創業スクール
群馬大・東和銀行

回シリーズの﹁創業スク デアで起業しようとする 方法などについて専門家 日︑ 月５日︑７日︑

詳しい問い合わせは東 収容台数約４８０台が満

ール﹂を︑前橋市創業セ 学生や社会人︑起業間も が解説するほか︑活躍す 日︑ 日で︑時間は午後 和銀行リレーションシッ 車にはならなかったとい

スケジュールは 月

社 の 設 立 方 法 や 資 金 調 てもらう︒
５︶まで︒

ということもあってか︑
歩く客はまばらだった︒

開店遅れる店も
取材してみて強く感じ

たのは︑群馬県にこれま

でなかったタイプの商業

施設だということ︒
﹁イ

オンモール﹂
﹁けやきウ

ォーク﹂など︑核店舗の

の専門店が出店する形

鼎 ︐ｓ﹂だった︒

員は 人︒

まで︒参加費は無料で定 ０２７〜２３０〜１６８ を通ってみたが︑悪天候

ンター︵千代田町２ ７ ない経営者を対象に︑会 る創業者に体験談を語っ ６時 分から同８時 分 プバンキング推進部︵☎ う︒帰りに近隣の商店街
︶で開く︒

独創性ある技術やアイ 達︑ビジネスプラン作成
時になりオープンの 態で︑オーガニック食品

合図と同時に客が店内に や特定原材料を使ってい
〝 インスタ映
一気に流れ込む︒平日の ない商品︑

１階にはそのほか︑高

などをそろえる︒
次に来賓の富岡賢治高 ど比較的高めの年齢層が コデリ﹂

ていきたい﹂と述べた︒ 早朝だからか︑シニアな え〟を意識した総菜﹁デ
﹁きれいだね﹂など
崎市長は﹁高崎だけでは 多い︒
なく︑北関東の中核的な の感想を漏らしつつ︑き 崎観光協会の﹁高崎じま
商業施設が完成した︒信 ょろきょろする姿が目立 ん﹂が出店︒野菜や酒︑

間を商店街のように専門

店で結ぶ﹁モール型﹂で

はなく︑各フロアに 〜

式︒１店舗当たりの広さ
も比較的小さい︒
既存の大型ＳＣが３世
代ファミリーをターゲッ
トとしているのに対し︑

ランドの高価格・人気モ

また︑８階の未来屋書 Ｌなどを中心に︑もう少

高崎オーパは︑若者やＯ

デルを中心に︑ニーズに

こたえたアイテムを用意 店に併設された﹁ブック し 客 層 は 狭 く な り そ う
６階は雑貨・インテリ は︑一般的なカフェとは ンターなどはなく︑滞在

するセレクトショップ︒ マークラウンジカフェ﹂ だ︒シネコンやゲームセ

これらを踏まえ館林
ロータリークラブで
は︑以下のクラブ目標
を設定してクラブ運営
をしております︒
一． 周年記念事業
本年度は節目の 周年 を達成しましょう︒
を迎えます︒長年にわ
二．会員増強 純増
たり種々の社会奉仕活 ５ 名 を 達 成 し ま し ょ
動を行ってまいりまし う︒
たが︑本年度は﹁館林
三．テレビや新聞等
市子ども会育成団体連 を活用して︑活動を外
絡協議会へイベントテ に向けて発信しましょ
ントの贈呈﹂を行いま う︒
した︒これからも諸先
地区数値目標を達成
輩方のあつい思いを受 しましょう︒
け継ぎ︑職業上や地域
また︑来年度は当ク
社会で良い評判を得ら ラブの宮内敦夫会員が
れるよう活動してまい 田中久夫ガバナーの後
ります︒
を引き継ぎ︑当地区の
■会長あいさつ
ガバナーに選任されて
﹃ 周年の歴史を受 おります︒大変光栄な
け止め︑更に前進しよ ことであり︑クラブを
う！﹄
挙げて支援していく所
ＲＩイアンＨ．Ｓ． 存であります︒
ライズリー会長は年次 ■クラブ概要
テーマとして﹃ロータ 会 長 瀬山欣春
リ ー 変 化 を も た ら 幹 事 中村研司
す﹄を提唱しました︒ 事務局 館林市本町１
６
館林信用金庫
これを受け︑ＲＩ２８
４０地区田中ガバナー 本店内
は﹃ロータリーのある ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２
■クラブ紹介
８１８１
人生を誇りにしようＷ ７６
館林ロータリークラ ｅ ａｒｅ Ｒｏｔａ 例会日時 毎週金曜日
ブは１９５８年足利ロ
ｒ
ｉ
ａ
ｎ
．
Ｗ
ｅ
ａ 午後零時 分から同１
ータリークラブをスポ ｒｅ Ｏｎｅ．
﹄と い 時 分
ンサーとして︑館林の う地区スローガンのも 例会場 レストラン・
地に初めて誕生したロ と︑地区目標を掲げら ジョイハウス
ータリークラブです︒れました︒

