report 企業紹介

株式会社 アド

ヒューマニズムに立脚した
多角的なギフトビジネスを
全国に展開

本格的な中元シーズンを迎え、県内でも百貨
店等の商戦が活発化している。最近のトレンド
をみると、贈り先をごく親しい人に限る一方、
中身に関しては、定番のビール等に加え、産地
直送品の人気も高まっているようである。
㈱アド（本社：柳井市）は、こうした中元・
歳暮や冠婚葬祭等のギフトを手掛ける企業で、
オリジナルの商品を企画・開発し、自社で販売

小

野

悟

社長

（おの・さとる）

●会社概要
所
設
資
年
従
事

在 地：柳井市大字古開作 519-3
立：昭和 52 年 3 月
本 金：141 百万円
商：3,231 百万円（平成 18 年 2 月期）
業 員：84 名
業 所：ギフトプラザアド柳井店・周南店、田
布施ロジスティクスセンター、平生ロ
ジスティクスセンター、きりんと配送
センター、大阪支店、岡山営業所
関連会社：王将酒造株式会社（光市）
事業内容：ギフト商品の企画開発及び小売、流
通システム・商材提案、食材宅配
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.ad-e.co.jp/

●会社沿革
昭和48年

月 小野悟氏が柳井駅前に美術工芸品店
「アド商会」を開業
昭和50年 月 旧店舗（美術工芸品店）前にギフト専
門店開店
昭和52年 月 資本金1,200万円で株式会社アド設立
昭和52年 月 柳井市新庄に店舗新築移転
昭和56年10月 徳山店開店
昭和58年11月 光店開店
昭和62年 月 柳井店を移転
平成 年 月 全店オンラインPOS管理による新物流
体制を構築
平成 年 月 卸売部門「SPD事業部」設立
平成 年11月 現本社新築
平成 年 月 食材宅配事業「けんこう村」開始
平成10年10月 徳山店と光店を統合、大型ギフト専門
店「ギフトプラザアド周南店」下松市
にオープン
平成10年12月 王将酒造株式会社を買収、100％子会
社化して酒類販売開始
平成13年 月 平生ロジスティクスセンター開設
平成15年 月 資本金1億4,100万円に増資
平成15年 月 田布施ロジスティクスセンター開設
平成17年11月 情報誌「きりんと」発刊
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◎はじめに
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するほか、百貨店などギフト取扱業者にも提供
している。さらに当社は、加盟店契約を結んだ
酒販店等に商品を供給する形で、全国に事業を
展開している。
本稿では、24 歳で大手メーカーを脱サラし
た小野悟社長が一代で築き上げた、多角的なギ
フトビジネスの概要を紹介する。

◎ 運命的なギフトとの出会いを経て、シ
ャディ㈱のカタログ商品取扱により事
業拡大
当社の歴史は、小野社長が地元の柳井市で開
業した美術工芸品店に始まる。ちなみに現在の
社名も、元々は「アート」から来たものである。
但し、当時の小野社長は、諸事情により会社を
辞めた後、商売のイロハも分からず、知人に誘
われるまま事業を始めたとのことで、数ヶ月で
中高生相手の食堂に切り替えた後も、売上は思
うように伸びなかった。
その一方で小野社長は、十代からの趣味であ
るドラムを生かし、ボウリング場の特設ステー
ジやクラブ等で、バンド演奏のアルバイトを行
っていた。そうした折、ボウリング大会を企画
することになった小野社長は、景品を準備する
ため広島市のギフト問屋を訪ねた。これが、ギ
フトとの運命的な出会いであった。
「ギフトはビジネスになる」と感じた小野社

