report 企業紹介

国内における木製ガレージドア普
及のパイオニア企業として、新た
な市場を切り拓く

◎ はじめに
株式会社ワールドガレージドアは、山口市に

株式会社 ワールドガレージドア

本社と工場を構え、完全オーダーメイドの木製
ガレージドアを製造、販売している。木製ガレ
ージドアの市場は、「１千軒に１軒」といわれ
る程ニッチで、顧客の大半は大都市圏の富裕層
という点に特色がある。
当社の設立は、アメリカなどでガレージドア
に木製が使用されていることにいち早く着目し
た、店村社長の叔父によるものだ。設立と同時
に入社して７年前に経営を引き継ぎ、我が国の
木製ガレージドアの普及に情熱を注ぐ、店村社

店村

圭 祐 社長

（たなむら・けいすけ）

長の経営を紹介する。

◎ 当社設立の経緯
●会社概要
所 在 地：山口市下小鯖 405 番地１
設

立：1991 年１月

■前社長が木製ガレージドアに着目
当社は1991年、山口市で土建業を営む店村氏
の叔父によって設立された。木製ガレージドア

資 本 金：1,000 万円

との出会いは、前社長が偶然にも自宅ガレージ

売 上 高：295 百万円（2007 年 9 月期）

にアメリカ製の木製ガレージドアを設置したこ

従 業 員：13 名
事業内容：木製ガレージドア製造・販売
自動散水システム販売
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.wgd.co.jp

とに始まる。アメリカやカナダなどで使用され
ていた木製ガレージドアは、当時の日本で見か
けることはなかったという。自宅で設置したこ
とがキッカケとなり、前社長は、
「木造建築が
普及している日本の住宅にも木製ガレージドア

●会社沿革
1991 年
1997 年
2000 年
2001 年
2002 年
2004 年
2005 年
2006 年
2007 年

設立・創業
三和シヤッター工業㈱発注元のハウスメー
カーと取引開始
㈱ヤナセと取引開始
店村圭祐氏が代表取締役に就任
三和シヤッター工業㈱と製造委託契約締結
㈶やまぐち産業振興財団より重点支援企業
に指名
準遮炎（準防火）シャッター認定取得、
ＩＳＯ 9001 認証取得
自動散水システム「WATER GARDEN」
販売開始
やまぎん地域企業助成基金受賞

2008年 可動式パネルに関する国際特許出願
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が合うのではないか」とひらめいたそうだ。
木製ガレージドアの輸入販売を始めようと調
べた結果、現地商品はツーバイフォー工法の規

▲

本社外観

格品が主流のためドアパネルは日本人に合う繊
細さに欠けるものの、金物やモーターなどガレ
ージドア部品はそのまま使えることがわかっ
た。ドアパネルは外材（米ヒバ、米松、米杉、

◎ 製造、取り付け、販売の10年間会社
を支える
■創業期の辛酸を味わう
当社の創業時期は、
「バブル経済の崩壊直後

米栂など）を輸入し、自社で加工することにし

で事業環境としては最悪」
（店村社長）であっ

たという。

た。富裕層の多い首都圏を中心に営業を続けた

■パイロットへの道を断念し、木製ガレージド

が、地方の知名度もない会社が受注を確保する

ア業界へ転身

のは容易ではなかった。

現社長店村氏の人生の目標は、パイロットに

苦難のなか、店村氏を支えたものは「付加価

なることだった。1986年からアメリカの航空パ

値の高い商品は、必ず売れる」という信念であ

イロット養成学校で学び、現地飛行機会社の就

ったという。

職活動に必要な飛行実績である1,000時間まで、

■工夫と行動力で受注の確保に成功

残り半分のところまできていたそうだ。

苦労のなか辿り着いたのが、1997年より三和

そんななか、転機は突然訪れた。卒業前の

シヤッター工業㈱の発注元であるハウスメーカ

1990年、前社長の叔父が店村氏に、
「ガレージ

ーへ当社商品の納入を開始。2000年には、高級

ドア部品の輸入交渉を現地商社としてくれない

車販売会社の㈱ヤナセの取り扱い商品「エルウ

か」と依頼してきたのだ。初めての輸入交渉は

ッド」として採用され、
機関誌「ヤナセライフ」

苦難の連続であったが、店村氏は見事にこれを

に掲載された。
「カーマニアは木製ガレージド

まとめたという。この経験が「将来のことも冷

アに興味がある」という狙いは的中し、知名度

静に考え、夢であったパイロットへの道を断念

が向上したという。

し、事業に成功してプライベートで飛行機に乗
ろうと決意し、木製ガレージドア業界に転身し

◎ すべての経験を経営に生かし続ける

た」という。

■社長就任後７年で経営基盤を確立

1991年に帰国し、ワールドガレージドア社設
立と同時に入社した。

店村氏は10年間の経験の後、2001年に叔父か
ら経営を引き継いだ。33歳という若さであった
が、７年間で経営基盤は確実に改善をした。
■人材育成に注力し、生産性の向上を図る
店村社長の経営の原点は、すべての経験（特

