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「経営指針」は社員のみなさんが
判断・行動をするときの
指針（基準）となるものです。

目標・目的・行動基準を
明確にし共有するために
作成しています。

判断が必要なとき参考にするもので
あり、組織の役割と各人の責任範囲
を明確にするために文章化した上で、
権限を各自に付与するものです。



夢を実現するために大切な四つのこと　

自分のゆめを記入しましょう

　

見
え
る

Ａ

自分の欲しいもの・やりたいこと

Ｂ

みんな（社会）のために

したいこと・やりたいこと

    

　
　

見
え
な
い

Ｃ

理想の自分

こんな人になりたい

Ｄ

理想の社会

（こんな世の中にしたい）

自分のため みんなのため

私は「　　　　　　　　　　　」のエキスパートです。

夢を実現するために要求される
会社の役割や機能

・こころのコップを上向きにする
・スタッフ同士のストロークの交換を促す
・お互いの約束を守る場になる
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●心のコップを上向きにしましょう。
「どうすれば上向きになるのだろうか？」と
思っているなら、すでに上向きになっている
から安心していいです。

●「ストローク」＝励まし合い
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■金子商会　経営理念
毎朝朝礼で理念を確認します。（唱和と解説）

金子商会のモットーについて

「快適なくらしは、

　快適な現場作業から生まれる」が金子商会のモットーです。

「お客様（設備工務店さま）」の現場作業をより快適にすることが、人々の
生活や暮らしを快適にしていくための必須条件であると信じています。

それを実現するための方法が金子商会の顧客サービスです。

そのための三つの柱として。

1.いますぐ、

2.やくだつ、

3.たよれる、

を掲げそららの質（クオリティ）を向上していきます。

金子商会の営業活動の　一番のポイントは

「お客様がビックリ！かつウレシイ！」かどうかで決まります。

「いますぐ金子商会」

すばやい配達の徹底。
「すばやくいまずぐ配達すること自体が、金子商会の営業活動」
と考えてください。きめ細かく、一日に何度も現場に足を運ぶことを厭わない
会社として行動する。

「やくだつ金子商会」

お客様の抱えている問題や悩みを解決する会社であるということです。
必要にして十分な品揃えや配達体制をお客様に提供します。

「たよれる金子商会」

お客様の抱えている問題や悩みを共有できる会社であるということです。
商品知識だけでなく、現場やクレームなど豊富な情報を基にして提案や
サービスを提供します。
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モットー（motto）とは

　モットーとは、社会集団や組織の日常
の行動指針を表す言葉のこと。
　目標として掲げる言葉、信条、座右の
銘。宣伝的な標語はスローガンと呼び、
モットーとは区別される。

価値とは何か？
お客様にとっての価値とは？

1. 効用があること
2.割安感があること
3.事情があること
4.価値を感じるということ

つまり満足を感じるかどうかがポイント

Quality
qualis+facere
何らかの価値を与えること。



金子商会経営理念

私たち株式会社金子商会は、

「快適なくらしは、快適な現場作業から生まれる」

をモットーに

社会的、地域的に価値のある集団を目指し、

お客様に対して環境に配慮した商品の提供と

サービスを追及します。

社訓 (Our Expertize)

顧客サービスのよりいっそうの充実を目指し、

　　いますぐ金子商会（キメ細かい物流サービスのご提供）

　　やくだつ金子商会（必要十分な品揃えのご提供）

　　たよれる金子商会（商品知識と豊富な情報による提案と
サービスのご提供）

を三つの柱として業務を推進していきます。

こころがけ

二つのルール

１、お客様は常に正しい。

２、もしお客様が正しくないと思ったらルール１をもう一度読み直すこと。

金子商会クレド（信条）

クレドは、私たちが仕事をするときに心掛けている『こだわり』を書き出し
たものです。

私たちはこの『こだわり』を大切にし、深く理解・実践することによってす
ばらしい顧客サービスを実行します。

１　私たちは、信頼関係を大切にします

２　私たちは、正直に仕事をします

３　私たちは、ゆっくり　わかりやすく話します

４　私たちは、積極的に素早く行動します

５　私たちは、常に整理･整頓･清掃を行います

６　私たちは、自分で決めた目標を必ず達成します

７　私たちは、常にプラスの言葉を選びます

８　私たちは、いつも元気に笑顔で挨拶・返事をします

９　私たちは、常に経費を意識します

10　私たちは、数や量を考えて用意します

11　私たちは、人を励まし、ねぎらいの言葉を掛け合います

12　私たちは、金子商会を来社するのが楽しみな場所にします

月替わりのテーマとして朝礼で毎朝唱和します。
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Forcus on Contribution
(貢献に焦点を当てる）
会社が社会に対して寄与する
（生み出す価値）に焦点を当
てることが最も大切。

我々は何に対して専門性を持ち
熟練していくべきか？

Expertize
専門家の立場から意見を言う

エキスパート＝専門家



金子商会の企業ドメイン

企業ドメインとは？

　「あいつは、懐（ふところ）が深い」「大器晩成だ」「あいつは、器量が狭
い。」「若いくせにこぢんまりと型ができあがっている」など、人を形容して
いうことがあります。

　企業も同じ様な言い方がされることがあります。

　このとき「懐」「器量」という言葉は「企業ドメイン」という用語に置き換
えられます。

　企業ドメインとは、「企業の活動の範囲や領域のこと」であり、企業の生存
領域を示すものです。

　自らのドメインをどう定義するかで、企業の発展の在り方を決定づけること
になります。

　ドメインという言葉は、企業（全社）レベルの「企業ドメイン」、事業レベ
ルの「事業ドメイン」、また戦略を強く表明する「戦略ドメイン」など、さま
ざまなレベルで使われます。

　自分たちが

　　　　　　「何において一番貢献できるのか？」

　　　　　　「何を行うことで貢献が最大になるのか？」

　を客層や地域、商品によって決めるとそれが企業ドメインになります。

金子商会の６つのドメイン

１．金子商会は「水道設備店向けの水道資材店」として自信を持って商売
をする会社です。

２．金子商会は、低層住宅・一戸建て住宅用の水道設備資材を取り扱う会
社です。

３．金子商会は、雨水など環境にいい、コストの節約ができる資材を取り
扱う会社です。

４．金子商会は、ポンプ、井戸用の資材など自然を大切にする商品を取扱
う会社です。

５．金子商会は、お客さまの現場作業を快適にする会社です。

６．金子商会は、お客さまの現場作業スピードを短くする会社です。
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金子商会にとってのお客様とは、

