何

より大切だ 考えるよう た。定着率 改善され、モチベーショ

ン 高いスタッフが集まるよう た。

そし 、吉章 、ピータードラッカー いう「利益 、永続 為 必

要 コスト ある」 いう考え方 も共感をし、深い考え 受け

止め いる。たゆま 成長、急ぎすぎ い経営、永続こそが企業 大

切 ころだ。永続するこ より、お客さま 役 立ち続け、社員

さん 生活を守り続ける いう価値観 叔父や母 エピソードから形

成された価値観 も がる。

130 年以上 商家 し 継続 誇り あり、継承し いくこ へ

責任 もある。家系存続 ため ピンチを叔父や母 よる兄弟愛 よ

乗り越えた ある。

一番辛か た時代 中学生だ た叔父 、朝 新聞配達や納豆売りを

し 家計を支え、夜 少し前ま 家宝が蓄えられ いた今 空 ぽ

蔵 、みかん箱を くり返した机 勉強 励んだ ある。必ず家

復興を誓 。叔父 学年 も、５本 指 入る優等生 あ た。

しかし、進学 せず 京都へ丁稚奉公 た あ た。

叔父が姉 息子 ある吉章 商売 原点基礎を仕込ん くれた 、

自分が直系 長男 あ たが跡取が出来 か た無念さを甥 子 託

した熱い気持ち あ た。こ こ を受け止め がら商売を発展させ

るこ が叔父 対し 恩返し 考え いる。

振り返 みる 実力以上 お給料をくださ た。戴いた1,000万円

まだ手を けず そ まま大切 おい ある。「利益 ある中から次

こ をせよ。手持ち 資金 中から次 こ を考えよ。銀行借り入

れをし い。人様 ハンコをおさ い。」 130 年有余 渡

継続し いる商家 し 家訓 ある。

よ 、吉章 経営感覚 今 いうキャッシュフロー経営 あり、無

借金経営 ある。テクニック し ローコストオペレーション

く始末 勤勉 いう名 経営哲学を今も守 いる。

いる。革新的マーケティング技術や、戦術、戦略論 く、人 人

コミュニケーション、アメリカンチック 資本主義 く、まさ

人本主義、ハートフル ビジョンミッションマネージメントが行わ

れ いた。

花 販売手法 変化 、今後イノベーションが起こりえる 、ベン

チマークし、常 ベストプラクティスを求めるよう 情報収集 努め

る必要がある。

フランス、パリ 本社があるモンソーフルールが世界一 花 会社

ろう し いる。またアクアレルが無店舗販売、インターネット

よる販売 成功し、大ブレイクし いる。

世界水準を常 意識し、ローカル あるがグローバル 変化をいち

早く読み取り新しい販売モデル、業態作りが経営課題 ある。

そ 頃、先輩経営者から薦められ、勉強 場 し 京セラ創設者 稲

盛和夫さん 主催される盛和塾 入塾した。ここが経営を勉強する

あた 一番 勉強 場 た。そし 、京セラフィロソフィー

経営十二か条を知る あたり、事業 大義名分、理念 大切さを知り、

理念経営を目指すよい転機 た。

不思議 こ 、吉章がそ こ を自覚し、会社 経営理念を明文化

し掲げるよう から、困 いた人集めがスムーズ いくよう

た。

吉章 考え 共鳴し、いい人が ん ん集ま くれるよう た

だ た。そ きから吉章 、彼らを社員 くアソシエイト（仲

間） 呼ぶこ した。同じ価値観を共有し 共 歩ん いきたい。

そ 考えを表現したい 考えた だ た。花屋 労働集約 典型的

業種 長時間労働、低賃金が当たり前だ た。

週一回 休みを き 6 回 休み 増やすこ から手始め 、順次、労

働環境を整え い た。労働環境 条件 整備 もちろんだが、働く

事 意義、成長し合える場 あり、仲間 も 人間的成長を実感
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吉章が大阪から戻り委託販売スタイル 納入を行 た 、（小売を