▲

フラットタイプ

▲

模様タイプ
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に失敗）を随所に生かしていくことにある。な

業スタッフ（全３名）の不足を補うため、「全

かでも注力しているのが、人材育成による生産

社員が営業マン」という考えで、来社される顧

性の向上である。

客や取引会社に接するに際し、徹底的に営業意

＜礼儀と清掃＞

識を持たせている。それらに起因する業務改善

当社の社員で印象的なものは、
若い人が多く、
それぞれ実に礼儀正しいことだ。この背景には

提案が、売上げ増や、残業時間の大幅短縮にも
結び付き、生産性の向上を実現できたそうだ。。

店村社長の教育がある。成功者といわれる多く
のお客様に接して共通していたことは、
「礼儀

◎ 当社経営の特色

正しく、自宅、会社がきちんと整理され、特に

■オーダーメイドのニーズに確実に応える

気配りができることだ」という。
＜すべての基本は準備＞
人材育成の基本は、
「100％の力を出すために

独自の基準と工夫を加味して作られる、当社
木製ガレージドアの特長は次のとおり。
＜当社商品の特長＞

常に準備する」というものだ。これは社長自身

①米ヒバなどの高級素材を１ヵ月もの期間をか

の信条でもある。始業から100％の力を発揮す

けて丁寧に仕上げる、100％オーダーメイド

るには、時間外の使い方がポイントという。特

の完全受注品。

に、休日の過ごし方に注意を促しており、毎週

②標準価格はクルマ１台用が 100 万円、２台用

始めには全社員が参加し、
「休日をどのように

で 200 万円と、通常のスチール製の約４倍。

意識して過ごしたか」を報告するミーティング

③木製ならではの重厚さと気品、風格に満ちあ

を開くほど徹底している。

ふれ、長年使うほどに木の深みも増してく

＜出会ったからにはトコトンやる＞

る。

人材育成のもう一つの基本は、
「出会ったか

④見た目の美しさだけではなく、１㎡に 100 ㎏

らにはトコトンやる」だ。店村社長は「木製ガ

の砂袋を用いた耐風圧テストをクリアーす

レージドアとは全く偶然に出会ったが、別のこ

る強度も兼ね備えている。また、開閉時の

とに出会っていても結果は同じ」という。
「与

音はとても静かで、防音性にも優れている。

えられた仕事をクリアーしていけば、やがて天

＜独自の基準と工夫＞

職になる」と、自らの経験を若い社員によく話

○

すそうだ。

経年によるソリを抑えるため、当社基準をク

また、社員による業務改善提案も活発だ。営

▲
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当社敷地内

リアーした直径 1.5 ｍから２ｍもある大きなサ

▲

製造現場

イズの米国産の天然無垢材のみを用いている。

なった。2002 年に同社と製造委託契約を締結。

また、節のある部分は用いず、ガレージドアの

現在では、同社からの受注も拡大している。

外部面には見た目の美しさに加え、反りが生じ

■公的機関の支援を活用

にくい柾目板（まさめいた）を用いている。
○

製造データの蓄積
木材の種類や木の含水率、仕入先をはじめ、

販路拡大に際し、山口県や財団法人やまぐち
産業振興財団などの公的機関の支援をタイムリ
ーに活用している。主な活用例では、2005 年

製造時の天気、湿度、温度などを記載する「製

に準遮炎（準防火）シャッターの認定を取得し、

作カルテ」を考案し、全製造スタッフ（９名）

商業地域の店舗や住宅などへの木製ガレージド

に記載を義務付けている。
これは、
「木は生き物」

アの設置を可能としたことや、海外進出に必要

であり、同じ原産品であっても気象条件等の違

なＩＳＯ 9001 を認証取得したことがある。ま

いを考慮して加工する必要があるからという。

た、中国市場への進出に向けた中国語版ホーム

同カルテは、商品の製造データやノウハウが蓄

ページ開設の際にも同財団の支援を受けた。な

積された品質管理の最重要資料であり、クレー

お、2007 年には同財団の推薦で、
「やまぎん地

ムの原因追求にも活用されている。

域企業助成基金」を受賞している。

○

メンテナンスの徹底
経年に伴う、木材の色あせや割れなどの劣化

◎ 今後の方向性

は止むを得ない。そこで、製造後の品質管理と

