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※掲載は企業名 50 音順 

掲載にご協力いただいた皆様に感謝、御礼申し上げます 
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おかげさまで２０周年を迎えることができました 

１９９７（平成９）年１月１０日、株式会社シェアードバリュー・コーポレーションは産声を上げました。社会保険

労務士という仕事を通じて、経営人事の世界で世の中をよりよくしていくための思い、価値観を共有していく会

社として成長していこうという願いを込めて社名を命名いたしました。 

２００８年のことでした。私たちのミッションは、労働紛争を解決するのではなく、労働紛争が起きない健全な

職場づくりに貢献していくことなのではないかとの啓示を得たのです。そして、ふと立ち寄っていた書店で、この世

に生まれたばかりの『日本でいちばん大切にしたい会社』に運命的な出会いをしたのです。 

“大切にしたい会社”は、まさしく求めていたことを表現する言葉で、これだと感じました。それからは同書で取り

上げられていた伝説の「いい会社」、伊那食品工業へのベンチマーク視察を皮切りに、全国津々浦々に出

没して探求し続けています。そして、著者である坂本光司教授に師事させていただき、世の中にいい会社を増

やすための様々な活動をしてまいりました。 

この転機で、弊社は大きく変わりました。経営理念が刷新され、それまでなかった仕事をクリエイトする活動に

没頭していきました。そのプロセスで、そうありたい、共感できる、共に進みましょう、と本当にたくさんの素晴らしい

ご縁を賜ってまいりました。その一つ一つのご縁のおかげで、今日の株式会社シェアードバリュー・コーポレー

ションがあります。心より感謝と御礼を申し上げます。 

集大成として、２０１４年に「人を大切にする経営を実現するための学校」を開設し、その基幹事業
として「人本経営実践講座」を手掛けてまいりました。意気投合してご参集いただきました皆様とは、ま
さしく弊社が創業の精神で目指した世の中をよりよくしていための思いと価値観を共有しながら、前へ
前へと歩みを進めさていただいております。 

素晴らしい皆様のことを知っていただきたく、弊社２０周年の記念冊子として
本誌を綴じさせていただきました。この会社とコラボレーションしてみたい、ある
いはこんなことはできないか、など感じるところがありましたら、ぜひ先方へコン
タクトしてみてください。必ず出会ってよかったと思ってくださるはずです。 

 

２０１７年１月１０日 

株式会社シェアードバリュー・コーポレーション 

代表取締役 小林 秀司 
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「人を幸せにする」 

「人を幸せに 
する人になる」 

 

かかわる人みんなが幸せになる、 

地域になくてはならない存在として

100年企業を目指しています 

アルファ教育システム株式会社 Company Profile 

小学生～高校生を対象とした学習塾「アルファ進学スクール」（富山県・新潟

県糸魚川市に計19教室）と、主に一般の方を対象としたパソコン教室「みんなの

パソコン教室」（富山県内3教室）を運営しています。 

「教育」は、「未来への希望」だと考

えています。未来への明るい希望、わく

わくする気持ちを持っていただけるよう、

お一人おひとりを大切にし、家族のよう

に親身にかかわること・・・それがわたし

たちの仕事です。学習塾や教室といえ

ば、知識を教えるところ、というイメージ

ですが、それは一つの手段であって、目

的ではありません。学ぶのは、あくまで本人。学ぶ能力は十分に秘めています。で

も、未来への希望がなかったり、自己肯定感が低かったり、という状態では、その能

力は引き出されません。逆に、一人ひとりがその潜在能力を開花させれば、わたした

ちが教える何倍もの知識を自ら吸収し、わたしたちを大きく超えて成長していくことで

しょう。その成長こそ、幸せのもとだと思います。 

このことはお客様だけでなく、社員にも言えることです。むしろ社員を最優先に置く

のが、わたしたちが目指す人本経営です。まずは社員一人ひとりが未来への明るい

希望を持ち、自ら前向きに成長していく

会社であること。今年から始めた「人づくり

勉強会」（月1回、全社員参加）や、

社員間のつながりを強化する取り組み、

経営陣や各マネージャーが部下一人ひと

りとのかかわりを増やしていくことなどを通し

て、社員の潜在能力を引き出していきた

いと考えています。 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1986年1月4日 

3,000万円 

代表取締役 高椿 鮎美 

富山県黒部市立野26-1 
 

0765-54-4150 

0765-54-4780 

http:// www.alpha-es.co.jp 

soumu@alpha-es.co.jp 

人本講座についてひと言 

私たちが受講しました！ 

 

 

 

 

ちょうど北陸新幹線開通の頃に、は
るばる富山より2名で参加させてい
ただきました。小林社長による講座
は、決して押しつけではなく気づきを
促す形で進行され、豊富な事例を
もとに「自社ではどうしたらよいか、ど
ういう可能性があるのか」ということを
自分ごととして様々な視点からじっく
り考える機会になりました(「考える」
機会は、こうして確保しないと普段
は中々時間が取れませんよね？)。
素晴らしい仲間とも出会うことがで
き、今も感謝しております！ 

 

小学生のための “生きる力を育む” 野外ワークショップ  新人社員も頑張りました！ 

教室での指導風景 

2015年の社員旅行は、同じ2期生のパパラギさんで 
シュノーケリング体験!! With 小林社長 

アルファ教育システム株式会社 
代表取締役 高椿 鮎美 様 

アルファ進学スクール富山南株式会社 
代表取締役 笠嶋 英司 様 

（東京第2期生） 
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『いたらいいな』 

がここにある 

株式会社エイチ・オー・ピー Company Profile 

 

 

 

 

 

 

■システムの調査提案 

様々な業種や規模のシステム開発の経験を活かし、お客様のニーズにあったシス
テム環境をご提案致します。 

■Open系／制御系のソフトウエア開発 

WEB系をはじめとするOpen系のソフトウエアから、通信制御系のプログラムま
で、経験豊かなエンジニアにより、システム調査・分析・設計・プログラム開発から
運用・保守にいたるまで、お客様に最良のサービスをご提供致します。 

■ネットワーク／サーバーの構築から、データセンター／システムの運用保守まで 

大規模システム開発の経験を活かし、各種環境（DB、N/W、各種PP）の設
計・構築を支援しユーザのニーズにあったシステム環境を提供します。また、ユー
ザにとっては開発後の運用・保守が一番大切な事です。作ったら終わりではなく、
システムがある限り対応致します。 

 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1998年2月 

1,000万円 

代表取締役 北村 和明 

東京都港区港南2-12-27 
イケダヤ品川ビル6F 

03-5495-9111 

03-5495-9100 

http://hop-ltd.jp 

info@hop-ltd.jp 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

取締役 営業統括部長 

中島 信行 様 

（東京第2期生） 

講座の内容は、さまざまな気づき
があります。そして、困ったときに小
林先生が親身に相談にのってくれま
す。 

また、小林先生が全国のホット
ニュースを発表してくれるので、これ
からのトレンドを実感できます。 

講座のあとの飲み会がすごくて、
人本経営を実践している先輩方と
の繋がりが広がります。 

「こうしたい」とぼんやりとしていた
会社のイメージが、「こうすれば」とよ
り鮮明にイメージが描けるかと思いま
す。 

 

hop は IT 技術を通してお客様に便利になってもらえるシステムを検討し、 

開発構築していくサービスを提供する会社です。 

云わば、hop を信用してもらい、信頼関係の中、製品を造って行く会社です。  

“信頼”を築き上げ、“信頼”を持ち続ける事は決して容易ではありません。 

常にお客様に真にベストな提案を行い、ベストな結果を導き出す。 

その積重ねでのみ“信頼”は得られるものと考えます。 

社内の様子 社員旅行 
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エムユープリントは 

お客様の 

アイディアを 

形にする 

会社です 

 
 