じめた ）スーパーマーケット 新規開店がき かけ た。

委託販売 場合 納品するだけ 、あ 置い おくだけ 売り場

ため、セルフ販売 呼 れ業界 置き薬 ら 置き花 呼 れ い

る。吉章 対面販売 より通常置い おくだけ ら 10,000 円から

20,000 円 売上が倍増し四万 , 五万 売り上げた。

土日 祭事スペースを借りシクラメンやシンピジウム い た鉢物

販売を行 た。100,000 円以上 売上をするこ が きた。すぐ

お客様 評判 り人気 花売り場コーナーが出来た。

スーパー 店長、商品部 方も認め くださり、委託販売先が次々

増え、10 件ほ 納入先を一年後 も こ た。

（9）花まつ第一号店誕生
３年目 大型店 開発があり、そこ 五坪 専門店テナント し

入店するこ が許された。花ま 第一号店 あ た。店名 由来 、

学生時代 ニックネームをそ まま自店 店名 した。

親しみやすいイメージをコンセプト し 、ニコニコマーク 花たち

が人 人を結 け、かかわるすべ 方が幸せ るイメージ し

た。

１日 売上が 10 万円をくだら か た。委託販売 手数料を納める

よりもテナント方式 固定家賃 ためやりがい が た。委託販

売 場合スーパー 全体 売上 占める割合（構成比） 0.7 から１％

対し テナント 場合 ２％を得るこ が出来た。

一号店 繁盛店 り構成比が４％を超えるま た。５坪 年

商5000万を売る店 た。花 対面販売 いう新しい業態がスター

トしだした。すべ 花をパッケージ化しお客様 選ん もらいやす

いよう した。

すべ 花を同一プライス した。1 パック 380 円 3 束 1,000 円

安心価格 値ごろ感 し 定着した。週一回 特売日 全品 1 束 200

（8）花まつビジネスモデル
従来 花業界 売上構成比 、冠婚葬祭を中心 した業務用、それか

らギフト 使われる贈答用、生け花 使われるお稽古花 呼 れる教

室用、そし 仏壇、お墓、神棚 供えられる菊、榊 あ た。家庭用 ホー

ムユース し 売られる花 ごくわずか あ た。　　

花屋経営 一仕事 単価 高い業務用、客単価 高い贈答用を中心

発展し きたため、一般用 いうマーケット ごくごく小さいマーケッ

ト あ た。

業界構造 小規模 生産者から小規模 花店へ 流通モデル ため小

ロット多品種 流通モデル し 組まれたため 、大量販売する こ

ろ おい 調達順 おけるスケールメリット い。むしろスケー

ルデメリットが る流通構造 ある。

よ 生鮮第四品目 し マーケット 拡大が期待されるもＪＡ よ

る共選共販、市場流通構造がボトルネック り、マーケット 97

年をピーク 縮小傾向 ある。最後 流通暗黒大陸 言われ いる。

花屋 腫れ物 かく る ぶれる 業界通説がある。実際 業種

店 し 唯一、新規開店数が廃店数を上回る業種 ある。小資本 開

店 きるため参入障壁も低い。

チェーン展開 向か い業種 長年され きた。そん 中 、旧来スー

パーマーケットが全盛 前 八百屋さん 片隅 花が売られ いた。

そこへ吉章 母が卸売りをし いた。

1990 年 大店舗法が規制緩和 よりスーパーマーケット 売り場面

積が拡大し い た。町 八百屋さん 淘汰をよぎ くされた。母

販路も縮小傾向 あ た。

スーパーマーケットへ 納品業務 完全委託販売 よる契約が主

あ た為、大変リスクを も た。

仕入れ、納品、陳列、値 け、販売、売れ残り品 ロス 管理 すべ

納品業種 リスク 行われる。スーパーマーケット 売上歩合制

15パーセントを徴収するシステムが主流 た。よ 機動力が

か た母 、新規花納入業者 販路を奪われ あ た。
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ガラス型 ショーウィンドウ ある。設備投資 もちろん電気代 維