ＣＭＹＫ

10 面

群経本紙

群馬大学と東和銀行は
月から 月にかけ︑５

﹁高崎オーパ﹂オープン
都市型ファッションビル﹁高崎オーパ﹂
︵高 交響楽団の５人で編成す
る﹁群馬ブラスクインテ
崎市八島町︶が 日にオープンした︒開店時に
ット﹂の演奏により︑オ
は約３０００人が並び︑消費者の関心の高さ
ープニングセレモニーが
をうかがわせた︒
〝高崎駅前の新ランドマーク〟 スタート︒主催者あいさ
だるま︑菓子など︑高崎

開店から少し経ったと の特色ある商品を用意︒

つで︑ＯＰＡの奥田晴彦 越︑北陸からの集客も見 った︒

れ違った︒少し離れた場 休業を経て︑リスタート 買い物を済ませることが た︒交差点で目についた 客が土産選びに利用でき

ブレの跡地で︑３年半の 掛けていた人も︑高崎で ころで︑周辺を歩いてみ 首都圏や外国からの観光

︵湯浅順一︶ 社長が﹁出店地は高崎ビ 込める︒今まで大宮に出

を標ぼうする商業施設のオープン初日の様子を
リポートする︒

嵐の前の静けさ
その後︑２階から８階

のは︑通常の警備員とは そうだ︒

続いて︑富岡市長のほ 異なる︑おそろいの青い

所にある従業員用駐車場 となる︒高崎オーパは当 できる﹂と話した︒

スーパー︑飲食街中心に混雑

開店時に３千人が行列

ル店という位置付け︒自 か︑原浩一郎高崎商工会 ジャンパーを身に着け︑ まで巡った︒２階と３階

午前８時過ぎに店舗西 から歩いて出社している 社にとって旗艦店︑モデ
駅西口のペデストリア

側の最も近い駐車場﹁コ ようだ︒

コ・ウエスト﹂に到着︑

１階に止めることができ ンデッキからつながるメ

た︒高崎の中心街に入る ーンの入り口となる２階
までは混んでいたが︑駅 には︑雨が降っているに
周辺は車も人通りも少な もかかわらず︑すでに十
市内在住の会社員の男性

く︑まるで嵐の前の静け 数人の列︒最も早い人は

アなどのフロア︒キッズ 異なる雰囲気︒店員に聞 時間も比較的短かいので
分らしさを追求し︑楽し 議所会頭︑末村歓也高崎 胸と背中に﹁道路管理者﹂ はＯＬなどをターゲット 関 連 の シ ョ ッ プ と と も くと全国初の﹁時間制ブ はないか︒

