report 企業紹介

輸入新品タイヤのネット通販に特化し、国内
タイヤ市場で存在感を高める

株式会社 オートウェイ

な倉庫用用地を自動車関連企業が集積する苅田
臨空産業団地の一角に構え、ここから多数の海
外メーカーのタイヤをネットで全国に販売して
いる。
カー用品に対するユーザーのニーズや購入チ
ャネルが急速に多様化するなか、当社はこうし
た変化を的確に捉えながら、100億円企業を目
指し着実に業容を拡大している。

◎ 沿革
岡本

精 二 会長（社主）

（おかもと せいじ）

異なる。再生タイヤ製造から輸入タイヤ販売へ
の転換を余儀なくされたためだ。

所 在 地：福岡県京都郡苅田町苅田松浦

●再生タイヤ製造・販売からスタート

立：昭和 44 年（1969 年）

当社の歴史は、再生タイヤを製造していた豊

資 本 金：69 百万円

州商会の販売部門を分離し、昭和 44 年に設立

従 業 員：12 名（正社員）

された九昌商事有限会社に遡る。同社は関連会

事 業 所：本社、東京営業所
事業内容：タイヤ販売業
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.autoway.co.jp/

社で製造した再生タイヤを国内外に販売。昭和
63 年に岡本精二氏が社長に就任。
「昭和 48 年
のオイルショック以降、再生タイヤの需要が増

●会社沿革
九昌商事有限会社、北九州市門司区大

加し、売り上げも順調に伸び、関連会社の工場

字畑 1260-5 に設立

設備も増強した」
（岡本氏）という。当時は日

有限会社オートウェイコーポレイショ

本国内のゴムメーカーやタイヤメーカーから購

ンに商号変更
昭和63年

当社の歴史は、平成７年を境に事業内容が全く

●会社概要

設

昭和62年

株式会社オートウェイは、輸入タイヤに特化
し業績を伸ばしている元気企業だ。本社と広大

3787-62

昭和44年

◎ はじめに

有限会社オートウェイインターナショ

入したゴムで再生タイヤを製造し、海外へ輸出

ナルコーポレイションに商号変更

していたが、昭和 60 年頃には円高の進行によ

北九州市門司区西海岸 1-6-5 へ移転
岡本精二氏（取締役）が代表取締役に
就任
平成元年

北九州市門司区港町 7-8 へ移転

平成9年

株式会社オートウェイに商号変更

平成13年

福岡県京都郡苅田町磯浜町 2-1-36 へ移転

平成16年

東京営業所開設（東京都西多摩郡瑞穂町
長岡3-5-4）

平成17年

岡本精二氏が会長、岡本隆氏が代表取締
役に就任

平成18年

現在地へ移転

当社外観

やまぐち経済月報2007.5

19

report

り採算がとれない状況に追い込まれた。この窮

よる低コスト体質だ。

状を打開するため岡本氏はカバン一つ持ち渡米

●世界各国に広がる仕入先

し、
「米国ではゴムの価格が日本の半値から３

岡本氏はいち早く海外に目を向け、欧米やア

分の１」であることを初めて知る。海外からゴ

ジアのタイヤメーカーから新品タイヤを輸入す

ムを輸入することでこの苦境はひとまず脱した

ることに成功した。そのブランドはグッドイヤ

という。米国のほかマレーシアのゴムメーカー

ー、ミシュランなどの欧米有名ブランドからナ

など輸入先も開拓した。

ンカン（台湾）
、ネクセン（韓国）などアジア

●輸入新品タイヤの販売へ大転換

ブランドまで多種多様だ。独立系の当社にとっ

転機は平成７年にやってきた。懸命の経営努

て、
「国内タイヤメーカーとのしがらみがない」

力にもかかわらず、国内の再生タイヤ市場の縮

（岡本氏）ことが輸入先の開拓に幸いした。「外

小や外国からの格安新品タイヤの流入には抗し

国ではオートバックスよりも当社が有名です

きれず、平成７年、岡本氏は再生タイヤの販売

よ」と岡本氏は自信を示す。

中止を決断し、製造設備一式を中国企業に売却
した。

最近はアジア製新品タイヤの販売に注力。国
内ではアジア製タイヤの知名度はまだ低いが、

この間、岡本氏は試験的に米国製新品タイヤ

「価格は国産タイヤの半額程度で、品質も国産

の輸入（昭和 62 年）や韓国製新品タイヤの輸

と比べ遜色がない」
（岡本氏）ためだ。国内タ

入を開始するなど、将来の布石を打っていた。

イヤメーカーに劣らない設備を備え、日本人技

米国や欧州では低価格のセカンド・ブランド、

術者が生産工程の指導・管理を行っているとい

プライベートブランドのタイヤが、市販タイヤ

う。

の約半分を占めている現実を知り、日本でもこ

●豊富な品揃えの在庫

うした状況の到来を確信したからだ。
●新たな成長ステージへ

当社は常時 23 万本もの在庫を保有し、ユー
ザーの多様なニーズに応えるとともに、欠品が

平成７年、当社は海外製新品タイヤの輸入販

ないよう万全の体制を整備している。車種や用

売を本格的に開始。さらに岡本氏は、株式会社

途に合わせた様々な種類・サイズのタイヤのほ

オートウェイへ商号変更（平成９年）
、本社を

か、
一部のマニアに人気があるホワイトリボン・

北九州市門司区から京都郡苅田町へ移転（平成

タイヤ（白い帯が側面に印刷されたタイヤで、

13年）
、
東京営業所を開設（平成16年）するなど、

特にクラシックカー・ユーザーに人気）など一

着々と経営基盤を拡充。２年前には長男の岡本

般の販売店では手に入りにくいタイヤも揃え、

隆氏に社長を引き継ぎ、自らは会長（社主）に
就任し、当社は新たな成長ステージを迎えている。

◎特色と強み
タイヤは「価格」で選ばれることが多いという。
当社の強みはまさにこの「価格競争力」にある。
これを可能にしているのが、輸入新品タイヤ自
体の安さに加え、経営全般にわたるスリム化に
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タイヤ出荷作業