A.最高のお客様

プロ意識の高い水道設備工事店

営業圏は下関市内

主な現場として、低層の新築住宅及び、増改築リフォーム工事

工務店からみて奴隷体質の下請け業者ではなく、パートナーシップで
結ばれた、プロ意識の高い業者さん、職人さん。

水道・住宅設備工事を数多くこなす専門家であり、

水道・設備工事事業を通して、住環境の向上や社会に対して信頼され、
貢献しているプロフェッショナル

B.建築工務店

地域に密着した工務店、建築会社。

営業圏は基本的に下関市内のみ、基本的に自社で工事をする。

丸投げはしない。

C.公共物件専門業者

土木工事、公共工事、箱物、高層住宅などを専業にしている業者さま。

D.下請け業者

プロとして技術はあるが、隷属的な関係しか持っていない下請け
体質の業者さま

金子商会では、上記のお客様のうち、原則的に

AとBのお客様に対して最高のサービスを提供していきます。

■金子商会にとって大切なお客様とは？まとめ

大切なお客様かどうか確認するためのチェックリスト
1.金子商会が購買シェア№１である

2.毎日現場での作業を行っている。

3.戸建低層住宅関係の現場作業が８割以上。

4.責任のある施工を行っている。

5.非合理的ではない

6.不法行為を行っていない

7.100%自社施工であり丸投げを行っていない。

8.ABCD分析をしたときにAとBのセグメントに位置する。

お客様に対して集中的に資源を投入する

大切なお客様に対して、集中的に資源（時間・人材）を投入するために次
のことを行う。

１．金子商会ニュースをはじめwebサイト、LINEなどを通して、情報やお
知らせが100%伝わるようにする。

２．名前などの個人的な情報も明確に把握する。

３．お客さま情報リストの整理整頓と管理

４．すべての情報に3秒以内にアクセス、分類、取り出し、加工ができる。

５．お客様情報のスクリーミング（情報の抽出）が3分以内でできる。
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こういう人間は相手にしない

自分の間違いを認めない人、自己責任意識が低い・まったくない人、なん
でも人のせいにする人、感情的な人、怒ってばかりいる人、大人気ない人、
ウソをつく人、時間を守らない人、人を見下す人、偏見・差別をする人、
金払いの悪い人、いい加減な人、思いやりのない人、メモを取らない人、
向上心のない人、フリーライダー(タダ乗りをしようとする人)、相手に対し
て敬意を払わない人
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「下手と組まず、上手と組むべし」

　これは、江戸時代（寛政年間の頃）に活躍した歌舞伎役者、五代目・市川
團十郎が残した、芸事の極意の一つです。

　ここでいう上手・下手というのは、技術的なことよりもむしろ、「プロ
フェッショナル意識を持っている人間かどうか」です。
　アマチュアリズムに甘んじているような人間とは組まず、プロフェッショ
ナル意識の人間と組んでおくべきだ、ということなんですけど、
　五代目市川團十郎は、「上手と組む」ことよりも、「下手と組まない」と
いうほうに大きな警鐘を鳴らしているようです。
　この極意は、
「下手とは付き合わず、下手とは外を歩かず。巻き添えにならぬように、引
きずり込まれぬように」
という言葉に続いていきます。
　つまり、「組む」というのは、仕事を一緒にするということだけではなく、
関係を持たないということなんですね。

　歌舞伎のような芸事をより極めていくためには、アマチュアリズムな人間
と付き合ったり、一緒に外に出歩いたりするだけで、自分もアマチュアの世
界に引きずり込まれちゃいますよ、ということを、市川團十郎は述べている
のです。
「能力を高めたい」
「能力を向上したい」
と思っている人にとって大切なのは、もちろん能力を高める鍛錬を怠らない
ことなのですが、「能力を低める可能性の排除」も、とても大切なことです。
　それが、「下手と組まない」ということです。

　特に組織の中にいると、自分とは目指す方向が違う人も出てきます。例え
ば、自分が能力を高めるために寝食を惜しんで一つのことに打ち込んでいる
時に、「そんなに根を詰めてもしょうがないよ。こんな時は、パーッと飲み
にでも行かないかい？」などと言ってくる奴が必ずと言っていいほどいます。
「そんなに一生懸命になったって、人一人ができることなんてたかが知れて
るんだからさぁ」などと知ったことを言ってきたりします。
　こういう人は、本人には悪気はないかもしれませんが、周囲の人の足を思
いっきり引っ張るような人間なのです。でもそういう人に足を引っ張られた
ところで、その人は責任を取ってくれません。
　そういう人に足を引っ張られて、その人のステージに引きずりこまれてし
まうのは、足を引っ張られた本人の意識が高くないからです。そういう人た
ちに引きずられない精神力と、そういう人たちと距離が取れないタイミング
の悪さで、自分自身を低めてしまっているのです。
「なるべく多くの人とつながっていたい」というのは、結局はアマチュアリ
ズムから抜け出せていません。
　自分が本格的に能力を向上させたいと思ったら、そこへたどり着ける者は
ほんの少数なのだから、周囲の大勢にかまっている余裕はありません。
「下手と組む」という危険性を排除する、そんな工夫を日常に取り入れたい
ものです。

　　　　　　　　メルマガ　弘中勝著　ビジネス発想源より
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ヘタと組まず

・１年後までに自分自身が向上
させておきたい能力は何か、ま
たどれぐらいのレベルまで向上
させておきたいか、ノートにま
とめる。

・その向上の鍛錬を阻害する可
能性のある外的要因は何か。思
いつく限りノートに列挙する。

・それらから身を守るための工
夫を、ノートにまとめる。 



■金子商会がめざすところ
日本全国の工事現場に30分以内で納品する体制をつくり、

お客様の現場での待機時間と在庫コストをゼロにする。

金子商会は期待される会社であることを目指します

1.社員に対して、経営情報を隠すことなく伝える会社であること。
2.社員の意見やアイデアを取り入れる会社であること。
3.日々の業務や活動を通じて夢や誇りを与える会社であること。
4.社員に対して納得できる評価をする会社であること。
5.先輩・後輩・同僚・仲間との人間関係が恵まれている環境を作り上げる会社であること。
6.お客様からの会社の評価が高く、つねに前年度を上回る会社であること。
8.お客様からの社員一人一人に対する、個人的な評価が高い会社であること。
9.地域社会（地域・家族・親戚・友人など）からの会社の評価が高い会社であること。
10.お客様の数が毎年増えている会社であること。
11.入社希望者が多く、入社が難関である会社であること。
12.社員個人個人が、自分の適性にあった仕事をしている会社であること。
13.仕事のやりがいと面白みが常に更新されている会社であること。
14.社員全員が自己管理ができて、常にベストコンディションで業務を行うことができる会

社であること。
15.社員一人一人が仕事以外にも趣味を持って、人生を楽しんでいる会社であること。
16.社員一人一人が自分ならではのストレス発散方法を持っている会社であること。

これらの誓いを完成させるために経営管理者は定期的に10分程の
個人面談を定期的に行います。
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■『いますぐ金子商会』とは？

『すぐ』は『３秒以内』

どんな配達サービスがスーパーでエクセレントで、お客様から

「すごいねぇ！そこまでしているなら下関で一番速い！」　　　

「注文したら１５～３０分以内でやってくる、スッゲー！速い！」

と驚いてもらえるか、

常に、そのことを考えていこう。

「金子商会は1日に１０回、配達しているそうだ、モノスゴイ！

ある意味バカ！　うちじゃできそうもないや」

と自然に口コミが生まれるような「考え方・言葉使い・行動」をする。

「とにかくすばやい」というイメージをお客様に伝えていく。

ガソリン代は同業他社の倍かかってもかまわない、というより倍にしていく心
構えで配達する。

『頻度』は『倍』のこだわり

同業者が1日2回しか行かないなら倍の4回、1日に3回なら、

倍の6回現場に配達する。

伝票を発行したら15分以内に出発。基本的には追加は待たない。

追加が出たら別便を立てる。

以下にある時間条件で常に上を目指す。

1番、3秒以内

2番、30秒以内

3番、3分以内

4番、30分以内

5番、3時間以内

6番、30時間（1日）以内

7番、3日以内

8番、30日（1ヶ月）以内

9番、3ヶ月以内

10番、1年以内

11番、3年以内

常に上のレベルを目指すことを忘れないこと。

13/52

スピードの重要性

問屋にとっては、
「スピード」は最も重要な
サービスであり商品である。



使命に向って常に積極的に行動すること

金子商会の使命は

「お客様の作業が素早く効率よく完了すること」
です。これが第1位の使命になります。

素早く配達したことで、

お客様から「何度も配達してもらって、すまないね、ありがとう」とい
われれば、それが私たちの喜びとなります。

また言われなくても問題ありません、むしろ、そう言われなくなって、
「早く持ってきて当たり前」になったときには、他社が簡単にはまねで
きないという状況になっているということになります、それが最高の状
態になります。