持費がかかる。当然これも原価 おりこまれる。

それ 対し 花ま 冷蔵ケースを置か い。イニシャルコストを

低減しランニングコスト ある電気代を回避するため ある。鮮度が

よけれ 温度を下げ 管理し販売機会を延 すよりも回転率を高めた

方がよい 考えたから ある。

何よりも冷蔵ケースそ も が咲こう する花を騙し延命効果を

ら た箱 ある。

そ 箱 入れられた花たち 購買する時 美しく も長く寿命を が

らえた花たち ある 、お客様 手元 い からあまり長持ちし

い いうデメリットがある。人 あげる一瞬 見せかけ よか た

わけ ある。

理屈 そうだが実際 いか 初期コストを下げるか（お金をかけ

いか） いうよりも、お金が か た フラワーキーパーを買え

か た ある。実際 二号店ま 中古 フラワーキーパーが入

いた。

花ま ギフト く家庭 中 飾られるホームユース 花 特

化した ある。ＭＳサイズ バラを 3 本パッケージし 300 円

販売した。

お客様 家 食卓 飾る 十分 多く 方が喜ん 買い上げ くれ

た。実際 八割 お客様 花を買う き 長さ 50 センチあれ 満

足する調査結果も出 いる。ロスも か た。

1 本 300 円 バラ 1 パック 3 本 300 円 花 差 舞台裏 ある。

粗利率 同じ あるがお客様 満足度 高く、リピーターへ が

た。

（10）富山の花の消費額
一店舗あたり 投資額も最小化され投資回収期間も一年半以内 モデ

ル た。多店舗化が可能 た。

まだ数件 納入しか か た時、ホテルへ 納入や葬儀社へ 納入、

円均一 セールを行い需要を開拓した。

通常 3、4 倍 売れた。他業種 当たり前 おこ われ いるこ

だ た。値段を明確 表記する いうこ 、あまり も当たり前

原則 あるが花屋業界 時価 し 値段 表記が いお店も多

か た。

お寿司屋さん 時価 書かれ いるお寿司を食べるよう も ある。

回転寿司がヒットした理由 値段が明確 取りやすい好き 分だけを

食べられる 言うメリットがある。

また手 取りやすい いうこ もポイント 通常花屋さん ガラス

ケース 花が閉じ込められ勝手 花を取るこ 許され い。

花ま 自由 手 自分 選 コーディネートするこ が

きる。値段がわかる、手 取りやすい、花ま も単純 そ 原理原則

を行 たわけ ある。

流通構造上業務用ギフト 使われる草丈 長い 2LL サイズ 80 ～ 90

センチ 花が秀品 され高値 取引され いた。それ 対し 草丈

短いMSサイズ（60 ～ 40 センチ） 花 安値取引される。

相場 上下 常 あるも ２Ｌサイズ バラが卸価格 100 円 対し

Ｓサイズ 50 円 いう半値 取引される。

一般花店 販売 対し 歩留まり（三分 一） 言われるロス

数を見込み原価 対し 三倍 値入が行われる。

まり 100 円原価 バラ 300 円 値が けられる が一般的 あ

る。三分 一捨 も原価 倍が残る いう計算 ある。贈答用 場

合い 来るかわから いお客様 為 品揃えをし、在庫をも リスク

があるため、そし 客数が少 いため 原価、ロス率積み上げ方式

売価設定が行われるこ る。

それを維持するため フラワーキーパー 呼 れる冷蔵庫がおかれ

いる。付加価値をあげよう する側面 販売機会 最長化をするため

冷蔵庫 い よい。



126 127

競争率が高か た。15坪 スペース 対し出店費 坪あたり90万円

保証金が必要だ た。花ま 県庁所在地 ある富山市 お