 

有限会社エムユープリント Company Profile 

食品ラベル・工業用ラベルなど、多種多様のシール製造を主にしております。 

その他、ケーキピック・フラワーピック、タグなども製作しています。 

 

お客様のご依頼に基づき、社員の知恵と工夫を合わせて、商品を製造していま

す。 

お客様にご納得いただけるまで、試行錯誤を繰り返すこともありますが、喜んでい

ただけることが楽しくて社員一同、毎日仕事に取り組んでいます。 

 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

2004年7月1日 

1,000万円 

代表取締役 上田 直 

大阪府大東市御領1-10-20 
 

072-871-8110 

072-871-7515 

http://www.mu-print.com/ 

info@mu-print.com 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

専務取締役 

三浦 篤史 様 

（大阪第2期生） 

 

勉強熱心な方々の中でついていく

のに必死ですが、社員達の喜ぶ姿

を想像しながら人本経営を学ばせ

ていただいています。 

 

 

2015年忘年会 ミーティング風景 

製造現場の様子 

打ち抜き加工機 
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当社は 

歴史に甘んじることなく 

グローバルな感性を磨き、 

社員全員の 

英知を結集させ、 

基本を重んじながらも 

常に革新的なサービスを 

提供する事を忘れず、 

自動車、オートバイ社会の 

文化に貢献することを 

目指します。 

株式会社カツラダモータース Company Profile 

■経営理念 

われわれは同じ価値観のもと、英知を結集し、優れたオペレーションを展開し、常

にお客様に価値を提供します。さらに、PDCAを回し、価値と人間力に磨きをか

けます。 

１、 社員第一主義、顧客本位主義、社会貢献主義 

２、 会社は社員のため、商品、サービスはお客様のため 

３、 社員は社会のために、私は社員のために、仲間のために尽くす 

以上三つの主義を貫く経営を行います。 

■七精神 

１、脱皮の精神 一日一日生まれ変わろう 

２、メイアイへルプユーの精神 多角的にお役に立とう 

３、ファミリーの精神 運命共同体でゆこう 

４、喜びの取引の精神 利益は喜ばれた結果 

５、変化対応の精神 お客様市場のニーズを知ろう 

６、可能性追求の精神 とどまることは退歩である。 

７、人材育成の精神 後継者を育てよう 

■事業内容 

BMWオートバイの販売、修理（正規ディーラー2店舗）、カンナムスパイダー3

輪車販売（ディーラー）、四輪スズキ阪神アリーナーディーラー 

 

 

 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1922年創業 1965年3月登記 

4,000万円 

代表取締役社長 桂田 宗慶 

兵庫県西宮市甲子園口4-22-28 
 

0798-67-5506 

0798-64-3399 

http:// www.katsurada.com 

mail@katsurada.com 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役社長 

桂田 宗慶 様 

（東京第1期生） 

■人本経営的取り組み 
経営計画書を道具として、毎日の環境
整備、コミュ二ケーションブリッジの感想、
方針読み合わせ、ファメーション。サンクス
カード。飲みにケーション（グループ、店
舗、アルバイト、さし飲み）、毎月の読書
感想文、経営計画発表会、下期政策
勉強会での報奨表彰制度、週一回の地
域清掃、月一回の評価シートを利用して
のパートナーとの面談。早朝勉強会参加
（100回帳5万円旅行券支給、アルバイ
ト50回2万5千円）。独立支援制度、
保険勉強会、3km手帳作成。毎月マッ
サージ師派遣。 

■きっかけ 
損得優先だけでは経営ダメ。きれいごとで
運営できるように頑張っています（笑）。 

 

←経営計画発表会 

↑各種表彰式 

←社員と飲みにケーション 

↓アルバイトスタッフとのランチトーク 

↑講師を招いての研修 ↑早朝ライブ勉強会 
↑課題本感想文・旅行券がもらえる100回帳・ 

  従業員同士感謝し合うサンクスカード 
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先ずは利用者ありき 

すべてはそこから始まる 
 

私たちは、重度の障害があっても、 

一人ひとりが地域社会の一員として、 

自分らしく過ごすことができるよう 

お手伝いをさせていただきます。 

そのためにも一人ひとりの 

思いに寄り添い、尊厳を守り、 

共に歩んでいきます。 

社会福祉法人 菊池園 Company Profile 

当法人は重度の身体障害者の入所施設として昭和53年4月にスタート。現在

は障害者の入所施設を中心に、通所事業や短期入所事業、放課後等デイサー

ビス事業（障害児の通所）等を実施しています。 

開設当初より、施設に閉ざされた生活ではなく、「地域に開かれた施設」を目指

し、地域との交流や地域社会に出ての活動のサポートを積極的に行ってきました。

また、面会・外出・外泊・飲酒など日常生活での規制を極力設けず、一人ひとりの

その人らしい生活、自立した生活のサポートを行っています。一定の条件を満たせ

ば、施設外への単独での外出も可能で、近隣のコンビニやスーパーに「行ってきま～

す！」と、出かける利用者の方もいま

す。また、1年に1回、「飛行機に乗りた

い！コンサートに行きたい！」といった、

利用者の皆さんの夢を実現させるべく、

個別の外出支援にも取り組んでいま

す。利用者にとってわくわく楽しい菊池園

を目指しています！ 

利用者のより良い生活の実現には、

職員の力が何よりも大切！職員がいき

いきと笑顔で働くことができるよう、魅力

ある職場作りにも取り組んでいます。職

員にとってもわくわく楽しい菊池園を目

指しています！ 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1977年6月 

--- 

理事長 栁 純二 

福岡県朝倉郡筑前町山隈 
1607－11 

0946-24-7311 

0946-24-7312 

http://www.kikuchien.jp/ 

office@kikuchien.jp 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

施設長 

栁 誠 様 

（大阪第1期生） 

 

目に見えにくい「優しさや思いや

り」が何よりも大切となる福祉の現

場において、果たして「人事考課制

度」は必要なのか？そんな疑問をい

だき、色々と思い悩んでいた時、

SVCと人本経営に出会いました。

大阪での人本経営実践講座に参

加し、人を大切にする会社作りの大

切さを実感しました。また、いい会社

を作りたいと願う、良き同士にめぐり

合えたことが何よりの財産です。 

 

個別外出支援（08’小田和正コンサート） 

職員集合写真（ふれあいフェスタにて） 
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Tennis / Golf 

& 
Relaxation 

 