・すぐ動く

・素早く動く

・とにかく動く

この三点を忘れないようにします。

■そのために自分がすべき行動を書き出しておきましょう。

例：）「まずは五分間やってみる」

　　　「まずは十分間動かしてみる」
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３倍の早さで行動する
時速 300 キロで走っているとイ
メージする
自分の能力を伸ばすチャンスだと
考える。
まず最初の行動に移すことを考え
る（席を立つ、とか鉛筆を手にす
るとか、小さくして考える）
グチを言わない、



営業時間について

目標とする理想的営業時間

朝、7時40分に朝一番が出発可能な状態であること。

昼一番の配達において、

午後12時30分時に出発することが可能な状態であること。

基本の心構え（究極の目標）

受注後　３分以内に出発。

まずは動く。行動すること、動かすこと、変えること、

３秒以内に今している行動を止めて他の行動を始める。
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■やくだつ金子商会とは？

役立つための七つの条件とは

1.選択肢が「YES」「NO」と「いつまでならYES」の三つから選べる。
2.チャンスを逃がさない、失わせない。
3.行動が機をみるに敏。（機敏、素早いということ）
4.よい変化・効果を生み出すということ
5.気付かなかったことに気がつく「きっかけ」となること。
6.損害や後悔・損失を最小限にする、あるいはなくすことができること。
7.存在があたりまえであることに気が付かない、失って初めてありがたみがわかる

役割を持っていること。

より役立ために日々坦々（ひびたんたん）
とやること

1.会社の書類・データの整理。
2.商品データの入れ替え、書き換え。
3.棚卸用コードの書き換え、入れ替え、修正、新規登録。
4.ものすごくやくだつすばやい回答ができるように、データベースを磨き上げる

（ブラッシュアップ）
5.回答・解答を１００%提案できるようにする。
6.事務所内のカタログを毎日整理していく。
7.月次決算を行います。
8.三ヶ月に１回以上在庫数をカウントしてデータと実数を照合する。
9.在庫データ数と実数を99.99パーセントマッチさせる。
（数が違うということが、年に5回以下が理想）在庫データの修正
10.商品棚の整理整頓と掃除。
11.毎日、2平方メートルまたは一坪以上の面積を拭き掃除する。　　　
12.耐震補強 毎月2000～3000円程度の予算で耐震道具などを購入する。

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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13番目以降は個々人で記入して
みましょう

他人の失敗や行動結果から常に
「自分だったらどうするか？」
と考える習慣を持つ。

日々やることを「累積戦略」と呼
びます。

累＝「纍」の略体。
「纍」は「糸」 +音符「畾」、
「畾」はものが積みあがった様子
を示す象形又は会意でつみあがっ
たものを連ねるの意。

積＝朿は、とげの出た枝を描いた
象形文字で、刺（さす）の原字。

責はそれに貝を加えて、財貨の貸
借が重なって、つらさや刺激を与
えること。
積は「禾（作物）＋音符責」で、
末端がぎざぎざと刺激するように
ぞんざいに作物を重ねること。 
たくわえる。つみ重ねたもの。た
くわえ。



■たよれる金子商会とは？

「たよれる」ための７つの条件

1.三つ以上（できる、できない、それ以外）の選択肢を提示できる。
2.問題を確実に解決してくれる。
3.自分たちが知っていて当然だということをお客様が知っている。
4.空約束はしない、かならず約束を守る。
5.実行力がある
6.「できます」が口癖（しかも実際にできる）
7.仕事が丁寧で確実。

「ものすごくたよれる」とは？

例えば、倉庫や商品棚の清掃一つをとっても、どういう掃除のやり方が素晴ら
しく、結果としてお客様から

「すごいねぇ！そこまでしているなら商品の管理が完璧ですね！」

と驚いてもらえるかを追求していく姿勢を忘れていないということ。

「できない」をなくす。「あきらめない」をつみかさねる。

できる人・業者を紹介する。

お客様が

「どうしたいのか」

「何がしたいのか」

「何を解決したいのか」

「何を問題としているのか」

「最終的に得たい結果・利益はなにか」

を常に把握する。

在庫を常に美しい状態に保つ。

ビニール袋などで梱包してほこりなどがかからないようにする。

棚にほこりがたまらないように毎日掃除をおこなう。

良い商品がそろっている。

商品が劣化しないように工夫されている。

「徹底的に追求する姿勢」が実践されている。

120パーセント質問には回答する意識を持つ。

自分ができないときは、代替案・業者を紹介する。

だめだったときは後日結果を伺う。

あの問題は解決したのか、それともあきらめたのか確認する。

次のアイディアへつなげるように情報を整理する。文字や図面として保存して
データベース化を行う。

実績を積み重ねていくことで「たよれる」対象になる。
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「どうすれば○○できる？」
という質問の形で考える。



■お客様に対する営業計画
すべての重要なお客様に関する十分に収集・把握すべき情報。

お客さまのスキル、技術力、段取り力、コミュニケーション能力、与信レベ
ルなどを数値化して会社全体で共有する。

１.お客様の考える優先順位は何かを把握する。

２.掛売りが可能であるということ（与信管理を徹底）。

３.日に何度も現場へ配達するということ（お客様の段取り力を把握）。

「役に立ったこと」「助かったと思うところ」を質問する。

数値化して会社全体で共有する。

■顧客計画の要点

お客様との理想的な関係を築くための九つの約束

1.時間厳守
2.約束（アポイント）のない面談は行わない（相手の邪魔をしない）
3.共通の目標を持つ
4.否定的なことを言わない、グチをこぼさない
5.惜しみなくほめる
6.嘘を言わない
7.言うべきことを言う
8.まず与える
9.結果に対して責任を取る
10.明るく元気に自分から挨拶をする

『お客様との理想的な関係』とは、以下の七つの成
果を生み出すものを指す。

1.社会的・地域的に価値のある付加価値の創出。
2.笑顔。
3.夢がかなうこと。
4.家族や地域が豊かになること。
5.家族や地域が快適になること。
6.家族や地域に活力が出ること。
7.利益を生み出すこと。
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「責任を取る」とは？