知的資産の重要な一 典型でもある︒だが︑ でも通用する汎用的な
つであり︑価値創造ス まずはその区別にはこ もの②その企業の特色
トーリーの起点でもあ だわらず︑理念から商 や提供価値が読み取れ
る﹁ 理念 ﹂について︑ 品・サービスへの連鎖︑ るもの③個別商品・サ
その活用例や強みへの すなわち︑価値創造ス ービスごとなもの︵比
つなげ方に言及してき トーリーを考察し︑検 較として︑①②は商品
たが︑今回は少し趣向 証するときには大いに ごとに変わらない普遍
を変えて考えてみたい︒ 参考になる︒
的なもの︶
に大別する︒
筆者が行う知的資産
前述のワークも︑セ
例えば︑順番に︑①
活用のセミナーでは︑ ミナーでいきなりなの ﹁ 神 と 国 と の た め に ﹂
価値創造ストーリーを
︵都内私立大学︶②﹁コ
検討していただいた後
コロも満タンに ﹂
︵コ
には︑
﹁そのストーリー
スモエネルギーグルー
に︑理念を反映したタ
プ︶③﹁
〝ひとり〟だ
イトルを付ける﹂とい
けど〝独り〟じゃない﹂
うワークを行う︒スト
︵クラブツーリズムの
ーリーにタイトルを付
﹁一人旅﹂商品︶とい
ける作業だけでも︑最
った具合だ︒ここでは
も重要なポイントを
異なる企業のものを並
〜 文字程度で表現す
べたが︑一企業をこの
るので︑
参加者
︵経営者︶
ように整理すると︑理
自らが︑自社の価値創
念と商品・サービスの
造ストーリーのポイン
つながりを考察する上
トを明確に把握してい
で︑ヒントになる︒
ないとできない︒
経営理念も見えづら
さらに︑経営理念が
い利益の源泉・知的資
形骸化し︑商品やサー
産の一つだ︒その生か
ビスにつながっていな
され方も見えづらいか
ければ︑理念を反映し
ら︑重要性にも気付き
たものは生まれない︒
づらい︒このようにそ
それをセルフチェック
の可視化の方法を知っ
するのが︑このワーク で︑ハードルはまだ高 て精査すると︑重要性
の狙いだ︒これを︑タ いようだ︒日頃から練 を実感していただける
グラインワークと呼ぶ︒ 習として︑スローガン のではないだろうか︒
スローガン︑キャッ やタグラインなどを公
チコピー︑タグライン 表している著名企業の
ヒト モ
･ノ カ
･ネ
⁝︒これら片仮名言葉 それを検証してみてほ に次ぐ第四の経営資源
を厳密に使い分けてい しい︒
として注目されている
る方は少数派だろう︒ その際︑筆者も実践 知的資産について︑Ｎ
片仮名言葉にありがち し︑お勧めする整理法 ＰＯ法人ぐんま知的資
な︑雰囲気は分かるが がある︒一企業が示す 産経営ファームが解説
意味が不明確なものの これらを︑①他の企業 します︒

３期ぶりにプラス

群馬経済研企業動向調査

群馬経済研究所はこの ら回答を得た︒

60

32

さのよう︒
徒 歩 で 店 舗 に 向 か う で︑前日の夜から並んで

初日に関しては︑懸念

郎高崎市区長会会長など を聞くと︑市の職員だそ どのフロア︒４階は︑よ 設﹁ナムコあそびパーク 会社員や学生がターゲッ されていた駐車場不足や

９時 分となり︑群馬 む︑そんなＳＣを目指し 観光協会理事長︑竹中三 と書いてある人たち︒話 としたアパレル︑雑貨な に︑アミューズメント施 ックカフェ﹂だという︒

と︑スタッフ証を首から いたという︒
下げた︑従業員数人とす

が参加しテープカットが う︒混雑を見込み︑交通 り若い世代向け︒テスト ＰＬＵＳ﹂もオープン︒ トで︑時間課金制︵ 分 渋滞などの混乱はなかっ
ンク︵無料︶を飲みなが で祭りや大きなイベント
７階と８階に約 店舗 ら︑仕事や勉強などがで が開催される際などには
ま た︑ 残 念 だ っ た の

一方︑５階にはメンズ 近い飲食店が出店︒正午 きる場所︒広めの机やリ 不安が残る︒

店内に戻ると︑ベビー 品をチェックしていた︒

目立った渋滞もなかった︒ 女子高生のグループが商 姿が見られた︒

行われ︑会場から大きな 誘導員約１００人を配置︒ 期間中だからだろうか︑ 子供たちを遊ばせる親の まで３００円︶で︑ドリ た︒だが︑今後︑中心街
拍手が沸き起こった︒
開店の 時前の時点で