どこまでも人を大切にする 

キラニコ創造企業 

株式会社クリスタルプランニング Company Profile 

＜企業理念＞ 

クルーの幸せを源とし、お客様に愛され、社会から歓迎される会社を志します 

＜社是＞ 

“For You” マインド溢れる会社であり続けます 
 

『クリスタルのおもてなし』 

それはコミュニティーを広げるキーワード。 

クリスタルは、新しい健康スポーツライフおよび 

リラクゼーション業における健康管理サービスの 

確立を目指しています。 

■テニス・ゴルフスクール事業 

サービス業としてのインドアスクール 

「一人でも多くの人にテニス・ゴルフの楽しさを 

お伝えしたい！」 

人間力あふれるチームクルーが、 

快適空間でより気軽にくつろいでいただける 

「キラニコ環境創り」を目指します。 

■リラクゼーション事業 

国の認可を受けた最も新しい健康産業 「リラクゼーション業」 

“世界で最も魅力的な人材がいる会社” を 

目指す「Re・Ra・Ku」に学び、 

“For You” マインドあふれる魅力的な人財の 

育成に力を入れています。 

現在、千葉県柏市で2店舗を展開中。 

 ●Re・Ra・Ku セブンパークアリオ柏店 

 ●Re・Ra・Ku 柏マルイ店 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1991年2月2日 

2,000万円 

代表取締役 岡田 勲 

大阪府高槻市西冠2-9-1 
 

072-673-6088 

072-673-7382 

http://www.crystal-pl.co.jp 

home@crystal-pl.co.jp 

人本講座についてひと言 

私たちが受講しました！ 

代表取締役 

岡田 勲 様 
（大阪第1期生） 

人事総務担当次長 

岡田 浩司 様 

（大阪第1期生） 

■受講のきっかけ 

知人の紹介 

■印象に残っている講座内容 

・マザーリングマネジメント 

・ダイバーシティー 

■受講後に変わったこと 

幸せ軸へのシフトで社風が和ぎ、 

クルーの絆が深まったこと 

■今後の目標 

オンリーワン企業への転身 
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いい法人を 

作りましょう 
 

人を大切にする経営を実践して 

司法書士業界をリードします 

 

 

KOBE司法書士法人 Company Profile 

■主な業務内容 

 会社・法人登記／企業法務 

 遺言・家族信託・相続に関する業務 

 成年後見・財産管理業務 

 不動産登記／不動産法務 

 

 

■兵庫県で第1号の司法書士法人です 

司法書士業界が掲げている広範囲の業務をハイレベルで対応するには司法書

士集団を築かないといけません。 

そこで、独立開業を前提としている資格者を人本経営で定着させて、上質な

サービスの提供で社会貢献できる司法書士事務所づくりを進めております。 

 

定期的に全員参加の飲みにケーションやフットサルを楽しんで、家族的経営を目

指しています。 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1997年1月20日 

800万円 

代表社員 神津 科野 

兵庫県神戸市中央区布引町 
4-2-12 ネオフィス三宮10F 

078-251-6666 

078-251-6665 

http://www.kobe-shiho.or.jp 

kohzu@kobe-shiho.or.jp 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表社員 

神津 科野 様 

（大阪第1期生） 

 

東京第1期生から紹介を受け、

カリキュラムを拝見し、とても共感を

覚えトライアル受講をしました。 

その講義を受け、小林先生の熱

意と同期の方々が自社を「いい会

社にしたい」という想いが1日で伝わ

り、正式申込をしました。自分自身

もともと優しい方の性格なので、十

分に人を大切にしてきていると思っ

ていましたが、受講を重ねるごとに

仕組みがなくブレたり、改善点が沢

山あることに気づかされました。 
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私達は明るい笑顔で 

お客様と地域の匠と共に 

自然と文化が調和した 

まちづくりをします 
 

社員の幸せを第一にし、 

お客様と地元の職人達と 

一緒に環境を考え、 

乱開発は避け、 

なるべく古い物は残し、 

地域の価値を上げる様な 

まちづくりをしていきます 

株式会社 COCO-HOUSE Company Profile 

■「波乗り いってきまーす！」 

健康を大切にし、営業時間中でも息抜きに波乗り、

トレイルラン、筋トレ、水泳を推奨する会社です。 

社員みんな仲がいいですが、切磋琢磨してがんばっ

てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「古民家、リノベーションもお任せください！」 

主に鎌倉、葉山、逗子エリアを中心に不動産の仲介、売買、管理を業としてお

ります。海、山、歴史があるこのエリアは、住まいとしてもセカンドハウスとしても人気

なエリアということもあり、お客様も個性的な方が多く、社員はお客様との会話を楽

しんで仕事をしております。 

創業時から中古物件をメインにご

紹介しており、古民家やリノベーション

物件を得意としております。 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
[本社] 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

2006年4月27日 

300万円 

西本 学央 

神奈川県鎌倉市御成町12-8 
ノア鎌倉ビル 

0467-39-6250 

0467-39-6251 

http://coco-h.com/ 

info@coco-h.com 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役 

西本 学央 様 

（東京第3期生） 

 

経営理念を作りましたが、社員と

の深いコミュニケーション、社風づくり

をどの様にしてよいか分からない時

に、経営者の先輩からこの講座を

紹介して頂きました。 

毎回受講した後、即、社内で実

践することで段々社風が良くなり、

社員が「私が理想とする会社」を理

解してくれる様になり、今では社員

も一緒に色々な勉強会に参加して

くれるようになりました。 

 

ココハウス 
葉山店 

ココハウス 
御成通り店 

2016年9月には 
3店舗目となる 

葉山店がオープン 
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今から100年 

続く企業へ 
 

社員の子供、 

孫の世代までもが 

心豊かに生活できる基盤を 

提供し続けることで 

私たちの存在価値を 

高めていきます 

 

株式会社コンバージョン Company Profile 

今期で15期目になるITベンチャー企業です。 

ITシステムのインフラを中心に、セキュリティやオープンソースソフトウェアを活用し
たシステム構築・保守サポートを行っています。 

理念に「今から100年続く企業へ」を掲げ、ゆっくりと無理のない成長をしていま
す。私たちは無理な急成長も上場もしません。社員のことを第一に考え、働きやす
い環境作りを日々行っています。 

■OSSソリューション 

無償で利用できるOSSを活用し、企業のインフラ提案・設計・構築・保守サ
ポートを行います。 
お取引先様より弊社の高い技術力を評価していただいています。 

■セキュリティソリューション 

システムのウイルス対策、暗号化、迷惑メール対策などといった企業のセキュリ
ティ対策を行います。特定のメーカーにこだわらず、お客様に合った製品選定を
行うことで信頼を得ています。 

■クラウドソリューション 

クラウド基盤をベースに、お客様の環境の移行や運用を行っています。 
自前でサーバを持つことなく、運用のアウトソーシングが可能です。 

また、働きやすい環境を実現するため、他社にはないユニークな制度を導入してい
ます。 

 アニバーサリー特別休暇 
年間3日間／結婚記念日・家族の誕生日など、どんな記念日でも休めます。 

 疾病特別休暇 
連続最大5日間を年に何回でも取得可能。 

 健康管理の日特別休暇 
健康診断実施日は、出社せずにゆっくりと 

自己健康管理をする日としています。 

 スターバックス飲み放題 
外出時の空き時間や、休憩時などに活用 

しています。 

 漢方茶飲み放題 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

2002年11月1日 

2,000万円 

代表取締役 外池 直人 

東京都品川区大井1-49-15 
アクセス大井町ビル4F 

03-6429-2880 

03-6429-2881 

http://www.conversion.co.jp/ 

solution@conversion.co.jp 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役 

外池 直人 様 

（東京第1期生） 

会社を10年経営してきましたが、このまま
の会社でいいのかずっとモヤモヤしていまし
た。それが3年前にこの人本経営に出会っ
たことで、会社の目指す方向が見えてきた
気がします。自分の性格に合った、うちの会
社なりのやり方で、出来ることからコツコツと
諦めずにやっていきたいという思いが今湧き
上がっています。 

新倉 美紀 様（東京第3期生） 

人本経営を導入していくにあたって、社員
の側からできることを学ぶために講座を受け
ました。毎回他の受講生からの気づきや社
内の変化を刺激としていただいていました。
自社に還元できるところまではなかなかたど
り着けていませんが、一歩ずつ着実に浸透
させていきたいと思っています。 