期待に応えられなかったときに

「何時いつまでに○○する」と期限
を区切って、

期待に応えられるように成長するこ
とです。



■お客様との結びつきをマルチチャンネル化する。
お客様との接点は以下の11点があり、それぞれをより効力アップするため
にポイントを明記する。

1.電話

2.ファックス

3.送り状

4.納品書

5.請求書

6.webサイト

7.メール

8.携帯サイト

9.ニュースレター・はがき・手紙

10.現場

11.店頭

1.電話

音声のみのコミュニケーションなので誤解が生じやすい。

3分以上は長電話なので折り返すこと、

自分からの用件を伝えるときは2分以内で終わらせること。

5W2Hをメモしながら用件を聞くこと。

2.ファックス

ファックスリストを作って同報機能を上手に利用する。

注文や問い合わせの送信をいただいたら、「ご注文ありがとうございます。」
「お問合せありがとうございます」というように感謝とお礼の電話を

3分以内に行う。

3.送り状

配達納品したものの品名個数を確認するための書類。

配達したときに必ず受取人に手渡す。

4.納品書

納品済みの商品の価格などを報告するための書類。

発行後1週間以内にお客様の手元へお届けすること。

5.請求書

納品済みの商品の代金を請求するための書類。

原則として月に一度発行する。

請求書には、金子商会ニュースや適時手紙などを同封して情報ツールとして
お客様に役立つようにする。

請求締め日から3日以内にお客様の手元に届ける。

6.webサイト

会社の紹介、商品やサービスの紹介、新入社員を雇用する際のPR情報源と
して活用する。

7.メール（LINE・FaceBookなどのSNS）

2020年代に入ってコミュニケーションの中心となり当然の手段となる。

LINEは必須になっているのでスキルを高めていく必要が必須となる。

その他情報共有ツールも積極的に利用を進めていく。
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５Ｗ２Ｈとは？
 Who 誰が
 When 　 　 何時
 Where 　　 どこ
 What 　　 何を
 Why 　　 なぜ
 How 　 どうやって
 How much いくらで（価格）

返信する
３分以内、３時間以内
翌日、午前中などの基準を明確
にする。
すぐできる（２分以内）返事は
すぐに送信する。
中間報告も忘れないこと。



8.モバイルサイト

アプリ・メールでの問い合わせ、画像の確認ができる。

写真を送信して商品の問い合わせ、確認、現場の問い合わせ確認ができるよ
うにしておく。

9.ニュースレター・はがき・手紙

毎月発行する、はがき、納品書、お礼のはがき、暑中見舞い、年賀状、金子
商会ニュース「頑張れ！設備店さん」によってPR活動を行う。

名刺交換した人には、名刺交換していただきありがとうございましたと、お
礼のはがきを出すこと。

10.現場

なにはともあれ事件は現場でおきているので、事件を解決するには、まめに
足を運ぶことが大切。

11.店頭

対面カウンターとカウンター横の応接スペース。

応接スペースのこと、お客様との接近度が一番強いので、すばやく、笑顔で
気持ちよく、気持ちを込めて対応すること。
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PR活動とは
パブリック・リレーション。
広報活動と訳されますが、お客様
と会社との人間関係をよりよくす
る活動のことだと理解してくださ
い。
お客様とのコミュニケーション濃
度を高めるためにすることになり
ます。

PRの結果はお客様からの「信
頼」と「評判」となってフィード
バックされます。



■お客様の意思決定のために、

おきゃくさまと「は・な・せ」の提案

1.背景　（はいけい）

お客様が置かれている状況を理解する。

2.内容　（ないよう）

自社商品だけを勧めるのではなく、本当に必要な解決方法を提案する。

3.選択　（せんたく）

解決方法のオプションを提示する。

営業担当者やチームが抱える重要な情報やノウハウを共有して、
提案営業の生産性向上のためにすべきこと。

WikiやEverNoteを利用したデータベースの公開を前提に毎日更新する。

すべての受注、発注などをコンピューターを利用して行う。

データを自由に取り出せるようにする。

過去履歴をオープンにする。

判断するときは、過去データを参照し、数値化して判断する。

お客様との利益率が可視化され、ROI重視のマインドを持つように、一営業
行為あたりの利益率やコストを把握する仕組みを作り、次のように明記する。

各お客様ごとの利益率の一覧を毎月表示する、

売上と仕入れと粗利の移動合計を毎月提示する。

（データは14日前のものを最新とし、20日前のものを明記する。）
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ROI＝投資利益率
つかったお金がどれだけの
利益を生み出したかの運用
効率。
利益額÷投資額×１００

投資とは
出て行くお金で、利益を生
み出すもの

利益とは
入ってくるお金から出て行くお金を
指し引いた残り。
経営者の覚悟を数値化したもの。



■環境整備（掃除と整理整頓）の徹底
「金子商会は『 継手を入れる棚 』まで拭き掃除をしているそうだ、

モノスゴイ！　うちじゃできそうもないや」

と自然に口コミがうまれるような掃除と整理整頓を行う。

きれいで上等の商品であることを忘れない。

1.掃除を徹底する。
2.在庫管理が簡単な環境を作る。
3.掃除範囲を決めて毎日行う。
4.朝礼の前に15分間行う。
5.時間は7時30分～45分まで行う。
6.最低でも三日に一回、できれば毎日拭き掃除を行う。
7.雑巾が白いままになるまで、掃除が行き届いている。

■社内コミュニケーションの強化
報告・連絡・相談の徹底

日報（日誌）をフル活用する

日報を書く目的は大きく三つあります。

一つめは心・情報の共有です。

自分が感じたことを全員が共感するということが目的です。
不便や不満も書き出すことで、より具体的なものとなり、対処方法を考
え出すことに繋がります。
どうして嫌なのか？　なぜ不満なのか？　どうであればいいと思うの
か？　そのためにどうすれば良いのか？　何をすればいいのか？
アイディアも書き出して共有する。

二つめは一日の振り返りです。

営業活動を改善しより良くするための目印、手順書となるように日誌を
活用していくこと、それが日誌を書く目的になります。

お客様に言われた一言、

現場で見かけた光景、同業他社の噂、どんなにちいさなことでも「何かを
思った」「何かを感じた」ならばそれを記入してください。

毎日の仕事の量・内容・時間を記録し、より効率的に行うように改善して
いくことも日誌を付けることの重要な目的の一つです。

三つめは自分がしている仕事の報告になります。

適当な内容しか書いていないと「適当な仕事しかしていない」と判断されます。

「書くことがない」ということは「私は仕事をしていません」ということと同
じです。

日報は「決まりだから書く」というスタンスで書いているとその効果を十分に
発揮することができません。

自分の活動を客観視するという目的を持って書けば、おのずと内容は充実
してきます。 

この三つの要素を書き込むことで未来への指針となり行動や目標のブレが小さ
くなり確実性が増していくのです。

個別面談

雑談を通して意見を交換し合う場として上手に活用していきたいと思い
ます。毎日交代で10分から15分程度のミーティングを行う。
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■商品・サービス戦略として

「ある・ない」の回答が「ものすごくすばやい」

お客様にとって金子商会しかできないサービスであるかどうか、金子商会独
自のサービスとして喜んでいただけるか、感謝していただけるか、利益を
生み出せるかどうかを考慮する。
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■朝礼について
月曜日から金曜日の毎朝行います。

ラジオ体操７時4５分からのラジオ体操終了後に始めます。

お互いに表情を見るなどして調子を確かめ合いましょう。

時間は10分以内とします。

朝礼の目的

各メンバーが金子商会のミッションと各自のミッションを達成するための
コミットメントを行う。

1.　翌日が休暇日の者が担当となる。

2.　毎日交代で担当を行う。

3.　時短勤務により朝礼に出席できないものの代わりに原則として社長が当
番を交代することもある。

社長が出張などで不在の場合、その都度任意に交代する。

4.　それぞれの目標のチェック、進捗状態の明確化、を行う。

進行手順

１．「おはようございます。」と元気に明るく大きな声で挨拶をする

　　「もう一度、大きな声で、おはようございます」と繰り返す

２．「何か連絡事項はありますか？」と質問する

　　　　連絡事項などの報告が終わる。

３．目標の進行状況の報告

「私は○○○を達成するために○月○日までに○○を行
います。」

「現在、進捗状況は○○です。」

と宣言し、月例会議時に決めたテーマ、目標と求められ
る結果、現状を発表する。

４．最後に経営理念・社訓・心がけ・クレドの唱和を行う。

５．「今日も一日よろしくおねがいします」と言って終了する。

補足

朝礼は各自の目標や目標の達成度を共有して、問題を解決して、より成長し
ていくために行います。アドバイスなどがあれば積極的に発言していきま
しょう。
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コミットメント