店をだすこ 夢 あり都 も上るよう 気持ち あ た。家賃 坪

あたり25,000円 あ た。

振り返 こそわかる だが、 も高い条件だ た。理屈 考えず（理

屈 わから か た） かく出店したい いう情熱だけだ た。

ディベロッパー 何回も足を運 情熱を伝えた。社長へ 面談が許

された。競合し 申し込んだ先も多か たが、花ま が選 れた。オー

プン当日 感激 今も忘れ い。

オープン3 日間 400 万円を売り上げた。

レジ お客さんが途切れるこ か た。全品 1 束 200 円均一

販売 あ た。あ も先 も い最高売上 あり、オープン キャッ

チフレーズ 「すごい花屋がや きた」をコピー した。

本当 すごか た。

200 円 花束を 20,000 束販売したこ る。画期的だ たこ

花屋が八百屋風 大声をだし 呼 込ん いるこ 、センター パッ

ケージされた花がバケツご 配送する仕組み よりバックヤードを持

たずすぐ売れる形 したこ だ。

お客さん 大喜 列を したが周り テナントさんやデベロッパー

驚い 、賞賛 お叱りを同時 いただいた。共有通路をふさい し

まうため ご迷惑がかか たからだ。

こ お店 花ま 創業期 おけるフラッグショップ り初年度売上

8,000 万円を記録した。こ こ が地域 評判 り出店 オファー

を次々 いただくよいき かけ た。

（12）ローコストオペレーション
しかし、確か 良く売れたが出店コスト家賃が高いため 利益

か た。 ち 据え置き保証金 返還交渉をした。10 年据え置き 10

年均等返還 契約だ たが、1,350 万円 保証金を原価値 置き換え

半額 割り引い キャッシュフロー 換えた。

業務需要をも いる花屋さんを羨ましくおも たが、思い返せ

か たこ が家庭内消費 いう分野 活路を求めた結果 た。

富山県 一世帯あたり 花消費額 1990 年 世帯あたり 8,000 円

（全国39 位） あ た。

近年 おい 16,000 円ま 消費が伸 、全国ランキング第四位ま

伸張した。ち み 全国平均 1997 年 13,000 円をピーク し、

直近 11,000 円 マーケット 縮小傾向 ある。花ま 最初

から多店舗化を志したわけ く規制緩和 も 急速 スーパー

マーケット 新店開発へ 対応 迫られ 店舗が広が い た。人

口 110 万人 富山県内 50 店舗 人口約 22,000 人 一人 割合

る。

花ま 年間客数 130 万 及ぶ。

小商圏 対応した損益分岐点 低いモデルが花ま モデル ある。需

要創造型 あるこ が言える。

購買動機 一番 家 近く ある、 い 買える い たシンプル

も ある。

毎日 お買い物 通りすがり 花屋があり、 い 買いをし 頂く、

おかず 一品 し り銭 買えるお花を提供した が花ま ある。

飽食 時代 いわれ胃袋 キャパ 増え いが、心 豊かさを求める

時代背景 もある。花一輪がもたらす幸せを気軽 提供する ある。

初め 対面販売をし「今日 奥さんバラがお買い得 すよ」 1 束

300 円 バラを嬉しそう 買 くださ た初め お客様 笑顔

花ま 初心 あり経営理念 原点 ある。

（11）富山市への出店
高岡地区から富山市へ初出店した時 第一号案件 、近隣購買型ショッ

ピングセンター 大変立地がよくテナント 募集説明会 たくさん

業者が列を した。実際花屋 スペース 13件 申し込みがあ

た。



128 129

看板方式 い た少量多品種多頻度配送 対応したジャストインタイ