他社との差別化にも注力している。
特筆すべきは、膨大な在庫を当社の敷地内に

ページに結びつくよう工夫を凝らしている。
さらにローコスト・オペレーションを徹底。

整然と配置したコンテナを活用し、保管と管理

注文主が入力した商品の種類・数量、送り先な

を徹底していることだ。コンテナを品種別のロ

ど注文書の内容は、そのまま自動的に発送票や

ッカーのように使うことで、在庫管理と入出荷

伝票に印刷される。

が容易にできる。
「会社はきれいでないと儲か

●物流に最適な立地

らない」と岡本氏は力説する。

物流コスト削減は経営の重要ポイントの一つ

不良在庫の発生防止には特に注意し、長期間

だが、当社の場合は新北九州空港が近くにあ

売れ残ったタイヤはロシアやオーストラリア、

り、
港湾や高速道路からのアクセスも良いなど、

ニュージーランドなどへ定期的に輸出している

立地面でも優位性がある。当社の物流は、博多

そうだ。在庫資金の調達力にも不安はないとい

港、門司港と宅配業者によるトラック輸送が中

う。

心だ。

●ネット通販とローコスト・オペレーション

平成 16 年に開設した東京営業所に、最近は

当社の販売はインターネットでの通信販売

ストック量を超えた注文が入るようになり、岡

（ネット通販）が中心である。平成 18 年度の実

本氏は「もっと広い倉庫を備えた拠点の設置を

績では、ネット通販の売り上げは前年度比４割

考えなければならない」
と嬉しい悲鳴をあげる。

も伸びたという。買っているのは、
「個人が半

●その他

分以上で、残りがカーディーラー、ガソリンス

＜多様な情報発信チャネル＞

タンド、専門店など」
（岡本氏）だそうだ。

情報発信手段として「自動車専門誌」の活用

岡本氏は、平成７年頃からインターネットの

も重視。広告掲載のほか編集部へ積極的に情報

可能性に着目し、平成 13 年に本格的に事業を

を提供し、新商品の紹介やテストリポートなど

立ち上げた。ネット通販には、①顧客に全商品

の記事を掲載してもらうためだ。記事として取

を見てもらうことが可能、②ニーズに応じ、タ

り上げられることで、品質の良さ、メーカー情

イヤの品種、サイズ、メーカーなどからの検索

報などを読者にアピールできるという。

が容易、③いつでも、どこからでも注文が出来

また、カタログ販売も当社の重要な販売チャ

る、など多くのメリットがある。ヤフー・ショ

ネルだ。全国のガソリンスタンド、自動車整備

ッピングや楽天市場などにもネット通販のホー
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工場、中古車ディーラー等へ当社の商品カタロ

出入を行う企業にとって永遠の課題といえる。

グを定期的に配付し、多様なニーズを掴んでい

●低コスト体質の徹底

る。

平成 18 年の乗用車向けタイヤの国内販売本

＜人員等＞

数は約 5,130 万本（日本自動車タイヤ協会調べ）

当社は総勢 30 名。うち正社員は 12 名にすぎ

だが、国内の新車販売は低迷が続く。背景には

ない。このうちネット通販の担当者は約 10 名

人口減少・高齢化社会の到来があるためで、国

とスリム化を徹底。

内タイヤ市場の拡大は期待できないから、今後

また、建設費が安く、品質も良いとの考えか

の競争激化は必至だ。さらなる低コスト体質の

ら一般住宅を本社事務所として使用。

徹底が生き残りの条件となろう

◎今後の課題と方向性

◎おわりに

国内の自動車販売が低迷するなか、
「低価格」

新しいビジネスモデルを構築し、当社を急成

をいかに維持するかに尽きよう。

長させたのは、岡本氏の経営手腕に負う部分が

●為替リスク等への対応

大きい。当社の経営理念は「勇気」
「続力」「粘

当社の歴史は「為替変動との戦い」と岡本氏

力」
「忍力」
「智力」だが、同氏は特に「勇気が

が語るように、当社の事業は円の国際化の流れ

大事」という。過去、再生タイヤ製造設備の売

に大きく影響されてきた。ちなみに、昭和 48

却、大胆な事業転換など、その度に「勇気」を

年には完全変動相場制に移行し、平成７年には

もって決断し、チャレンジしてきたからだ。い

円相場が１ドル 100 円の壁を突破した。直近で

ずれの局面においても「人との出会いに助けら

は１ドル 120 円を挟んだ円安傾向が続いている

れた」と述懐する。

おり、当社には逆風だ。一方、円キャリートレ

前述のように同氏は平成 17 年に社長職を長

ードの巻き戻しなどによる急激な円高も予想さ

男に譲り、会長（社主）に就いた。既にインタ

れ、これは追い風となる。こうした為替リスク

ーネット関連事業は専務である三男が担当し事

には、先物でヘッジするなど銀行の機能と情報

業継承も順調だ。

をフルに活用するとともに、輸入先を複数にす

「今年度は国内タイヤ市場の約１％のシェア

るなど仕入れリスクの分散にも留意している。

（60 万本）を目指す」と岡本氏は余裕を示す。

グローバル化の進展によりこうしたリスクは
さらに高まることは必至で、当社のみならず輸

本社事務所
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新たな成長ステージを迎えた当社のこれからが
楽しみだ。

（井本

当社ホームページ

裕康）