約３０００人が並んだ︒ カーを押す若い母親や若

列は一時︑駅西口のペデ い女性グループなどが増 アパレルや雑貨︑スポー 前には︑ほぼ全店で満席 クライニングシートなど

このうち︑ になっていた︒特に入店 も用意されている︒休憩 は︑オープンがずれ込ん ﹁これからも１６０店舗
ストリアンデッキから高 えているように感じた︒ ツの店が集積︒

崎駅東西自由通路を抜け︑ １階のスーパー﹁イオン 大型スポーツ専門店を運 待 ち の 客 が 多 か っ た の し た い 気 持 ち を 抑 え つ だテナントが複数あった が一丸となって常に新し

﹁今日︑グランド い取り組みにチャレンジ
東口まで延びていた︒行 スタイル﹂をのぞくと︑ 営するメガスポーツ︵東 は︑台湾で人気の小籠包 つ︑下りのエスカレータ こと︒
オープンだよね﹂と通り していきたい﹂と話す︒
駐車場に戻ったのは午 がかった客も不思議そう 地元と連携しつつ活性化

製造業が前期のマイナ

年７〜９月期︶ ス３・１からプラス９・

60

60

−

会長・瀬山欣春

高桑隼平さんはラーメン店主と
しては異色の経歴の持ち主︒富山
出身だが︑
高崎経済大学に入学し︑
群馬に住み着いた︒卒業後は税理
事務所に勤務︑将来は税理士とし
て独立する予定だった︒しかし︑
事務所経営と顧客ニーズの矛盾に
直面したことから︑人生を方向転
換︒以前から興味を抱いていた飲
食店経営にかじを切った︒ラーメ
ンの魅力に目覚めたのも︑群馬に
︒また︑豆乳を使用し
来てから︒おいしい店が多く︑食 ︵７８０円︶
た﹁みそらーめん﹂や﹁野菜タン
べ歩いたという︒
も人気だ︒新メニューの
﹁伊
館林のラーメン店で４年間修業 メン﹂
︵７８
した後︑富士重工の期間工をして 吹いりこと鰹のらーめん﹂
開業資金をため︑ 年 月に店を ０円︶は︑香川県伊吹産いりこと
オープンさせた︒店名のはやぶさ 鰹︑昆布のだしの効いた一品︒
また︑修行中に最も時間をかけ
は自身の名前から名付けた︒
同店の人気はあっさり醤油味の て練習したというチャーハンや餃
﹁らーめん﹂
︵税込６３０円︶
︒修 子も自慢のメニュー︒これらは昼
行した店の味を引き継ぐものだ も夜もセットメニューとして安く
が︑東毛と西毛の味の好みの違い 提供している︒
から︑手打ちめんは柔らかめ︑ス ﹁飲食の商売はお客さんの反応
そこが喜びであり︑
ープはコクを出して︑高崎の人の がダイレクト︒
怖さでもある﹂と話す高桑さん︒
舌に合わせているという︒
修行店の店主と共同開発したの 心掛けているのは真面目さ︒手を
が
﹁トマトとオリーブのらーめん﹂ 抜いたら︑すぐに伝わるという︒
木曜定休︒
高崎市日高町４２７ １☎０２
７〜３６１〜５５１１

「伊吹いりこと鰹のらーめん」(７８０円)