社内イベントの様子 
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木の温もりを通して、 

顧客・地域社会に貢献し、 

互いに自己を 

高め合いながら、 

ひいては社員・家族の 

幸せを向上する 
 

株式会社関木工所 Company Profile 

弊社は明治15年に創業しました。 

ゼネコン・住宅建設会社様よりオフィス・学校・病院等のビル物件や住宅物件の

内部造作・造付家具・木製建具の製作・取付や、サッシメーカー様とタッグを組んだ

木アルミ複合サッシの木部の加工製作等を中心に営んでおります。 

 

 

社員とその家族の幸福度UPの経営を通して、お客様・地域への貢献を目指し

ております。 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
工場： 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1882（明治15）年1月1日 

1,000万円 

代表取締役 関 裕朗 

長野県須坂市中町219-1 
長野県須坂市上八町1903-1 

026-245-1096 

026-248-4393 

http://sekimoku.com 

sek@home.email.ne.jp 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役 

関 裕朗 様 

（東京第3期生） 

 

繁忙時にさらに受注が重なり、連

日社員に深夜・未明まで残業を要

請した事により、会社全体の雰囲

気が険悪になって退社する社員も

出てきたことから、社員を大切にする

経営に舵を切りたいと心底切望した

事がキッカケです。 

この講座で良い会社の事例を紹

介いただき、受講生同士でも人本

経営状況の情報交換を行うなど素

晴らしい刺激を頂いています。 

 

（上）住宅書棚 

（左）組木テーブル 脚にも注目! 

社員の家族を招いて会社参観＆BBQ大会後の記念写真 

写真上段：施工実績   写真下段：会社の様子 

飯山駅舎 川上中学校 西条市図書館 
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すべての出逢いを尊び 

心を尽くし 

誰にも優しい社会を 

創造します 
 

障がいのある方向けの保険を 

専門で扱う日本唯一の会社として 

障がいのある方とご家族と、 

地域と、社会と 

「ともに助け、ともに生きる」 

障がい者保険を提供しています 

ぜんち共済株式会社 Company Profile 

ぜんち共済株式会社は、前身の「全国知的障害者共済会」が掲げる「ともに助

け ともに生きる」の精神を受け継ぎ、知的障がい・発達障がい・ダウン症・てんかん

のある方に特化した日本で唯一の専門保険会社です。 

障がいがあるという理由だけで保険に加入できなかった方のために、健康告知も

医師の診断も必要なく入れる保障制度を提供しています。 

現在、会社を支えてくれる仲間は12名で、文字通り少数精鋭です。実は保険

会社の経験者より、保険会社以外の金融機関や福祉関係などの様々な業種か

らの転出組が大部分を占めています（平均年齢は43歳ですが、気持ちは若いで

す）。それだけに、保険会社の既成概念にとらわれることなく、各々が培ってきた知

識や経験を生かし、お客様のために保険内容やサービスが少しでも良くなるように

日々研鑽を積んでおります。 

おかげさまで、当社は2016年11月に設立10周年を迎えました。設立当時の

契約者数は、前身の共済会の契約を引き継ぎ約2万人でしたが、その後順調に

伸び続け、今では4万人を超えるまでに成長しました。 

これからも当社は、「障がい者保険」創業の思いを受け継ぎ、集まってくれた素晴

らしき仲間と一緒に、誰にとっても幸せな「共生社会」を創るとともに、会社が100

年続くよう努力してまいります。 

 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

2006年11月 

9,460万円 

代表取締役社長 榎本 重秋 

東京都千代田区岩本町3-5-8 
岩本町シティプラザビル5F 

03-5835-2571 

03-5835-2572 

http://www.z-kyosai.com/ 

info-z@z-kyosai.com 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役社長 

榎本 重秋 様 

（東京第1期生） 

経営理念は作ったものの、社内浸

透をどうしていったら良いのか悩んでい

る時に、この講座の存在を知りまし

た。正に渡りに船ですぐに受講を決め

ました。講座では同じ志を持つ仲間に

出逢え、自分の財産になっています。 

さらに、何よりも全国の素晴らしい

会社の存在を学べ、かつ実際にベン

チマーク出来る機会をいただけたこと

は、非常に自社の経営に役立ってい

ます。 

来年は会社の目指す方向性に対

する理解を深めるために、幹部社員

にも順次受講させる計画です。 

 

設立10周年記念パーティーにて 
（左）会社を支えてくれる素晴らしい仲間 

（下）人本講座の仲間たち 
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碧い地球を舞台に 

とびきりの笑顔と感動で 

人と人との絆をつくります 

株式会社テクニカ（パパラギダイビングスクール） Company Profile 

「ひとりでも多くの人に生命豊かな海中世界の

ときめきを伝え、人と地球へのおもいやりにあふ

れる仲間同士の絆をつくりたい」 

・・・これが私たち、パパラギダイビングスクールの

願いです。 

■国内トップクラスのダイビングスクール 

東京・神奈川を中心に12店舗を展開。 

2016年に創立30周年を迎えました。 

季節変動が大きい業界において、正規 

雇用にこだわり、インストラクター45名が 

全員正社員なのは、世界でも例を見ない規模になっています。 

年間1000名を超える方がダイビングライセンスを取得し、海と人への思いやりに

あふれる仲間が集う場を提供し続けています。お客様同士で結婚することも多

く、2世ダイバー誕生も！一生付き合いたいダイビングスクールを目指しています。 

■高みを目指して共に学ぶ 

「共育」をモットーに、先輩後輩の関係を越え

て学び合い、安全と安心のクオリティ向上には

余念がありません。 

目指すゴールが同じなら、けんかをしたっていい

んです。プロ同士、切磋琢磨する環境がお客様

の命を預かり、感動を与える仕事の基本です。 

■みんな゛で“幸せになろう！ 

海の中に生きる生物たちは、自然の中で皆それぞれの役

割を持っています。私たちも、お互いの個性を尊重し、

「誰かのためにがんばる強さ」を知っている集団として、一

緒に幸せを創りつづけます。 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1986年3月25日 

1,000万円 

代表取締役 松本 行宏 

神奈川県藤沢市南藤沢10-4 
 

0466-26-6101 

0466-26-7540 

http:// www.papalagi.co.jp 

papalagi@papalagi.co.jp 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役 

松本 行宏 様 

（東京第2期生） 

1期の受講生からの紹介で申し

込みました。 

事業承継後、会社の進むべき方

向に一本の筋が通りました。経営基

盤なくして社員の幸せはつくり得ない

ということを迷うことなく考えることが

出来るようになったのが大きかったで

す。 

また、ベンチマークで突き抜けたい

い会社の姿を見ることが出来たこ

と、志を共にする経営者仲間ができ

た事は大きな財産です。 

 

社員旅行 

ツアーの様子 

研修にて「対話の重要性を 
体験するワーク」中 

海洋研修 
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３ヶ月でコースデビュー!! 

めざせスウィング美人! 
 