約束を守ることを宣言するという
意味。

自らが宣言し、自らが責任を持っ
て行うという約束のこと

約束とは
宣言したことを実行するこ
と。
自分を律すること。



■ミーティング（全体会議）について
月に一回月例会議を行う

1月　最初の出勤日

4月　年度末の報告

7月　決算報告

12月　年末の会議

会議の目的

目的（経営理念・経営指針）の共有と確認。

金子商会の信条・理念・哲学・信念・夢・目的・目標をあますことなく伝え、
同じ方向を向いて、力を合わせて力強く実行できるようにするために行う。

当事者からの状況を直接、他のメンバー全員に伝えること

問題を解決するにあたって組織の英知を出し合う。

目標達成に向けてモチベーションを高める。

たたえあう、ほめあう、グチや責めること、ミスの指摘で終わることは行わ
ない。

ミスの指摘をする場合は、かならず、代替案や提案を提示する。

PCDAにおけるC（チェック）

何ができているか（進捗）を確認する。

なにができていないか（課題）を確認する。

課題を克服するための方策（アクション）を定義する。

なにかを決めるために行うのではありません。

「行うため」に「決める」のです。

毎日の営業活動の実行結果を各自がオープンにして、組織的に課題を見極め、
今後の打ち手を前向きに議論する。

2ヵ月後、1ヵ月後、2週間後に達成している目標を意識できるように表示
する。

「表示する」とは、文章化する、図式化する、イラスト化することなど「視
覚に訴える工夫」をすることになります。

ペンディングを仕組み化して実行へ移す。

問題の考え方を書く

A「まずどのような状態になるのがベストか？」

B「そのために何をすべきか？」

C「それをいつやるべきか？」

A→Cまで、2分以内で答えを出すこと。

会議が毎月楽しみな場になるように工夫すること
●常にパワフルな質問文でテーマを決め考えるようにしましょう。
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ペンディング

保留するという意味。
とりあえず後回しにして、
後ほどやる予定の状態をペ
ンディングと言います。

必ずすることが前提で、

先延ばしをする、という意
味ではない。

モチベーションとは、
　正しい方向へ向って行動をおこ
そうとする、起こしたいと思う気
持ちのこと。

　ここでいう正しいというのは、
自分が好きだったり、やりたくて
仕方がないという状態であるとい
うこと。

　イヤだったり、やりたくない、
罪悪感を覚える、ということは正
しいことではない。



●「どうすれば○月○日までに、○○○を達成して、日本で一番の最高の
○○を手に入れることができるか？」という形でテーマを設定する。

●お客様に対して、仕入先に対して、「どうすれば～」という形で質問・
依頼をする。

●時間は30分間とし、疾走感あふれる場になるようにする。

良い会議にするための10個のポイント

1.事前に目標を知らせておく。
　　　　a.情報交換
　　　　b.指示・命令
　　　　c.決定
　　　　d.方向性を合わせる、経営理念の浸透を図る
　　　　e.勉強・研修･スキルアップ
2.事前準備　上記の目標・目的をスムーズに行ったり決定するために必要な情報・

資料・意見・考えを準備しておく。
3.時間の割り振り、進行手順を明確にする
4.適人適数
5.開始時刻だけでなく、終了時刻もキチンと決める（時間厳守）
6.遅刻･早退は厳禁
7.全員参加、そのための工夫。予定日は最低でも二週間前に連絡
8.決定事項は明文化して実行するためのポイントとして書き出し掲示を行う。
9.事後評価（レビュー）を行う
10.「この会議は”本当に”必要だったか？」という質問をする。（No の場合は

「どうすればYesになるか」を考えて取り入れるし、どうしてもNoのままならそ
の会議は行わない。）　　

明るい職場を作るための6つのルール

1.報告・連絡・相談はしつこいくらいにする。

2.明るく笑顔、大きな声で挨拶をする。

3.クレームだけではなくよい情報もたくさん共有する。

4.他の批判や評論より、まずは自分や自分の仕事を見直す。

5.人の成功を素直に喜ぼう。嫉妬や噂話はご法度。

6.助け合い・感謝・励ましの言葉を、まずは自分から表現しよう。
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■営業活動について

セール（売り込み）は基本行わない。

メーカーや仕入先の決算セールに付いては、お客さまにアナウンスはするが
「金子商会の決算だからやすくなりますよ」という値引きはしない。

お願い営業はしない。「買ってくださいよ～」的な売り込みはしない。

倉庫の喫煙コーナー

喫茶スペースとして憩いの場所としてお客様に利用していただく。

健康のため禁煙をすすめる。

営業担当のすべきこと

キャンペーンの数字管理

企画運営

情報の収集を行う。

目標、予定、実績など、PDCAサイクルをチェックシート化する。

そのサイクルを地道に確実に実施していく。

キャンペーンもPR活動の一環と考える。

売上を上げることを目的としてはいけない。

情報発信を伴なうセールであること。

キャンペーンは弊社のことや、サービス取扱商品の  認知が目的  であると
いうことを忘れないでおくこと。売込みや押し売り、売りつけするため
ではない。
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日課や　イベントを決める
1 日に一箇所行く予定を立てる。



■金子商会の業務内容
配達業務
現場への納品
事務所への納品
倉庫への納品
即時納品
後日納品
商品引取りと店頭渡し
商品に関する問い合わせ回答
納期の回答
価格問い合わせ
お客様に情報を伝える
お客様に知識を伝える
お客様の時間をマネジメントする
お客様の工法を効率アップする
お客様の営業活動を支援する
お客様の現場作業を支援する
掲示板を設置する
駐車場に看板を設置する

■金子商会のサービスの優位性
郡部配達の回数を増やす。
山陰方面へ毎日2回定時便を設定する。
（朝9時、午後2時出発する）
売上金の50％以上を引き取りで上げるような仕組みにする。
楽しい現場作業に貢献する。
安全な現場作業を行えるように貢献する。
効率的な業務を貢献する。
できないこと、できないときもハッキリと伝える。
最大は全社員数-１名で配達できる体制であることを明示する。

■水道資材のセグメントパターン
お客様が感じている分類
お客様の考えるコストや工期・納期などの優先順位について、
工事管理の効率について、
お客様の本音の部分を聞き出す。
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■金子商会のサービスの弱点
価格が他店よりも高い