長は、柳井市や周辺地域の事業所向けに、中元・

百貨店・スーパーや大手問屋等の業者向けにも、

歳暮や粗品など贈答用商品を販売し、売上を伸

商材として提供しており、包装・発送等の作業

ばしていった。さらに、知人に見せてもらった

やカタログ制作を引き受けることもある。特に

ギフト卸大手・シャディ㈱のカタログに興味を

最近は、タクシー会社などギフトと直接関係の

引かれ、同社商品の取扱を始めた結果、全国の

ない企業が、当社からの商材提供や物流面のサ

シャディ㈱取扱店の中で十指に入る年間売上を

ポートを受けて、ギフトビジネスに参入するケ

記録するなど、事業規模は一気に拡大した。

ースも増えている。ちなみに、昨年のお年玉付

株式会社化や新店舗開設等を経て、創業から

き年賀はがきの 2 等賞には、当社の販売する商

20 年目の平成 5 年には、現在の本社屋を新築

品（温泉ギフト）が採用された。

すると共に、当社と契約した加盟店向けに商品

＜個性的なギフトカタログを制作＞

を提供する形で、卸売事業を本格的にスタート

当社は、上記のオリジナル商品を中心とした

した。さらに、家庭用食材の宅配も展開するな

ギフト販売のツールとして、個性的なカタログ

ど多角化を進め、創業以来 1 期を除き増収を続

を制作している。中でも、メインの「ハウメッ

け、年商 30 億円を超える規模に成長している。

セギフトカタログ」には、寝具から食品まで約
1,200 アイテムが掲載され、価格帯も利用者の

◎ギフトを軸に多角的なビジネスを展開

多様なニーズに応じて幅広く設定されている。

＜オリジナルのギフト商品を企画・開発し、自
社販売のほか百貨店等の商材として提供＞

当社では、こうしたカタログ類について、
「自
前でなければ本物ではない」という小野社長の

当社は、食品メーカー等のギフトセットや有

考えから、基本的に自社で企画・デザインを行

名ブランド品を取り扱うだけでなく、オリジナ

っている。ちなみに社内では、キャッチコピー

ルのギフト商品を企画・開発し、柳井市（柳井

のコンテストにより、文章等のセンスを磨いて

店）及び下松市（周南店）の直営店や、全国の

いるそうだ。内容等にこだわる分、制作コスト

加盟店を通じて販売している。

も相応のものとなるが、
「カタログは当社の生

その一例が、異なるメーカーのビール・アイ

命線であり、決して手は抜けない」と小野社長

スコーヒー・ジュースを組み合わせたギフトセ

は力説する。

ットで、メーカー仕様ではなく当社独自のアレ

＜情報誌を発刊し、こだわりの食材を一般家庭

ンジを加え、多様な顧客ニーズに対応すると共

向けに宅配＞

に、単品の大量仕入により原価引き下げにもつ

当社は昨年 11 月より、
「きりんと」という情

なげている。中元・歳暮の時期には、特定の商

報誌（無料）を隔週で発刊し、惣菜類を中心と

品に関して、当社がスーパー等の量販店を上回

したこだわりの食材を、後述の加盟店ネットワ

る県内一の取扱量を記録したこともあるそうだ。

ークも活用しながら、一般家庭向けに宅配して

一方、ギフトとしての需要が近年高まっている、

いる。
「きりんと」とは、
「きちんと食べて、り

いわゆる「産地グルメ」の掘り起こしも積極

ん（凛）と生きる」という意味で、平成 9 年よ

的に進め、生産者とも連携しながら、
「日本一」

り手掛けていた「けんこう村」という食材宅配

を目指した商品開発に取り組んでいる。

事業を発展させたものである。

また当社は、こうしたオリジナルギフトを、
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最近は、主にインターネットを通じて食材を

やまぐち経済月報2006.6

21

report

購入する「お取り寄せ」が盛んであるが、当社

＜全国に加盟店ネットワークを構築＞

の「きりんと」は、この「お取り寄せ」的な要

当社は、全国の酒販店等と連携し、当社が制

素と、商品にまつわる様々な情報を提供するフ

作したカタログを用いて商品を販売する、「加

リーペーパー的な要素を組み合わせたもので、

盟店方式」によるネットワークを構築している。

季節の話題やレシピ等の文章は、当社の従業員

具体的には、当社が本部機能を持ち、加盟店

が自ら作成している。また、取り扱う食材につ

にカタログを提供すると共に、物流全般をカバ

いては、化学合成された添加物を含まない等の

ーする。一方、加盟店は当社から商品を仕入れ

「きりんと基準」を設けている。
さらに当社は、
「きりんと」で取り扱う食材

て顧客に販売し、その差額をマージンとして受
け取る形となるが、実際に加盟店が行う業務は、

を中心に構成された「やさしいごちそう」とい

基本的に注文の取次のみである。また、特にノ

うカタログギフト（法的には商品券）を展開し

ルマを定めず、フランチャイズ方式のようなロ

ている。
「やさしいごちそう」は、価格帯別に

イヤリティも徴収しない、自主性を尊重した仕

4 つのコース（2,500 円〜 10,000 円：税別）が

組みとなっている。

あり、贈られた側はカタログの中から好きな食
材を選べる。カタログはスーツのポケットにも
入るコンパクトなサイズで、展示会の来場粗品
等、企業の販促ツールとしても活用されている。

▲写真上：きりんと
写真下：やさしいごちそう

＜きりんと基準＞

▲写真上：ハウメッセギフトカタログ
写真下：2006 年お中元カタログ
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１．化学合成された添加物を使用していないもの。
２．化学合成された着色料・保存料・甘味料を使用して
いないもの。
３．農産物は、トレサビリティのはっきりしたもので、
化学肥料を使用していないもの。
４．農薬は基準の半分以下しか使用していないもの。
５．肉は国内で飼育されたもの（国産牛）。
６．魚はできる限り近海でとれたもの。
７．最終加工地が国内であるもの。