ひとりでも多くの人に 

ゴルフの楽しさを 

体感していただくこと。 

わくわくハッピーゴルファーを 

沢山生み出すこと。 

それが『渋谷 de ゴルフ』、 

『二子玉 de ゴルフ』の使命です。 

人生のなかにゴルフという彩りを 

そえてみませんか。 

東京インドアゴルフ株式会社 Company Profile 

渋谷、二子玉川で会員制のゴルフスクールを運営しています。 

■手厚く習えてリーズナブルなセミプライベートレッスン 

生徒様3人に一人のインストラクターがついて、手

厚くしっかり習っていただけます。 

コースデビューを目指す初心者の方、経験がある

けれどもまだ100を切れない方、飛距離を伸ばした

い方など、基礎から見直してより楽しくゴルフができる

ように、お一人お一人のご要望に合わせたカスタマイ

ズ型の練習プログラムをご用意しております。 

スウィングを動画で撮影して、どうすればもっと良くなるの

かをご本人と確認しながら美しいスウィングをつくっていきま

す。正しい動きを確認しながら反復練習をしますので、ス

ウィングがどんどん良くなっていきます。 

■ゴルフ場でのレッスン会やコンペ、女子会などの楽しいイベントも盛りだくさん！ 

「目から鱗」のコースレッスン＝日帰りバスツアーや、ゴルフコンペなどのイベントも

随時開催しております。 

 

 

 

 

 

 

平成22年2月22日から始めた当スクールもご好評により受講される方も増え、

入会会員数は3,800名を超えました。おかげさまで、お客様のご紹介や口コミでの

会員も増えています。 

これからも初心者の方から経験者の方まで出来るだけ多くの方のゴルフの上達を

サポートし、わくわくハッピーゴルファーを沢山生み出していきたいと思っております。 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

2010（平成22）年2月2日 

222万円 

代表取締役 北本 治生 

東京都渋谷区渋谷2-14-13 
岡崎ビルB1F 

03-3407-3911 

03-3407-3911 

http://tokyo-indoorgolf.com 

info@tokyo-indoor-golf.com 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役 

北本 治生 様 

（東京第3期生） 

 

平素お世話になっていて敬愛して
いる社長に「ぜひ受けに行ってみなさ
い。」とのアドバイスをいただき、その
まま受講を申し込みました。 

講座は、「こうしたら理想の会社
がつくれる。」「むしろこれ以外にな
い。」と確信できる、とても実践的で
奥が深い内容です。他の参加者の
皆さまもとても前向きで、サポートし
あえるすばらしい仲間です。 

これから、スタッフとお客様の笑顔
にあふれたもっと楽しいゴルフスクー
ルをつくっていきます。 

 

ラウンドレッスン 女子会 
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世界中の 

研究開発において 

不可欠な 

存在になる 
 

ニイガタ株式会社 Company Profile 

研究開発における、器具・冶具・装置のオーダーメイド設計製作を主な事業とし

ています。 

加工業者の視点とアカデミアの視点を兼ね備える事で、研究開発者の言語を理

解し、同時に現実の加工的見地に立ったうえでのご提案、設計、製作を得意とし

ています。 

日本の優秀なアカデミアにおける研究開発と、世界に類を見ない技術力を誇る

中小企業におけるものづくりの翻訳者としての役割もミッションの一つです。 

現在、大学等との共同出願もしくは当社独自の出願での知財戦略に基づく商

品開発も、数案件進めております。 

今後は、研究開発の目的のヒヤリングから、開発予算の獲得、実験代行、技術

移転による製品化まで総合研究開発支援を目指しております。 

 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1979年4月 

1,000万円 

代表取締役 渡辺 学 

神奈川県横浜市鶴見区駒岡 
2-12-5 

045-580-3181 

045-580-0688 

http://www.ni-gata.co.jp 

m-watanabe@ni-gata.co.jp 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役 

渡辺 学 様 

（東京第3期生） 

■受講のきっかけ 

高学歴（マスター・ドクター他）社

員が増えるにつけ、社員の個性の多

様性に悩み、パパラギの松本氏に相

談したところ、本講座をご紹介いただ

きました。 

講座の雰囲気は、良い会社を創る

という共通の目的があり、各自意識も

高く素晴らしい講座です。 

受講中より毎回社内で実践してい

るので、確実に成果がでております。 

そして何よりも変わったのが私自身

の意識です。 

 

私たちは、叡智と正義をもって 
最先端技術を創造し 

ひと・地球・科学が調和した 
豊かで明るい未来を創ります 

2016 年現在の社員が考える未来図 
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私たちは 
やりがいのある仕事を通じて 

人間力を磨き、 
社会に役立つ人物へ 

日々成長します。 
みんなで仲良く助け愛、 

明るく楽しく 
幸せになりましょう。 

 

日口鋼管株式会社 Company Profile 

■事業内容 

パイプを中心とした鉄鋼及び非鉄金属の切断２次加工販売 

■加工内容 

切断、面取、スリット加工、穴開け、曲げ、フライス、レーザー、シカル、鍍金、塗

装 

■従業員 

62名（ベトナム人実習生11名含む） 

■特長 

 多品種・小ロット･短納期の秘訣であるスピード切断 

 地域No.1の切断機台数保有、スリットパイプ加工 

 大阪東エリアに特化した即納配達システム（トラックは8台保有） 

 在庫量1000トンは地域No.1 

 

 

 

 

 

 

■社内の様子 

 人本経営の取り組みで礼儀正しく、社員が明るくなり、助け合いの精神が生

まれた。 

 3S活動の実施で整理・整頓･清潔による安全性と生産性が向上。 

 社員とリーダー面談、リーダーと社長面談、各部署ミーティング、リーダーミー

ティング、部署間ミーティング、女子ミーティングなどによる情報の共有と問題

解決の取り組みで仲間意識ができた。 

 有休消化の推奨、子ども手当・出産祝い金・永年勤続表彰・非喫煙手当

など、福利厚生の充実で働きがい・モチベーションがアップした。 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1973年12月5日 

1,000万円 

代表取締役 樋口 浩邦 

大阪府大阪市平野区加美北 
4-6-21 

06-6791-7788 

06-6791-8588 

http://www.higuchikoukan.co.jp 

info@higuchikoukan.co.jp 

人本講座についてひと言 

私たちが受講しました！ 

 

 

 

 

 

■受講のきっかけ 
2016年2月の人本まつりに参加し

たこと。 

■講座の雰囲気 
講座中の顔つきは真剣。 

親睦会では和気あいあい。 

■受講後の変化 
社長の考え方が変わった。個人主

義から助け合う風土に変わった。 

■今後の目標 
今後もベンチマークなど積極的に

参加し人本経営を極めます！ 

 

代表取締役 
樋口 浩邦 様 
（大阪第2期生） 

営業 
小川 晃司 様 
（大阪第2期生） 
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社事業活動を通して 

お客様とスタッフが

BIGSMILE を 

共有すると同時に 

人類社会の発展に 

貢献する 

株式会社ビックスマイル Company Profile 

弊社の事業は「ラフティング」と呼ばれるアウトドアアクティビティをお客様に提供す

るサービス、消防を対象とした救助講習および資機材の販売を業務の主体としてお

ります。 

ラフティング部門は全国的に事業展開し、各 

エリアでも多くのお客様に選ばれ続ける組織を 

目指しています。一般のお客様のみならず、中 

学・高校の自然体験活動の一環として現在 

注目されており、年間10,000人以上もの 

生徒様に楽しんでいただいております。教室 

を超えて大自然を、ラフティングを通じて自然環境の 

大切さを学んでいただけるよう日々精進しております。 

また、救助部門としては、ラフティング部門で培っ 

た高度なレスキュー技術を、全国の最前線で活躍 

している救助隊員(消防・警察・自衛隊)に講習し 

たり、海外部門で輸入した商品を販売したりしてお

ります。日々進化する現代社会において、それはレ

スキュー技術・用品も同じです。少しでも早く日本

に輸入できるネットワークは弊社の強みです。 

社内のコミュニケーションとしては、面談・部門ご 

との食事会、年4回の懇親会や社員旅行、年に 

2回開催される合宿、そして日々の週次・月次会 

            議などを通して、フィロソフィーの 

                    浸透を図っており 

                    ます。 

また、最近では環境整備に力をいれており、役員

自ら事業所の整備状況を確認し、現地のスタッフと

話して改善に努めています。 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1999年3月4日 

1,000万円 

代表取締役社長 宇山 昭彦 

京都府亀岡市篠町篠新畑田23 
 

0771-29-5370 

0771-29-5371 

http://www.gekiryu.com 

bigsmile@gekiryu.com 

人本講座についてひと言 

私たちが受講しました！ 

 