配達が集中したときに人手が不足する

配達が少ないときに、人手が余る

一度に多量の納品が困難

重量物の納品が困難

比較して価格が安くない

高いというイメージがある

箱物の水道資材を在庫していない

人手が足りなくて配達が遅くなる場合もあるかもしれない

夕方の6時には人がいなくなる

24時間営業ではない

利益率が低い

原価率が高い

価格決定権が低い

営業時間が夜の9時までではない

事務所が狭い

倉庫が狭い
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■金子商会のお客様
web版では省略

■市場規模（予想されるエンドユーザー数）
販売対象エリアと市場の状況

下関の建築市場は成長市場か、成熟市場かで言うと、成熟市場。

持ち家率８０％以上。

販売対象１

下関市内（郡部を含む）

豊北、豊浦、菊川、豊田

下関市は人口が268,517人（2019年7月）で減少率は4.4％。

リフォームの市場は地域世帯数の15～10％くらいだと言われています。

下関市の世帯数は約116,298世帯あります。（減少率は1.6％）

1世帯当たりの人数は2.31人（単身世帯の増加や核家族化が進んでいる）

目安としては、下関市内（一市四町）11630世帯が対象となります。

10年間に一度のペースで何らかの工事を行うと仮定するなら、1年に約
1163件のリフォーム現場が発生することになります。

リフォームを行う業種として以下があげられます。

水道設備業者

工務店

大工

設備事業

リフォーム店

家電量販店・ホームセンターなど

販売対象２

全国の水道工事店

全国の建築工務店

エンドユーザー（施主）

金子商会においている商品を必要としている人

お客様の立場で考えるために

「常にお客様の立場で考える意識を持つ」クセをつけるための方法として、
判断に迷ったときは以下のように自問しましょう。

「それって○○様（お客様の個人名）がうれしいか？」

「それってイケてる（カッコイイ）のか？」

「それって自分に正直か？」

「それって理念にそっているのか？」

「一番優先したいことは何？」

「ホンネで言うとどうなの？」

他の会社では到底経験できないような、お客様から教えられ、育てていただ
ける機会を豊富に持つようにする場として、

お客様との会話を通常の3倍にすることを心がけ

お客様のことを深く知り『お客様通』になるように毎日行動しましょう。
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■販売価格、価格設定方針
製品、サービスの販売価格についての方針、

基本ルール　

web版では省略

■価格の設定について
web版では省略

■販売方法とPR方法
web版では省略

■事業実施上の問題点・リスク
web版では省略

■技術・製品・サービスの内容、販売方法、ＰＲ方法
等を含めた事業全体の優位性

web版では省略

■現在の事業進捗状況と今後の事業展開の予定
web版では省略

■当該事業の売上・利益計画
web版では省略

■新規事業
web版では省略

■資金計画
web版では省略

■金子商会の現況
web版では省略

■中期計画
web版では省略
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価格とは

商品やサービスをお客様に提供し

たときに、交換される金額の多少

の量をあらわすもの。

満足に対する評価と考えること。



■月次決算を行う
連続･売上額･粗利益額・出荷数の現況と比較一覧を作る。

支払い先別継続一覧表を作る

毎日棚卸を行う。

常に在庫数とデータ数がピッタリの状態にする。

現状は100点満点で30点位、これを95点以上の評価ができるくらいに誤差をなくし
ていく。
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■年間の予定（県内・世間のイベント）
web版では省略

33/52



■補足　

毎日磨ることを実践してチェックマークをつける

「すること」を「磨ること」と書いてみましょう。

「する」というのは、毎日、磨く（みがく）という意味です。

一日１０分、一つのことを磨る（する）。
雨の降る日にやることを決める

雨が降る日は若干余裕があるので、日ごろできないことをまとめて
処理する時間にあてる。

やることをリストに書いておく。

例えば、

「在庫のカウントをする」

「掃除をする」

「倉庫の整理整頓をする」

「お客様情報の棚卸、整理、データベース化」

「車の掃除をする」

リスト化する癖をつける

「５分あったらやることリスト」

「15分あったらやることリスト」

「朝一にやることリスト」

「食後にやることリスト」

などなど、行動の目印を作っておくとよい習慣が身につきやすい。

そういうリストを最低でも３枚作ること。

（一つのリストにつきチェック項目は10個以上20個以下にすること）

雛形（定型化）する習慣付け。
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■成長するとは
昨日より今日、昨年より今年、

成長しているかどうか自分でチェックする。

お互いにチェックし合う。

例えば、500点満点で何点か？（1項目10点）普通を5点、人よりで
きていれば5点以上、人並みにできなければ5点以下で自己採点する。

人間の五つの力

聴く力　

「聴く姿勢」「上手な相槌」「言葉のくりかえし」

考える力

「紙に書く」「考えを絞る」「デメリットを考える」

話す力

「内容は7％」「笑顔」「具体的な数字」「一言で言うなら」

書く力

「書く前に考える」「書く順序」「プリント」「長さ」「主語」

時間力

「順番をつける」「30分刻み」「15分刻み」「3分刻み」「自分時間」
「すてる技術」
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■チェックポイントと評価基準　

評価基準

金子商会では以下を評価基準としてルール化します。

1.仕事の基本徹底

社会人として身についているべき能力、提出書類管理、整理
整頓の徹底、気配り、挨拶（マナー礼儀作法）、言葉遣い、

2.会社の理念・方針・ビジョンの共有化

経営理念指針の理解と実践、経営理念をPDCAサイクルに生
かしているか？など

3.各部署の役割の実践

責任を持って担当作業を行っているか、熱意をもって仕事を
しているかなど、

4.自分で考える力・習慣

何気なく業務をこなすのではなく業務の意味や重要性、必要性、
コストなどを常に考えるように習慣化しているか？

5.変革力（革新力）

会社・他人に変革を求めず、自ら変わり、変えていこうという
意識と行動をしているか？

6.チャレンジ精神

前向きに執着心をもって何事にも果敢に挑戦できる姿勢である
か？

7.アイディア力

営業企画や商品開発などに結びつく発想力、アイディア力を身
につけているか、

8.自ら成長する力

ともに学びあうために行動を行っているか、自己研鑽のために
取り組んでいることがあるか。

9.報告・連絡・相談の徹底

もう一歩踏み込んだ行動を行っているか

タイミングよく報告・連絡・相談を行っているか

詳細については、金子商会評価基準ルール表（別表）を作成し、
それに則って評価していくようにしていく。
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■金子商会のタスク（仕事・作業）リスト
自分たちが何を作り出して、社会に対して何を残しているのか、

今やっている何をやめるべきなのかを常に調整する。

[一日の仕事の流れ]

[一週間の仕事の流れ]

[一ヶ月の仕事の流れ]

[一年間の仕事の流れ]

[やりたいけどやれていない、やらなければならないと思っている仕事]

をリスト化して仕事のムリ・ムダを省く。

仕事内容のリスト例

1.配達

2.在庫についてを回答する

3.価格について回答する

4.店頭での応対

5.在庫数を維持する

6.仕入品を注文する。

7.在庫を発注する

8.納期回答

9.商品の情報をお知らせする

10.挨拶をする

11.掃除をする

12.整理整頓をする

13.入荷品を整理整頓する

14.商品棚の整理整頓

15.メーカーサイドに情報を提供する。

16.メーカーサイドからの情報をお客様に提供する。

17.荷受する

18.必要書類を整理する

19.見積もりをする。

20.図面を整理する

21.メーカーに問い合わせる

などなど…
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■短期と中長期の成果の両方を達成するための指針
指針として具体的に測定可能な数値として、次の指針をPDCAサイクルに
則って達成する。

■短期（３ヶ月ベース）の成果のための指針。

■中期（１～３年）の成果を達成するための指針。

■長期（５～10年）の成果を達成するための指針。

上記の指針の成果を達成するための資源配分として、人材を分担する。

時間を分割して「1日に○○を○○分間行う」ということを明確にする。

それぞれ文章化して掲示する。

・「今週省いた、ムリやムダ」

・「新しく始めたこと」

・「やめたこと」

などを日誌に報告・連絡事項として書きこむ。
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PDCA
P-プラン（計画）
D-ドゥー（実行）
C-チェック
A-アクション（次へ活かす）