列を見た客からは﹁うそ 客でいっぱい︒通常のイ 京都︶は︑初のライフス 専門店﹁京鼎樓︵ジンデ ーに向かった︒

調査︵

に貢献していってもらい ほど︑県内企業経営動向
Ｏ Ｐ Ａ の 奥 田 社 長 は たい︒

を実施し︑結果をまとめ ３と３期ぶりにプラス︒

た︒全産業の業況判断指 木材木製品︑窯業土石︑

〜 月期の業況判断

調査は群馬銀行の取引 マイナス１・３となった︒

体ではプラス１・２から

プラス３・６で︑３期ぶ 業がマイナスに転じ︑全

億２７００万円︑当期 に比べ４・２㌽上昇の︑ 転じた︒非製造業は小売

度末比 店舗増の４９９ 経常利益同 ・０％増の 数︵ＤＩ︶は︑前回調査 電気機器などがプラスに
店︒海外店舗はシンガポ

アイウエア事業では︑

億６７００万円となった︒ りにプラスとなった︒

ールと韓国で合計 店舗 純利益同 ・７％増の
となった︒

フィットネスのカーブ

ス事業では店舗での運動 引き続き︑商品戦略の再 先１０３３社を対象に行

業では４・９の見通し︒

非製造業が０・９で全産

と相乗効果の高いプロテ 構築︑店舗オペレーショ い︑このうち４４７社か ＤＩは︑製造業が９・７︑
インの販売が拡大︒期末 ンの改善などの取り組み
店舗数は１０１店舗増加 を重点的に推進︒店舗戦

億 ６ ０ ０ 万 で︑期末の店舗数は３２

㈱アトムレジャー企画

−

−

10

−

10

−

でしょ﹂
﹁どこまでつなが オンとは異なり︑ライフ タイルショップ﹁ＯＵＴ ィンロウ︶
﹂発の新コン

トについて﹁普段気付か
林 プ ロ デ ュ ー サ ー は ないことに耳を澄まして

している︒

ことを目指している﹂と ィレクターはモニュメン

の 年がより豊かになる がたい﹂と話す︒菊池デ

り続けていくことで︑次 トの機会をいただきあり

ートを触媒に出会いを作 ニティーで︑プロジェク

の高い商品を提供する業 Ｘ﹂を出店︒スポーツブ ップ﹁羽根つき焼小籠包 フによると︑それまでに

ってるの﹂と驚きの声が スタイルに応じて専門性 ＳＩＤＥ ＴＨＥ ＢＯ セプト・新ブランドショ 後１時前︒駐車場スタッ に話していた︒
上がっていた︒

アートプロジェクトを推進

周年記念事業の一環

﹁問屋街の倉庫という空 ほしい︒問屋町の見え方
︵湯浅順一︶

し １ ８ ２ ３ 店 舗 と な っ 略では郊外のショッピン
万 １ ０ ０ ０ 継続しながらも郊外ロー

げるほか︑同組合主催の た︒会員数は４万９００ グモール形態での出店を
創業セミナーや若手経営 ０ 人 増 の

国内の店舗展開では︑

ける社内体制を強化した︒

者組織﹁健山会﹂に対す 人︒温浴事業の売上高は ドサイド型店舗開発にお
年８月期では売上高

る セ ミ ナ ー へ の 講 師 派 ５・５％増だった︒
遣︑人材交流︑事業承継

経常利益

業性評価シートを共有し 支援などを協力して行っ ５９６億１２００万円︑ 新規出店 店︑閉店７店
具体的には︑簡易版事 て円滑な資金供給につな ていく︒

あかぎ信用組合︵前橋 に締結した︒

あかぎ信組と保証協会

経済活性化へ覚書

周年記念事業を検討 池宏子氏をディレクター 使って高さ約７㍍のモニ 力的︒このようなコミュ と語る︒

高崎卸商社街協同組合 日から作品公開を始める︒ 氏をプロデューサー︑菊 たパレットなどの資材を 間︑そこにある商材も魅 も変わってくるのでは﹂
︵ビエント高崎・高崎市問