 

 

受講のきっかけは、経営の先輩と

してお世話になっている方に紹介い

ただいたことに始まります。 

受講前は完全に業績思考でし

た。 

業績軸を完全に取り去ることは

現状でも迷いがありますが、成長軸

という新たな視点を身に着けることが

できました。 

 

 

代表取締役社長 
宇山 昭彦 様 
（大阪第2期生） 

執行役員 
三宅 秀典 様 
（大阪第2期生） 
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経営理念 

『信頼』『改革』 

『人間尊重』 
 

最新の技術により、 

お客様の様々な“問題を解決”し、 

いつでも、いつまでも 

“安心・快適”な 

建築・生産設備をご提供する 

 

フィデス株式会社 Company Profile 

弊社では【お客様第一主義】【環境整備】【クレーム『ゼロ』】を三つの基本方針

を掲げ、活動の原点としています。 

創業以来、お客様の施設や設備に緊急の事態が起こった場合は、いつでも、ど

んなことでも、いかなる時でも駆けつけ、お守りしてきました。台風による大雨・浸水

等で施設が全停電となれば、社員・協力会社様が深夜から翌朝まで夜を徹し、い

ち早く複電させる。それが弊社伝統の『緊急時24時間365日対応サービス』です。 

お客様のお役に立つ技術や迅速・親切・丁寧な顧客対応を心がけております。

お客様のどのような要求でも真摯に受け止め、創意工夫を重ねてお応えしてきまし

た。今では電気設備工事のみならず、空調、衛生、計装、そして、建設リニューアル

工事にまでに至り、今では電気保安管理をはじめ保守点検業務まで拡がり、弊社

の『ワンストップサービス』にたどり着きました。さらに一人ひとりのスキルを磨き込み、お

客様のご要望に応え、サービスの幅を広げる所存です。 

サービスの提供者は、社員であり、ビジネスパートナーの協力会社であります。ま

さしく『企業は人なり』で、人材でなく人財、“人は、『たから』”です。全社員の会議

やチームミーティング、社内行事は全社員参加を目指し、全社の価値観の共有を

図っています。これからは有能な人財を採用し、目標や夢を共有し、しっかりと支援

することで、人材から人財に変わっていきます。そして、人財不足、労働時間、工事

現場などの労働環境改善の鍵を握るのは職場のバリアフリーであります。若者や女        

性、そして障がい者であると考えています。 

社員は家族。人間尊重。 

わくわく働き、お互い切磋琢磨

し、お客様に提供する新たな価

値を創造に挑戦し、成果に見

合った適正な報酬を分け合うカン

パニー『わくわく・創造・カンパニー』

を目指しています。 

設立： 

資本金： 

代表者： 
 

所在地： 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1951年4月 

5,000万円 

代表取締役会長 並木 鷹男 
代表取締役社長 細矢 充 

千葉県千葉市緑区大高町40-15 

043-295-1151 

043-295-1212 

https://www.fides-inc.jp/ 

info@@fides-inc.jp 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役社長 

細矢 充 様 

（東京第1期生） 

2008年、『日本でいちばん大切に

したい会社』に感銘し、著者である坂

本光司先生の研究室を訪ね、先生

に弊社へご来訪頂き、ご指導を頂け

ることになりました。その際、随行され

た小林先生と出会ったのです。 

伊那食品工業様、沖縄教育出版

様などの見学会にも同行しました。そ

して、第一回人本経営実践講座の

案内を頂き、飛びつきました。 

小林先生からご指導頂き、人本

経営、価値観経営に向かい、牛歩で

ありますが、一歩一歩前進しておりま

す。 

 2016 年忘年会 
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経営理念 

全従業員の 
物心両面の幸福を追求し、 
クリーニングという業を通して 

広く社会に貢献します 
 

社是 

「いい会社をつくりましょう」 
～たくましく そして やさしく～ 

    株式会社マエダクリーニング Company Profile 

クリーニング業界はバブル以降市場規模が降下し 

続け、現在はピークの半分以下になってしまいました。 

その中で弊社はクリーニングのあるべき姿を細部まで 

検討し、価値を高めることで会社の存在価値を高 

めることに努めています。 

 

■お客様がクリーニングに価値を感じていただける高品質で独自性のあるサー 

  ビスの提供 

 ドライクリーニングと水洗いの2度洗いの汗ぬきクリーニング 

 お客様ごとに工程を細分化した個別洗いのおしゃれコース 

 アパレルが使用している立体的な仕上げ機の使用 

 生地を傷めにくい静止乾燥 

 お急ぎ品に対応できるクイックサービス     など 

 

■コインランドリーの多店舗展開 

お客様の洗濯物を早く経済的に洗いたいという

ニーズにこたえるため、また、ダニ・花粉症などの

アレルギーを防ぐ乾燥需要など、お客様のお困

りごとに対応し、大変好評を得ています。 

 

■理念浸透とチーム力向上のための勉強会の開催 

会社の経営理念を浸透し、実践していくための 

勉強会を毎月開催しています。 

また、本社工場では毎朝の朝礼での理念の唱和、 

行動指針の実践報告で、少しずつではありますが、 

「チームマエダ」は進化し続けていきます。 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1955年12月1日 

2,000万円 

代表取締役 前田 範夫 

滋賀県東近江市八日市浜野町 
7-21 

0748-22-0787 

0748-22-0787 

http://maedacleaning.jp/ 

nori0787@ybb.ne.jp 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役 

前田 範夫 様 

（大阪第1期生） 

企業にとって経営理念がいかに

大切か、この講座に参加して痛感

しました。また、多くのいい会社をベ

ンチマークすることで大きな勇気をい

ただき、自分自身の人生の目的が

少しずつ見えてきたような気がしま

す。これからも社員と共に企業の価

値を高め、「いい会社を」つくっていき

ます。 
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保育理念 
なかよしくっく保育園は、 

未来を担う 

かけがえのない子どもたちと、 

安心・安全な環境の中での 

健やかな心身の発達 

学びの基礎力づくりを望む 

保護者の方のために少人数制で、 

五感を通した食育と、 

専門的技術・知識を持ち、 

かつ人間力を備えた 

保育スペシャリストによる 

質の高いサービスを 

提供いたします。 

株式会社マザーグース（なかよしくっく保育園） Company Profile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■なかよしくっく保育園 