■中期5ヵ年計画書
それぞれの決算終了時点での数字を決めてそれを目標にしていきましょう。

５年間を通じてのテーマ

web版では省略

５年後までの予定や出来事

2022年（令和４年）

3月　AU　3Gサービス終了　５Gネットワークの一般化

4月　成人年齢18歳引き下げ

倉庫・事務所の引越

web版では以下略
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自分の年令や家族の年齢も
書き込んで個人的な予定を
メモしよう。
そうすることで未来が
具体的にイメージできます。
　　　　　　　↓



■金子商会 共通言語の解説

いますぐとは

「すぐ」は「３秒以内」

常にお客様の期待よりも上の値を返す。

お客さんが３０分以内と期待していれば、３分以内

３分以内と考えていれば３０秒以内を目指す。

「言われてからする」ではなく「言われる前にしている」ということ。

「今の３倍のスピードで処理するためにどうすればいいか？」

「お客様の期待をいい意味で裏切るためにどうすればいいか？」

「お客様が驚くぐらいのサービスにするために何をすればいいか？」

と自分自身に問いかけながら仕事を組み立てていく。

やくだつとは

役立つための七つの条件を満たしていること。

1.お客様の選択肢が、YES,NO,それ以外の三つから選べる
2.お客様のチャンスを逃させない、失わせない
3.行動が機敏（備えが十分にある）
4.お客様にとってのよい変化・効果を生み出す行動
5.お客様が気が付かなかったことに気付く「きっかけ」となること
6.お客様の損害や後悔、損失を最小限にする、なくすことができること
7.存在がアタリマエであることに気が付かない。失って初めてありがたみがわかる役割を
もっているということ。

お客様により役立てるために毎日コツコツとやることを
決めておくと良い

たよれるとは

「たよれる」ための七つの情景

1.できる、できない、それ以外の方法の選択肢を必ず提示できる
2.お客様の問題を確実に解決することができる
3.お客様が「お店が知っているはず」と考えていることを当然知っている
4.空約束はしない、必ず約束を守る
5.実行力がある
6.「できます」が口癖でしかも実際にできる
7.仕事が丁寧で確実

仕事とは何か？

仕事とはお客様が満足すること。

傍を楽にするから、「はたらく」とも言います。

仕事は「手段」

①自分の欲求を叶える

②お客様の欲求を叶える

③社会の欲求を叶える

この三つを実現するための手段がすなわち「働く」ということです。
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相槌（あいづち）

相槌とはコミュニケーションに欠かせないリズムになります。

会話を盛り上げるために

相手に共感していることを伝えるためにするものです。

共感、同じ気持なんだ、判ってくれているということを相手に伝えるために
必要です。

アイデアとは

新しいやり方や考え方のことです。

役に立つより多くのよい結果や成果を得るための考え方・方法・手段を考え
出す方法。

利益とは何か？

経営理念と営業活動の掛け合わさった成果のこと。

経営者の覚悟を数値化したもの。会社の器を表す。

「人の役にたっている」「社会に貢献している」お返し。

よりよいサービスが行えるように成長するための源泉

報酬とは何か？

1.お金、給料

2.知識　仕事を通じて得られる知識や知恵・情報など

3.ブランド　その組織に属していることによる優越感や喜びなど

4.関係性　同じ会社にいることで感じられる一体感や達成感など

5.成長　仕事を通じて自分自身が人間的に成長するということ

商売とは何か？

感謝されているという実感があること

ありがたい気持になれるものであること

人が賑わうこと

「商」は割り算のことでもある。

中国の昔の王朝に「商」というのがあった。

そこに住む人は交易で賑わう自分たちの国のことを商都と呼んでいた。

「売」はお金を出させる、ということ。

「買」はお金を出す、ということ。

サービスとは何か？

サーブは英単語で　service と書きます。

意味は「奉仕」すること。

奉仕とは「相手が満足するために自分ができる最大限の努力をする」という
ことです。

自分ができないこと、自分より上手に出来る人がいるなら、その人を紹介し
てあげることも時には必要です。

組織とは

同じ目的・目標を達成するために集まった、5人以上の人の集まりで

足し算ではなく、掛け算の力や価値を生み出す集団のこと。

社員が5人いるとして、

1+1+1+1+1＝5

それぞれが成長して1.5倍あるいは2倍の力を持ったときに

1.5+1.5+1.5+1.5+1.5＝7.5
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2+2+2+2+2＝10

ではなく

1.5x1.5x1.5x1.5x1.5＝7.59　　や　　2x2x2x2x2＝32

となるような組織であることを心がけます。

配達とは

お客様に喜んでいただくために一番有効で価値の高い営業活動のこと。

営業とは

お客様によろこんでいただくための、配達・報告・連絡・情報発信などの
日々の作業のこと。

指示とは

聞き返す必要のない状態でなされる依頼のこと。

目的と状況・現状を伝え、効果を明確にして伝言すること。

そしてその伝言に対して確実に実行することを約束してもらうこと。

「指示通りに物事が進まない」場合は指示の出し方に問題の原因があると考え
ること。

「いそぐ」「はやめに」「午前中」などあやふやな表現ではなく、「8時15分
までに」など具体的時刻で伝えること。

5W2Hを忘れない。

伝言とは

報告・連絡・相談のする手段の一つ

必ずメモをして行うこと

「伝言が伝わっていない」場合は、

言った人は『「伝言」をする方に原因がある』と考える

聞いた人は『「伝言の聞き方に原因がある』と考えること。

5W2Hを常に把握する。

報告とは

１．結果を先に明確に行う

２．長期の仕事や長く掛かる仕事は中間報告を行う。

３．ミスやクレームについては出来る限り早く行う。

４．相手の関心ごとに合わせてすること

報告とは義務です。

「報告が伝わっていない場合」報告のやり方に問題の原因があると考え
ること。そして「どうすれば伝わるか」を考え次回からはそのように行
うこと。「どんな行動をとったかを相手に知らせる」のがコツです。

連絡とは

面倒がらないこと。

「言ったか」ではなく「伝わったか」を確認。

お礼はすばやく。

相手の欲しいことを欲しい時に伝える。

「連絡とは気配り」です。5W2Hを忘れない。
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５Ｗ２Ｈとは？
 Who 誰が
 When 　 　 何時
 Where 　　 どこ
 What 　　 何を
 Why 　　 なぜ
 How 　 どうやって
 How much いくらで（価格）



相談とは

あらかじめ、相談する内容を整理すること。

ギリギリはダメ！時間的・期日的余裕を持って相談する。

結果の報告とお礼を忘れずに。

相談とは、人の力を借りて、自分が成長するチャンスです。

相談とは問題解決を伴うものです。

「相談待ち人間」から「判断行動人間」へ
まずは行動する。

「やってみたらこうでしたが、どうすればいいですか？」

自分で判断する習慣を持つこと、その上で相談する。

相談とは自分が意思決定するための「最後の1ピース」を得るための行為で
す。

準備とは

約束した時間に仕事や打ち合わせ・面談が始められるようにすること。最低
5分前にはスタートできるような状態にしておくこと。

次にする行動（何をするか）が明確になってること。

はじめる時間（スタート時間・集合時間）とは

始業する10分前には準備を終わらせ仕事がスタートできるようになってい
ること。

時間厳守とは

10分前には始められる準備を済ませておくこと。

締切りを守るということ。

成果があるということ。

時刻を正確に意識する

余裕時間を設定しておく

計画錯誤を取り除く（二日掛かる仕事をなぜか二時間でできると思ったりし
ないように、段取り・計画を立てる）

優先順位を常に意識しておくために書き出ししておく。

優先順位が同じ程度なら、やりたくない仕事の方を先に片付ける。

目標とは

得られる結果や利益を数値化したり具体的にして、イメージをはっきり
とさせたもの。実現するために何をすべきかがハッキリとしていて、誰
がやっても同じ結果になることが明確であること