屋町︑
吉濵達三理事長︶は︑ する中で︑式典や福祉事 に迎え︑アーティスト集 ュメントを制作︒ビエン

高崎卸団地 周年記念事 業などとは異なる新しい 団を編成した︒プロジェ ト︵風︶をテーマに︑風

〝問い〟がき の音を聞くことができる
﹁アート﹂ クト名は﹁
業の一環として︑参加型 取り組みとして
﹁ウォール﹂は︑建物の

アートプロジェクト﹁問 という意見が出され︑理 っかけとなり新たな価値 装置を取り付けている︒

ひ屋プロジェクト﹂を推 事会にはかり︑７月から を想像することこそが未

見立て︑街の風の視覚化

﹁ラ 市六供町︑小林正弘理事
制作に当たっては︑ア を試みた作品︒また︑

思いを込めた︒

進している︒アートによ プロジェクトがスタート 来の資産になる﹂という ガラス面をキャンバスに
アートイベントなどを

円︑当期純利益 億３６ ３店舗︒海外では中国が

店舗となった︒
そのほか︑

となり︑合計では４３０

カラオケ事業では︑高 ００万円をそれぞれ見込 １０３店︑米国が４店舗
校生を対象とした﹁ＺＥ んでいる︒

ジンズ

店

＝破産開始決定＝

年８月期は︑売上高 ①ゲームセンター経営②
62

る地域活性化などが目的 した︒

年８月期決算

ＲＯカラ﹂
︑シニア向け

メンズ雑貨専門店

店舗を展開している︒

はやぶさ店内と高桑店主

15

38

で︑組合員や地域住民と

ビジブルと連携︑林曉甫 や地域住民と︑アートを を改装した︑アーティス 市大手町︑
三澤益巳会長︶

の交流により︑モニュメ 手掛けるＮＰＯ法人イン ーティストが組合員企業 ボ﹂は飲食街の空き店舗 長︶
と県信用保証協会
︵同
ントなどを制作した︒

触媒として交流を重ね︑ トと組合員︑地域住民の は６日︑
﹁中小企業・小

45

39

23

眼鏡店チェーンのジン 舗︑レディス雑貨専門店

20

問屋町の歴史をたどると 交流や展示︑イベントス 規模事業者の振興に係る

表した︒売上高は前年同 の﹁朝うた﹂など特定の
期比８・０％増の５５２ 客層や時間帯に照準を当

﹁カラオケまねきねこ﹂ 億８３００万円だった︒ てた施策を展開し︑集客 ズ︵前橋市川原町︑田中

コシダカ

24

40

域産業力強化を目的に︑ などを展開するコシダカ 経常利益は同 ・２％増 につなげるとともに︑店 仁社長・東証一部︶が発

同覚書は地方創生︑地

52

20

18

探った︒組合員企業から 空間︒作品の公開は 月 を締結した︒
まで︒

18

として︑展示会場﹁ビッ 機に︑この街にまかれた 業者への支援を協力して 市大友町︑腰高博社長・ 期純利益は同 ・３％増 設定︑人員配置などを見 ︵連結︶によると︑売上高 経常利益 億円︑当期純 年１月④１０００万円⑤

12

12

30

20

グキューブ﹂前の柱に︑ アートの種を多くの人々 行い︑地域経済の活性化 東証一部︶は 日︑ 年 の 億５５００万円とな 直し︑適正化を図った︒ は前年同期比９・２％増 利益 億円を予想してい 二ノ宮朋久ほか１人⑦約

15

10

27

８０００万円

2017.10.19〜2017.10.31

30

覚書を持つ三澤会長 左 と小林理事長

国内店舗数は前会計年 の５０４億５１００万円︑ る︒

g t c 4 6 a m v7

10

は資材などを提供しても ５日︵月曜 水曜は休業︶
らった︒

42

82

17

ＣＭＹＫ

12

k w o1 01 9

オープン当日正午頃の店内

72

大熊章之

10

28

−

11

⑦負債総額

−

同組合では﹁ 周年を 県内中小企業・小規模事 ホールディングス︵前橋 の 億５４００万円︑当 舗ごとに営業時間や料金 表した︑ 年８月期決算 ５５３億６０００万円︑ 高崎市井野町③１９８１
50

73

12

﹁パブリックアート﹂

35

71

20

20

11

17

10 面

群経本紙

−

17

50

30

10

50

13

30 14 12

30

63

32

ビエント高崎

雨にもかかわらず入場待ちの長い列ができた

11
ともに︑新たな可能性を ペースとして活用できる 相互協力に関する覚書﹂

完成したパブリックアート

組合員企業から提供され の手で少しずつ育み︑ア と発展の促進を図るため ８月期決算︵連結︶を発 った︒

11

50

17

10

（1 0）

2 0 1 7 年（平成 29 年）10 月 19 日（木曜日）
（第三種郵便物認可）

50
19

10 面
群経本紙
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