0歳児から2歳児まで、19人定員の小規模保育事業所（認可保育園）で

す。 

０歳から２歳は人格形成の土台が作られる大切な時期です。 

一人ひとりを大切にし、成長を細かくサポートするために、少人数制の保育と０

歳からの食育を実践しています。 

 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

2007年8月 

300万円 

園長 倉園 安子 

大阪府堺市北区中百舌鳥町 
5丁22 カサレスなかもず202号 

072-205-7499 

072-205-7499 

http://www.nakayoshicook.jp 

kurazono@nakayoshicook.jp 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

園長 

倉園 安子 様 

（大阪第2期生） 

開園当初から、保育士が働きやす

い職場作りや人間力の向上を心がけ

てきましたが、試行錯誤の日々でし

た。そのような中で人本経営と出会

い、私が求めていたものを実現できる

素晴らしい経営であることを確信しま

した。 

保育業界は、職場環境、待遇など

様々な問題を抱え、保育士不足と

なっている現状があります。保育士が

幸せに生き生きと働ける園作りをコツ

コツと実践していくことで、いずれは全

国の園が働きやすい職場になれば、と

いう想いを持っています。 
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しあわせ品質 

共創会社 
 

共創活動により、 

お客様のものづくりにおける 

品質向上に寄与し、 

全社員の物心両面の幸福と、 

人類・社会の進歩発展に 

貢献する 

株式会社モンテカンポ Company Profile 

ソフトウェアの受託開発および受託検証業務を提供しております。 

■開発事業 

開発事業では、お客様が企画したシステムやアプリの仕様検討から製造、検証

工程までを一貫して受託し、プログラムを成果物として納品しています。最近で

は、異業種からもアプリの開発依頼を頂き、位置検索アプリや歩数計アプリ等を

開発し、提供しております。 

■検証事業 

検証事業では、お客様が開発したアプリやWEBサイトの品質を、品質管理専

門のエンジニアが検証し、検証結果を解析、報告しています。また、大手のソフト

ウェアメーカー様に対して、品質基準のコンサルティングサービスを提供するなど、

品質管理のご支援をしております。 

■コクリエイト事業 

2016年に、国のものづくり補助金を活用して、自社での製品開発をおこないま

した。スマートフォンなどを外部から操作することの出来るボタンを開発し、また、ス

マートフォン側ではアプリケーションを独自開発する事により、異業種のお客様にも

IoT開発のきっかけとして頂ける製品を提供致します。 

■社風 

社員同士のコミュニケーションを活

性化させる仕組みや、社員自ら

が会社の方向性を決定する取り

組み、また、清掃など地域に貢献

する活動を通して、社員・会社・

地域と共に自らも成長できる様

な環境づくりに取り組んでいます。 

 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

2012年3月 

300万円 

代表取締役 山野 雅史 

東京都港区西新橋2-13-6 
ミタニビル3F ※本店:東京都江東区 

03-5510-8991 

03-5510-8992 

http://www.montecampo.co.jp 

info@montecampo.co.jp 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役 

山野 雅史 様 

（東京第2期生） 

 

東京で開催された、人本経営実

践講座第2期に参加したことをきっ

かけに、障がい者雇用をはじめまし

た。現在、精神障害者手帳をお持

ちの2名（1年経過、4ヶ月経過）

の方を雇用しています。主に、品質

管理（テスト）業務に従事してい

ますが、細かな不具合も的確に検

出してくれるなど大変頼もしく、今で

は社内にはなくてはならない存在で

す。 
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“幸せものづくり 

創造会社” 
「ヤマガタグループと出逢えて今がある」 

と言っていただける全てのお取引先さま。 

「ヤマガタグループに入って心からよかった」

と言ってくれる社員に包まれる会社。 

そして経営者が 

「ヤマガタグループを経営してきてよかった」 

と思える会社にしていきます。 

株式会社ヤマガタグラビヤ・株式会社ヤマガタファステム Company Profile 

～社員とその家族を大切にする。 

  そして人々が喜んでくれるような、世の中の役に立てる会社を経営していく～ 

昨年より社員をはじめとした関係者の「幸せづくり」を軸とした、「人本経営」に舵

をきりました。 

弊社はものづくりの会社です。4M変動において、ク

レームの多くは情報の共有不足や、教育の不十分、

作業の複雑化による見落としなどです。中でも情報の

共有について、よく「報・連・相」の徹底を現場に要請

するケースが見られますが、実際には現場の声が上に

届きにくい、あるいは届いても改善につながらない企業風土が大きく関わっていること

が問題と考えます。 

そこで、まずは管理職（マネージャー

以上）が現場の声を聞き、問題解決に

自らが率先して取り組むことが重要だと

考えました。2015年から、毎月「人本

経営」の研修を全管理職が受講し、「人

間力」の向上により、改善への「気付き」

が出来る事を強化するようにしました。 

また、経営理念である「社員が成長、幸せを実感できる環境をつくる」を実践す

べく、2016年より経営理念を実現するための行動指針である「クレド」を社員が作

成。朝礼や会議等などで「クレド」に基づく価値観

の共有を行い、全社員がコミュニケーションを大切

にした職場環境作りに取り組んでいます。仕組み

や制度ではなく、まずは風土を大切にしていきたい

と考えています。 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 
TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

1971年5月・1993年5月 

2,000万円・2,500万円 

代表取締役 山形 勇仁 

大阪府八尾市若林町2-99 
香川県仲多度郡まんのう町佐文779-6 
072-949-9456・0877-75-0999 

072-949-9792・0877-75-0990 

http://yamagata-group.co.jp 

h.yamagata@yamagata-group.co.jp 

人本講座についてひと言 

私たちが受講しました！ 

 

 

 

 

 

 

『日本でいちばん…』の本に出会い、感

動の涙が止まらず「こんな会社にしたい!」

と思っていた時に、小林先生と出会いまし

た。まずは専務2人がファシリテーターとして

第1期大阪人本経営実践講座に参加、

生涯の同志との出会いがありました。同時

に社長を含めたMg以上で“人本経営研

修”を受講。社員に丁寧に想いを伝え続

けています。先日、5S委員のメンバーが、

朝早く来て枯葉掃除をしてくれていて、感

動!(涙)絶対、“いい会社”にします～!!! 

 

ヤマガタグラビヤ 
常務取締役 
中村 正 様 
（大阪第1期生） 

ヤマガタファステム 
常務取締役 

山形 ひろみ 様 
（大阪第1期生） 

研修終了時にみんなで 
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人を幸せにする 
在り方の追求 

これは、自分自身の人としての器を
大きくすることにより周りを幸せにする
力をつけ、自分の幸せを目指すという
ことです。 

人を大切にする、仲間と仲良くす
る、互いに認め合う、支え合うなど当た
り前の事を当たり前にやることで幸せ
は感じられると思います。 

そんな空気が働きがい、幸福感、お
客様満足度につながっています。 

僕たちはそういったことを大切にして
いる会社です。 

有限会社ライト・ライズ Company Profile 

■毎週月曜日に社員全体研修を行っています！ 

会社ではもう5年以上も続いている文化で、この 

研修からライト・ライズは一気に変わりました。 

初めは社長の寺本が講師として人としての学び、 

組織の作り方、会社の方向性など様々な話をし、 

社員と想いを共にしてきました。 

今では各々得意分野があり、その長所を活かしてみんなの前で話す事もあり

ます。そうやって長所特化で楽しく学んでいます! 