建築基準法の改正に伴う新設住宅着工戸数の

して、再塗装によるメンテナンスをお客様へ３

減少や原材料価格の大幅な上昇など、業界を取

年おきにお知らせしている。

り巻く環境は厳しさを増している。こうした状

＜最新の加工機械の導入＞

況に対応し、店村社長は次なる戦略を着々と推

店村社長は「熟練工はいらない」という。こ

進している。

れに代わるのが、最新機器の導入だ。木製ガレ

■販売体制の強化

ージドアの製造においては、特別な熟練技能よ

＜営業拠点の新設＞

りも、設計図通りに仕上げる正確な技能が優先

今年８月、東京都に次いで市場が大きい大阪

される。多様化するニーズと納期にタイムリー

市に営業拠点を新設し、関西圏での販路を開拓

に対応するため、工場内の木工機械は特注品が

する計画だ。ここにきて社内の指示系統が確立

多く、長さ 7.6 ｍのドア開口幅でも対応できる

されたことで、第二の拠点地域大阪でも商品と

加工機械などが稼動している。

自社の認知を高めていく体制がとれるようにな

■三和シヤッター工業㈱との業務提携
木製ガレージドアは、スケールメリットの追
求が難しい商品で、手間のかかる、クレームの
多い商品である。それらの問題を、店村社長を
中心に全社員の熱意ある対応で確実に解決して
いく姿が信用を積みかさね、ついに営業で接点
のあった大手シャッターメーカー、三和シヤッ
ター工業㈱から受注を得ることが出来るように

▲

防火設備タイプ
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ったのである。

タッフの配置と、営業体制を強化している。

＜海外市場の開拓＞

また、2005 年に開催された「愛知万博」で、

また、国内市場のみならず海外進出も視野に

国内で初めて導入された、水を微細な霧の状態

入れている。これまで海外進出については、Ｉ

にして噴射し、冷房効果が得られる「ドライミ

ＳＯ 9001 を認証取得した 2005 年以降、中国、

スト装置」の販売を今年８月より開始した。環

台湾、韓国と、アジア方面の業者と商談する機

境関連商品として早くも反響を得ているそう

会があった。しかし、木製ガレージドアという

だ。

商品の新しさを感じてもらうことができず、こ

■新商品開発

れらの商談は受注に至らなかった。しかし、店

＜エコガレージの開発・販売＞

村社長はしばしば海外の展示会に出かけて新商

木製ガレージドアに関連する新商品として、

品の発掘を意識している。2007 年 11 月にパリ

上部に居住スペースを一体化させた２階建てガ

で開かれた「バティマット（BATIMAT）
」と

レージハウスに使用した「エコガレージ」を開

いう建材展示会の視察では、今後の海外市場と

発し、販売を始めた。車庫の木材には、山口県

して良い感触をつかんだという。

産材が使われている。また２階スペースは、趣

また、アジア方面での商談失敗を受け、海外

味の部屋として、あるいは 10 人程度のパーテ

進出を成功させるにはデザインだけでは不十分

ィー会場にも使える。カーマニアのための「趣

と考え、ドア開閉時の新たな仕組みづくりに着

味の家」
、週末の「セカンドハウス」といった

手し、
「可動式パネル誘導係止装置及びそれを

用途での販売を見込んでいる。

用いた可動式パネル」の国際特許を今年６月に

◎ おわりに

出願した。
■事業多角化

店村社長が最初に志した航空パイロットへの

＜自動散水システム等の販売＞

道は断念したが、
社長となった現在の目標は「同

「上質なガレージライフを求めるお客様の自

じ思いを持てる仲間と永続的な会社を作りた

宅の庭は広い」という予測のもと、アメリカの

い」ということだ。若さと行動力に溢れた社長

メーカーと日本代理店契約を結び、2006 年に

のもと、当社が名実ともに国内の木製ガレージ

自動散水システム「WATER

ドア普及のパイオニアとしてさらに発展するこ

GARDEN」の

販売を始めた。現在、これに関連するホームペ

とを期待している。

（中村

滋）

ージの内容充実、商品カタログの作成、専門ス

▲ 「WATER GARDEN」セット商品
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▲

県産材を用いた「エコガレージ」と趣味の家