ム 概念を持ち込み、日々効率をアップするため改善活動を行 い

る花工場 いえる。

本格的 ロジスティック思想を持ち配送センターを備え温度管理品質

管理を行い、環境基準 ある ISO14001 を、センターを始め全店

取得 業界初 ある。

センターから二時間圏を想定し おり、そ 範囲内 ドミナント率

を高め効率を上げるこ より花需要創造 貢献 きるも し い

る。花ま 強み 一 ある。

（14）富山の県民性
富山 県民性 い 日本一 指数が数多くある。持ち家率、一世帯

あたり 敷地面積、部屋数、庭 広さ、たたみ枚数が一位。

それから車 保有台数3.7 台。軽四普及率、共稼ぎ率、女性 就労率、

兼業農家率、高校進学率、貯蓄率、冠婚葬祭費これらも一位 ある。

それから食生活 おい お魚 消費額全国一位、特 鰤 イカがア

イテム別 ダントツ 一位、コロッケ、バナナ、インスタントラー

メンが一位 ある。

持ち家 住みお父さんお母さんも働き、土日 田んぼをし、教育費を

かけ、食生活 質素 貯蓄を好む。質実剛健 県民性 ある。食生活

おい 、自然 いけす 呼 れる富山湾 れる豊富 良質 鰤

やイカがお刺身 パック スーパー 並ぶ。

コロッケやバナナ 栄養価が高く、簡便性があり、仕事を持 いる

主婦 、賢く 堅い富山県女性 見逃せ いアイテム

ある。カップラーメンもしかり。

そん 環境 対し 花 消費額 ご想像 おり全国最下位グループ

あ た。

富山 大自然立山連峰 雄大さを じめ、野山 緑や花が咲き乱れ

隣 美容室から増床したい 申し入れがあり坪数を 15 坪から８坪

変更した。それ より利益が る店舗へリニューアルするこ が

きた。

こ 教訓 そ 後 出店政策 も有効 教訓 た。

出店をお願いする 高いコスト り出店をお願いされる 安いコス

ト るこ 、借りる面積を最小化するこ （5 坪～ 7 坪）保証金を

納めず 敷金 し 納める。退店時 敷金 返還を求め いこ よ

りそ 額を半額 し もらうこ 。

よりもそ 地域 人 花を通じ 喜ん いただく いう理念を実

現するため 高コスト 腰高 出店 許され か た。またキャッシュ

フロー ある か しか次 出店をし い工夫 もあ た。よ

花ま 今 もローコスト出店ローコストオペレーションを貫い いる。

実際 大手ナショナルチェーン 家賃 高い ころ 居抜き 案件以

外 出店し い い。条件が高すぎ 花を安く売れ いから ある。

出たい案件も立地もあ たが深追い し か た。

（13）バックシステムの構築
多店舗化を支えた 販売面 工夫だけ くバックシステム 構

築がポイント あ た。店舗 最小面積 展開するため （不動産

費 最小化）店舗 基本的 一人 運営 きるよう 、バックヤード

機能をすべ センター 置いた。

こ 方式 オランダ方式 いわれウォーターバケットシステム 呼

れ いる。手間 ま かかる水上げ作業仕分け作業 を集中化し作

業 効率化を か た。バケツ まま配送された花束たち 店頭 す

ぐ並べられる状態 配送されるため店頭 接客販売 い た付加価

値を生む時間を最大化 きるメリットがある。

外食産業 セントラルキッチン システム 似 いる。

花 セントラルパッケージシステム ある。こ センター 屋台方式、
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たみや誹謗中傷 よるプロパガンダ 対象 されるこ もある。が