当社はこのネットワークにより、自前の店舗

包装等の作業を行っている。また、ミスの発生

を抱えることなく、全国への事業展開を実現し

を防ぐため、厳重なチェック体制を構築してお

ている。一方加盟店は、単独では難しい豊富な

り、作業内容や難易度に応じて、担当者を社内

品揃えが可能となる上、在庫管理の心配もなく、

の専門スタッフから外部の業者まで区別し、責

配達のついでにギフトをセールスするといった

任の所在を明確にしている。さらに、従業員の

形で、余分な人件費をかけずに新たなビジネス

意識向上を図る観点から、1 個当たりの工賃や、

を手掛けることが出来る。このため、酒販店や

ミスの発生件数等について、目標管理を徹底し

食料品店等の自営業者を中心に、本業以外の業

ている。

態開発を図る有効な手段にもなっている。

小野社長は、上記のきめ細かい物流システム

現在、加盟店は約 800 店に達しており、その

について、
「小売業のロジスティクス」と表現

大半が県外である。加盟店の酒販問屋が傘下の

しており、当社の強みである「商品企画・仕入・

小売店に業務を委託するようなケースも含める

営業・物流の一体化」の根幹を成すものとして、

と、実質的には 1 万店近い規模となっており、

一層の強化を図っていく方針である。

こうしたネットワークを通じた売上は、当社全
体の売上のほぼ 8 割を占めている。

◎「物売り」の精神を貫く「株式会社行商」
当社は、ギフトの小売から出発して、卸売の

◎ ギフトビジネスを支える物流システム
の強化に努める

分野に進出するという、
「小売のノウハウを持
つ卸売」として事業を広げてきた。流通の世界

ギフトの取扱では、配送の迅速さ・正確さは
勿論のこと、包装や「のし」
・挨拶状の添付等
において細かい気配りが求められる。このため
当社は、ギフトビジネスを支える物流システム
の強化に努めている。
当社では、全国から寄せられる注文を全て、
基本的に 1 つのラインで一括管理しており、伝
票類の自動作成や、顧客の様々な要望に応じた

▲本社社屋

▲写真上：柳井店

写真下：周南店
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では「中抜き」が進み、
「問屋無用論」も指摘
されているが、そうした状況下であえて当社は、
中間流通段階のビジネスを展開している。
このような取り組みについて、小野社長は、

◎全国のギフト店との連携拡大を目指す
市場規模 10 兆円超ともいわれるギフト業界
であるが、法人需要の落ち込み等により、最近
は一段と厳しい状況にある。しかし小野社長は、

「当社は価格や量ではなく、サービス等の付加

「厳しい環境こそ、当社の存在感を示すチャン

価値で勝負しており、そのためには間に人を介

スであり、流れる水のごとく、変化に柔軟に対

在させることが必要だ」と強調する。根底に流

応していきたい」と話す。その上で、加盟店ネ

れるのは「物売り」の精神で、小野社長曰く、

ットワークに関しては、店数と 1 店舗当たり売

当社は別名「株式会社行商」とのことである。

上を共に 2 倍にすることで、同事業での売上
100 億円を目指すとの目標を掲げている。

◎「遊働」を社訓に掲げ、従業員のモチ

さらに小野社長は、全国のギフト店との連携

ベーション向上に注力

を図り、Ｍ＆Ａ等も絡めながら、将来的には当

小野社長は、自らの経営手法について、
「人

社をホールディングカンパニーのような形にす

と人とのつながりを重視する、ヒューマニズム

るという構想を持っている。但し当面は、自己

に立脚した経営で、技術を持たない分、経営資

資本の更なる充実等により、しっかりと足元を

源を人に求めている」と述べている。

固める方針である。

そのため、従業員のモチベーション向上に注
力しており、評価・表彰等で成果に報いると共

◎おわりに

に、毎年盛大な社内大会を開催している。この

近年、県内の小売業においては、県外資本の

社内大会は、
当社が企業理念の 1 つに掲げる
「大

存在が大きくなっているが、小野社長の姿勢に

家族主義」を体現するものでもあり、個人別売

は、自らも語るように、商都として栄えた柳井

上等の成績発表に加え、趣向をこらした催し物

市の、ひいては山口県の商業者として、そうし

が行われている。

た動きに対抗したいという使命感があふれてい

ちなみに、当社の社訓は「遊働」
、即ち遊び

る。

と同様に仕事も楽しむというもので、自らもド

山口県から全国へ広がっていった当社のギフ

ラムを叩くなど、
「仕事のためには遊びも大事

トビジネスが、今後どのような展開をみせるの

だ」と考える小野社長の思いがにじみ出ている。

か、小野社長の「スティックさばき」が注目さ
れる。

＜企業理念＞
流通業を通じて、あらゆる人々との出会いに感謝し、そ
の出会いによって生かされていることに喜びを感じ、事
業収益を目指しながら、社会への奉仕、与える人生を目
指す。
１．お客様、お取引先、社員、共に感動を共有する
２．社業の生産性を高め、たえず堅実な経営に邁進する
３．働く喜び、楽しさを求め、誇りに思える職場づくり
を目指し、大家族主義を貫く
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（能野

昌剛）