■年に一度の最大イベント 

毎年恒例となった卒業式は、今年で5回目になりました。これは、アルバイトが

この会社のために頑張ってきてくれたことへの感謝を伝えたくてできたものです。 

ここでは涙あり、笑いあり、の本当のライト・ライズを見ることができるイベントと

なっています。 

なによりもこのイベントの幹事は新入社員がやることになっていて、ここで幹事を

することで、人として大きく成長します！次の会社を支える立場の人が育っていく

のです。 

この卒業式で、何を伝えたくて、どんな想いを皆と共有したいのか、それをみん

なと一緒にどれだけ作っていけるのか――。それを叶えたい、みんなを喜ばせた

い、という想いから、毎年幹事も涙を流すことも・・・。 

これをご覧のみなさまも、ぜひ一度ご参加ください。お待ちしております！ 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

 

2005年5月 

100万円 

代表取締役 寺本 幸司 

千葉県松戸市六高台5-108 
ラシーク103 

047-710-3255 

047-710-3255 

http://hy-gonsuke.com/ 

 

人本講座についてひと言 

私たちが受講しました！ 

 

 

 

私がこの講義に参加したいと思った

理由は、僕たちの会社で頑張ってくれ

たアルバイト達の幸せを守りたい、永

続してほしい！その想いからでした。 

なかなか人を大切にするという方針

の会社はなく、卒業していったアルバイ

ト達がたくさん悩んでいる姿を見てきま

した。「もっといい会社がたくさんあった

らいいのに」といつも思っていました。 

それと、まだまだ自分自身に力もな

く、どうやっていい会社を作っていけば

いいかもわからなかったのです。それを

学びたいと思い、この講義に参加させ

て頂きました！（文：梅田様） 

 

代表取締役 

寺本 幸司 様 

（東京第1期生） 

マネージャー 

梅田 真吾 様 

（東京第3期生） 
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人と人、人と企業の 
架け橋となり、 

社会に貢献する 
 

私たちは、新しい価値創造に 
果敢にチャレンジし、社会からの 

期待に応えるサービスを提供します 

個々がいきいきと輝ける、豊かな 
ライフワークの実現を目指します 

株式会社リブリッジ Company Profile 

■RPO（Recruitment Process Outsourcing）領域でのワンストップサービス提供 

人事採用の課題解決に、リブリッジの採用ソリューションをぜひご活用ください。 

 

１）インターネットメディア事業 

『グーカ』は、いい会社を表現するコンテ

ンツマーケティングツールです。こんな人に

来てほしい、と伝えるのではなく「自分もこ

うなりたい」と連想してもらい、応募意欲

を高め、自社のファンを新規開拓すること

が可能とする採用ツールです。 

 

２）人材プロデュース事業 

建築・設備・不動産領域を中心に、企業

における中核人材・専門領域人材の紹

介サービスをご提供しています。施工管理

技士、建築士、電気主任技術者等の人

材や、コンサルティング営業の人材の紹介

実績が豊富です。 

 

３）キャリアコンサルティング事業 

新卒・若手社員～管理職向けの各種

教育研修をご提供しています。手続きが

煩わしい国の助成金活用を弊社が一括

代行することで、研修コスト負担を無く

し、効果的な社員教育体制を整えること

が可能です。 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

2014年5月 

2,000万円 

代表取締役 石松 明彦 

東京都千代田区岩本町3-2-2  
千代田岩本ビル4F 

03-5809-2349 

03-5829-8589 

http://www.rebridge.co.jp/ 

ishimatsu@rebridge.co.jp 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役 

石松 明彦 様 

（東京第1期生） 

私たちは、第1期生として受講さ
せていただきました。そのきっかけは、
『人を大切にする経営を実現するた
めの学校』開講特別記念講演に参
加できる機会を得て、小林先生＆
法政大学大学院の坂本光司先生
と出会ったことです。 

講座の雰囲気は、参加者の皆
様の情熱に溢れ、人本経営の実践
の先に見るビジョンが全員一致して
いたものと思います。いい会社づくり
の経営のあり方を大いに学ぶことが
出来ました。 
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私たちは 

人的サービスを通じて 

善スパイラルの起点となり 

八方の人々の 

幸せを実現します 

株式会社リンクファシリティーズ Company Profile 

■業務実績 

① 警察庁 

・匿名通報ダイヤル 業務請負一式 

安全で安心な社会を守るため、一般市民から匿名で犯罪情報を受け付けている。その情報は暴
力団から薬物、オレオレ詐欺、児童虐待と多岐に渡る。電話受付によるコールセンター業務の他、
ウェブサイトからの通報もあるため、セキュリティ強固なウェブシステム構築も請け負っている。平成28
年には警察庁の実施したペネトレーションテストもクリアしている。 

② 神奈川県警察本部 

・パーキング管理業務一式 

神奈川県における路上コインパーキング 約1,500基の現金回収・緊急対応・保守管理の一括
管理を行う。 

③ オリンピック・パラリンピック組織委員会 

・小中学生からの絵画コンクール 運営事務局 

全国の小中学生からオリンピックにまつわる絵画の募集・保守管理・ウェブサイトの掲載一式を全て
請け負う。平成27年に引き続き本年も受託し、昨年は4万点の絵画が集まった。 

④ 厚生労働省 

・東日本における障害者雇用相談センター窓口業務一式 

・精神障害者等 雇用優良企業の選定および認証 事務局業務一式 

平成26年度からスタートした精神障害者を含めた認証事業の一式を受託。認証の骨組みから、
企業の募集・選定・認証から、ロゴマークの作成、ウェブサイトの作成まで全てを受託。この年、精
神障害者雇用において夜明けの年となる。 

⑤ 神奈川県、他行政 

・建物管理を主体とする、清掃・設備管理・受付・警備など多数。 

 

＜ 私たちが想い続ける八方とは ＞ 

１．社員   ５．お取引様 

２．社員の家族   ６．お取引様の家族 

３．お客様   ７．社会的弱者への貢献 

４．お客様の家族  ８．地域・社会への貢献 

＜ 株主の存在 ＞ 

本来ですと優先順位９は株主となります。が、明記はしておりません。 

１～８の幸せ実現こそが、株主にとって最大の幸せであるためです。 

設立： 

資本金： 

代表者： 

所在地： 
 

TEL： 

FAX： 

URL： 

MAIL: 

2007年3月27日 

2,000万円 

代表取締役 瀬戸 啓輔 

神奈川県横浜市港北区新横浜 
1-3-1 新横浜アーバンスクエア7F 

045-624-8985 

045-624-8815 

https://www.0120137809.com 

info@0120137809.com 

人本講座についてひと言 

私が受講しました！ 

代表取締役 

瀬戸 啓輔 様 

（東京第1期生） 

 

想いはあっても言葉にできなかっ

たのですが明確に社員達へ伝える

事が出来ました。 

また、同じ想いを持つ最高の仲

間ができました！ 

 

➊ ➋ ➌ 

➍ ➎ 

理
念
に
つ
い
て
の
補
足 



 

 

 

経 営 理 念  

理念のもつ無限の力を信じ、 
最高の社員満足と顧客感動をうみだす 

 

社   是  

社員に笑顔を 会社に輝きを 

会社は、社員の皆さんが笑顔で仕事をしてくれるように、 
最高に社員満足を高める経営をしていきます。 

そして、笑顔満点の社員でいっぱいになり、 
輝きのある会社を皆でつくり続けていきましょう。 

また、お客様の会社でも私たちの仕事を通じて同じような状態を 
つくり出し続けていきましょう。 

 

ビ ジ ョ ン  

『出会えてよかった』『やっててよかった』SVC 

「SVCさんのおかげで今がある」と言っていただけるお客様と、 
「SVCに入って心からよかった」と言ってくれる社員に包まれる会社、 

そして「SVCを経営してきてよかった」と言える会社にしていきたい 
という想いを反映させています。 

■ 発行・お問い合わせ先 

株式会社シェアードバリュー・コーポレーション 

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-17 TAIICHIビル3F 

TEL: 03-5259-7722 FAX: 03-5259-7721 

e-mail: svc-post@sharedvalue.co.jp URL: http://www.keieijinji.com 

2017年1月発行 