しかし、花文化創造企業 し 使命を果たすため も、消費者志向、

お客様志向を実現するため も垂直方向 商品調達力 強化、商品開

発力 強化が急務 ある。

中国雲南省昆明 おける花生産 世界基準 達し おり今後 調達先

し 欠かせ く るこ が予想される。多店舗展開 エリア外 し

い。かえ リスクを増大させる 考え いる。

販売チャネル イノベーション、販売手法 イノベーション、一週間

鮮度保障、業務需要へ 対応、冠婚葬祭 も対応するか否か？もテー

マ いる。

ロス率 低減 貢献するからだ。ガーデニング業態 再構築も課題

ある。お花畑構想、フラワーアミューズメントパーク構想 流通

物販業から イノベーション もある。

花 あるライフスタイル 提案 よる花 ライフタイムバリュー 最

大化、生涯シェアを高める提案力、創造力を発揮したい。

富山県 おける、農地 占める稲作率 全国一位 あり、兼業農家率

一位 裏付け データ も く。休耕田や転作 問題解決 し ，

花 生産 拡大を次 る戦略 し いる。

農業へ 参入 ある。地産地消 より品質 向上 物流 最適化、プ

ロダクトアウトからマーケットインへ 変換を かるこ より、製

造型小売業を目指す。

支持し くださるお客さま 声援を力 変え消費者志向 実現こそが

使命 感じ いる。イノベーションを草 根的 起こせれ 考え

いる。

花 流通 おい 富山県が需要 供給 ミスマッチが最も起こ

いる県 いえる。

花ま 現在、東京大阪 大型市場から 仕入れが主 あり、高い調

達物流費をかけ おり、環境 も悪い。地産地消を勧めるこ より

鰤やイカ 消費が日本一 あるよう 良質 花が地元 生産され消費

花 わざわざ買わ く も自然が楽しませ くれ いた。花 買うも

く野 咲い いるも ある。あるい 人からもらうも

ある。これが富山 県民性 ある。

吉章 ご先祖 台湾バナナを北陸 地 初め 輸入をし、いち や

くバナナ 普及 努めた歴史がある。バナナや卵 物価 優等生 さ

れ今 スーパー 特価品 るこ が多い。当時 病気 ら い

食べられ い高級品 あ たそうだ。

それがサプライチェーンが進み、安く提供 きるよう り誰もが食

べられるよう も 変化し、普及を広めた ある。バナナ 消費

額日本一 いう も吉章 誇らしげ 感じ いる。

ぜ らご先祖が じめ 北陸 地 バナナを紹介した人 あ たか

らだ。祖先 ルーツ あるＤＮＡがそうさせ くれる 思う 血が騒

ぐ ある。

花 流通も現状 まだ進化し おらず改善点 数多くある。他業種

サプライチェーンを勉強するこ より見習える点 多い。

（15）サプライチェーンの改革
吉章 サプライチェーンを改革するこ より、店頭価格をよりリー

ズナブル したい。そし 需要を創造し、花 よる調和美 れた幸

せ ユートピア 実現を夢見 いる。

花普及率 し 購買率を上げ、年間消費額があ 1,000 円増えるこ

より日本一 花消費額を実現するこ が きる。

あ 一回来店頻度が増すか新規顧客 開拓が出来るか より実現可能

ある。需要 創造が地域 こだわ た展開 業界シェアを食い合う

く潜在需要を高めるこ こそ、価値が創造 きる 確信す

る。

業界 花を安く売るこ タブー視され、業界 異端児扱いされ、
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パリ 研修旅行が景品 し プレゼントされた。また、2005 年 、

オランダ・ロンドン 研修旅行、2004 年 アメリカ 流通視察

海外へ 視察も毎年行われ いる。

世界一花い い 富山・北陸を目指す花ま 、家庭 花をお届け

するため 花 インフラを増やすプロモーションも行 いる。

富山県 一世帯あたり所有する花瓶 数 、平均３本。花先進国オラ

ンダ 一世帯あたり所有数 30 本。ま たく及 い数 ある。

そこ 吉章 、まず家庭 花を飾るため 花瓶を増やさ けれ 思

た。

そこ 、各店 花をお買い上げいただいたお客さま 花瓶をプレゼン

トする いうプロモーションを行 た。そ 数富山県 世帯数 同数

34 万個 ある。家庭内インフラを整える。

先行投資が文化を育 広げるかもしれ い。小中学生 クラス 一人、

花委員を任命し教室 花を飾るプロジェクトも準備中 ある。

マス広告、テレビ、新聞を使うよりも、店頭媒体。一週間 ３万人

集客を活用し プロモーション 活性化をし いる。花自体がコミュ

ニケーション媒体 ある。

また、フラワースクール事業も同時 行 いる。フラワースクール

マスターコースを じめ 7 コースが用意され いる。気軽 参加

し いただくため エンジョイコース 体験レッスンを安価 提供し

いる。

か もマスターコース 、教育訓練給付金制度労働大臣指定講座

し 業界初 認定校 、実践的 インストラクター し 指導力や、

フラワー装飾業 し 「雇用 結 くアドバイザー能力」を身

け いくこ を目的 し いる。フラワースクール 生徒数 現在

1,000 人。

スクール 生徒さん 花カルチャー 浸透 かかせ い存在

いる。また、年 ３回、富山県 フラワーショーを開催し いる。

昨年度 假屋崎省吾氏 フラワーデモンストレーションを開催した、

テレビタレント し も人気 同氏 よるフラワーデモンストレー

される。新しい流通モデル 構築開発 着手し いる。

現在 花 生産作付け面積 出荷額 も 全国最下位 ある。それだ

け富山平野 肥沃 お米 生産 向い いる恵まれた，良質 農地

あるこ を意味する。近い将来、センターを中心 し 100 ヘクター

ル30 万坪 花畑が広がるこ を思い描い いる。

花 ロスを活用した有機肥料 販売 よる環境事業や花 品質基準を

明確 する技術を活用し検査機関を作る研究開発 も参加し いる。

すべき次 るビジョン 選択肢 無限 広がろう し いるが、

優先順位 、経営資源 蓄積 あり、そ また優先順位 ん 言

も人財開発 尽きます。

最大 テーマ あり、最大 役割 もある。

（16）コミュニケーション
社風向上 ため 活動 し 、花ま コミュニケーションプログ

ラムがある。モーニング・ランチフォーラム ある。これ 、一ヶ月

８クールを用意し おり、全店長を対象 し いる。

食事をし がらそれぞれ 一ヶ月 嬉しか たこ 感動したこ 、自

己採点、一ヶ月 具体的目標を発表し、共有する場 いる。ま

た花ま 一ヶ月 一冊以上 本を読むこ を勧め いるため、読

んだ本 感想やお勧めをする場 も いる。

先月 松下幸之助さん 社員心得帳をテーマ した。今後、「理念 経

営」をテキスト し がら自主的 読み合わせ討論会が開催れる仕組

みを くり じめ いる。そ 他 も本社 行われる月一回 店長会

議、各エリアご 毎週行われ いる店長会議がある。

そし アソシエイト全員参加 キャンペーンが年 数回行われる。母

日や、シクラメンを長持ちさせるため 肥料キュート 販売、切花

長持ち液 販売、おもしろ POPコンテスト アソシエイト全員参加

販売キャンペーンが行われる。

昨年行われたキュート、切花長持ち液キャンペーン 成績上位者 、
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100ha 花 楽園 中 笑顔あふれる人が集い、花 美しさ も

人 心 美しさを感じあい、大自然 恵み 対する感謝 気持ち

溢れ いる。花 よる調和美 世界 実現、花 妖精達 よるユート

ピア空間 実現を真 る楽土建設 貢献し いる。

尊敬され必要 される企業 成長し続け いる。アソシエイト 1,500

人 いる。

２． 事業領域の変化は花文化創造企業となっている。

（A）既存事業領域 変化・ ・ ・ ・ 流 通 業

再編が起こるこ よるスクラップ＆ビルド、M ＆ A が一

巡し いる。高付加価値型 店舗 業態開発、ガーデニング

店舗 業態開発、業態ミックス、多ブランド化を行 いく。

1week 鮮度保証や、業界初 サービスを次々 打ち出し、個

人消費 需要創造型モデル 深掘り 業務需要へ 対応 法

人需要 開拓、環境啓蒙型業態、花文化創造大学 設立、プ

ラスチック鉢回収事業 地域版フェアトレード し 森を豊

か する活動をし いる。衝動買い、待ち受け型ビジネス、

プラス外商型 合わせ、損益分岐点 割れ いる店を くす。

スクラップ＆ビルド店舗、新業態開発、 よるビジネスモデ

ルを創造する。

（B）新規 事業領域・ ・ ・ ・ ・

新販売チャネル 確立をし いる。マーケット 全国、ロー

カルを成功させる。・ ・ ・ テレフォン、イン

ターネット、通販、クイックデリバリー よる販売手法、男

性客 取り込み、30、40 代 女性客 新規開拓、物販をベー

ス サービス業へ転換、新規参入、時間消費型ビジネスモデ

ル、フラワーアミューズメントパーク、フラワーミュージア

ム、フラワーテーマパーク、生産直売、観光農園、苺狩りや

梨木 オーナーシップ制、100ha 花畑構想を実現する。幸

せ 象徴 し 花 よる大空間をダイナミック 創造する。

街並みを花文化 する。花 品質認定審査機関を くり、品

質 安心を与え、花 対する価値を拡大させ需要を創造する。

ション 、普段花 興味を示さ い層 注目も集め、1,800 人 いう

集客を集め大成功をおさめた。

また、ワールドチャンピオンやヨーロッピアンスタイルを日本 じ

めたオランダ、レン・オークメイド氏 ジャズピアニスト板垣氏 よ

るコラボレーションフラワーショーも行われ いる。

専門学校 も講師 カリキュラムを提供し おり、教育事業 し 花

文化創造塾 開設、将来 花大学、フラワーユニバーシティー構想を

描い いる。

花文化創造 不可欠 こ 、業界発展 ため 人材育成 あり、そ

こ が業界 地位向上 結 き、花ま 理念、ビジョン 実現

がる ある。

（17）花まつのビジョン
吉章 、次 よう ビジョンを描いた。

１．どんな会社になっているか（理想像）

会社 花文化創造企業 し 発展、繁栄をし いる。花消費額日本

一（25,000 円 /世帯年間）を実現し幸せを創造し いる。

事業 カテゴリー別 成長を げる。マルチブランド化 成功し い

る。

花ま ブランド コア事業 店舗別売上高、時間効率を上げ いる。

新商品開発力、調達力、接客サービス力 向上を、量、質 も上げる

こ 成功し いる。アッパーモデルも展開し、すべ マーケット

ゾーン おい シェア No.・1 も 需要創造型 し 全国から 注

目もされ いる。

まれ る異質化された成功モデル り際立 いる。調達 おける

イノベーション 製造小売業 し 農業をマネジメントし、そ ノウ

ハウを海外調達 も生かし独自 SCMが完成され いる。

品質２倍、コスト 1/2 より、世界最高水準 、世界一を視野

入れ いる。コア事業 成熟 も カルチャー 深耕をするため

、フラワーパーク 運営 成功し いる。
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有機農法普及 おける肥料事業、環境事業を目指す。

（C）IPO 誘惑・ ・ ・ ・ ・ 　 松 村

も 、IPO（株式公開）し いか いう誘いや、資本

提携 話が次から次 や くる。しかし、外部資本が入る 、

自分 理想 経営が き く る。外部資本が入るこ 倒

産 憂き目 あ た会社も知 いる。「商売 ぶし

ら い」 言う価値観を守り、同じ北陸 ある「芝寿司」

よう 何代も続く企業 し いか けれ 拡大 意味も い。

発展を急ぐこ 衰退を急ぐこ がる。将来 IPO も

視野 し 入れ いるが急ぐ必要も い。大阪 和食店

株式会社音羽や、東京 マッサージ店 株式会社ベアハグが

人材育成 ため 学校を く たよう 、花ビジネスを志望

する人材を育 るため 「花大学（花生活創造塾）」を社内

開講する。IPO いう誘惑を断ち切り、事業を継続させる戦

略を現在模索し いる。