目標とノルマの違い
目標は、達成するためのもので、期日と数値が具体的に設定されている。
ノルマは、達成するというよりは、毎日の作業を消しこんでいくこと。
「やること」「すること」で、成果を直接生む作業ではない。

戦略とは

目標や目的を達成するための「競争場面」を設定すること。

その競争場面設定が「戦略課題」であり、「戦略目標」となる。

戦術とは

戦略目標を達成するための具体的な行動計画を立てること、

戦略上の目標にそって、毎日の繰り返し作業が「戦術課題」であり、
その計画を「戦術目標」という。

・繰り返しする仕事の形、仕組みのこと

・定量化、数値化できること
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ノルマ（ norma）
元々はロシア語、強制された作業の
基準となる量数のこと。
例：「一日 10 個」など

目標設定のコツ
SMART の法則
Specific （具体性）
Measurable （計量性）
Achievable （達成可能性）
Relevant （関連性）
Time-bound （期限）
以上を特徴として持っている目標は
達成しやすい。

問題解決を伴っていなければ、
それは単なるグチです。

時間とは
「変化する可能性」を示す指標（も
のさし）です。

長ければ長いほど変化する可能性
は大きくなります。
1 日よりも１年、 1 年よりも 10 年。

時間を守らないというのは、その変
化する可能性を否定することにつな
がるから絶対しちゃだめなんです。



棚卸とは

　在庫管理を行い、商品情報を明確につかんでおくためにする作業のことです。

　商品の状態が「誰が見ても明快に」現状を把握でき、商品情報が常に最新の
ものに更新できるようになるために常にしておくべき作業です。

「3秒以内に個数・状態・価格を確認できる状態に商品情報を管理できてい
ること」がゴールになります。

整理とは

「いるもの」と「いらないもの」に分けて「いらないものを捨てる（手放
す）」ということです。

「いらないもの」は

一年以内に使う予定のないもの。

過去一年間使わなかったもの

「つかっていないもの」を捨てる、手放すことを「整理する」と言います。

整頓とは

　収納の定位置を決めること。置き場所を定め、探す必要がないようにする
ことです。

　整頓ができていることで、モノや情報が「なくなる」「見つからない」
「取り出せない」「使えない」という状態ではなくなります。

　なくなったり、使えなかったりするときは、整理・整頓ができていないと
いうことになります。

必要な「商品」「情報」「道具」などを

「３秒以内に取り出すことができる」状態に保つことを

「整理整頓」といいます。

収納の手順・ルールなどを決めること（大きさで並べる、色で並べる、目的
で並べる・用途で並べるなどのルールを決める。）

「３秒以内に整理できるルールがあること」

「整理」と「整頓」はセットで考えるようにしましょう。

清掃とは

清潔にするということ。

すぐに使用できる状態にすること。

在庫とは

お客様にとって常備しておくべき商品のこと。納期が二日以上の余裕がある
商品は在庫する必要はない。

時代によって常備しておく商品は変わっていくので4ヶ月に一度は見直しす
ること。（→棚卸しは在庫の見直しをするために行う目的もある）
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成長とは

毎日の積み重ねが3年5年10年たった時に大きく実を結ぶことを「成長した」
といいます。

1日 90日 365日（1
年）

1095日(3
年)

1825日(5
年)

3650日(10
年)

仕事と自己研鑽に打
ち込み毎日0.1％成
長するAさん

100 109 144 298 619 3837

ただ漠然と仕事をし
てぼーとしている毎
日0.01％成長する
Bさん

100 101 104 112 120 144

同じ能力で
スタート

ほとんど変わ
らない

1年でちょっと
差が付く

徐々に差が開
いていく

大きく差が開
く

10年でなん
と26倍の差
が付く

Aさんの1年後の能力とBさんの10年後の能力は同じ？

成長するために、以下のことを心がけましょう。

１.　まずはこの表をしっかりと記憶しましょう。

２.　ギリギリではなく常に5分前行動を心がけ、余裕をもっておくこと。

３.　言われたことだけでなく、考えて仕事をすること。

４.　「できない理由」ではなく「やれる方法」を考えること。

５.　目先の仕事に埋もれず、「どうすればできるか？」を考えること。

６.　今日残した結果、今日成長したこと、をそれぞれ日誌につけよう。

７.　今日感じたこと、よかったこと、お客様に何か価値あることを残せたかどうかを
日誌につけよう。

８.　もう一度やり直したいことを日誌につけよう。

人は、成長して（実を結んで）初めて「成長」を実感することができます。

成長している間は、本人には

「自分が成長しているかどうか」判断できません。

しかし、過去の日誌を顧みると、自分が成長していることを実感できます。

日誌を利用することで、自分がどのくらい成長してきたかわかるようになります。

「誌」という文字の成り立ち

①「しるす」

　ア：「書きとめる(書いておく)」

　　　「記録する」

　イ：「記録」、「メモ」(例：日誌)

　ウ：「覚える」、「記憶する」

②「しるし」、「めじるし」、

　「めじるしをつける」

③「文体の一種。歴史に関わりがある

　事実を伝えた文書」

④「ほくろ」、「あざ」

　日本のみで用いられる意味

⑤「雑誌の略」(例：誌上)

会意兼形声文字です(言+志)。「取っ手のある刃物の象形と口の象形」(「(つ
つしんで)言う」の意味)と「心臓の象形と足と出発線を示す横線(出発線から
1歩踏み出して「行く」の意味)」(「心が働く」の意味)から、心が働いて言
葉を定着しておく、「しるす」を意味する「誌」という漢字が成り立ちまし
た。
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勘違いと誤解

勘違いがあったり、誤解が発生したときは、

　　・常に自分に原因がある、

　　・自分の言い方に問題があった、

　　・自分の理解の仕方に問題があった、

と最初に考えること。

相手が理解出来ていない、要点が掴めていないままだと、伝えたときに誤解が
生じる。まずは相手の話をしっかり聞くことが大切です。

誤解が生まれるときは、相手に対する共感の気持が少ない場合が多いので、
まずは相手の気持に焦点を当ててみましょう。

他にも、

・相手の意見を確認する（中途半端なおもいやりは誤解のもとです）

・主語と目的語を省略しない

なども誤解を防ぐ手立てになります。

誤解が生じやすい聞き方（聞く態度）もあるので気をつけましょう。

表情を変えずに聞く

怒った表情やイラついた表情を見せる

返事をしない

よそ見をする

視線を合わせない

このような態度だと、内容が伝わりにくくなります。相手との間にバリアーを
張っているのと同じことになります。

相手の目を見る

視線を合わせる

返事をする

相槌を打つ

質問する

聞き返す

繰り返す

自分の聞き方によっても誤解・勘違いを少なくすることができます。

誠意

失敗したとしても、

期限を明確にし、その時までに満足する成果を残す、あるいは、成果が出る
まで精一杯行動する。

それが誠意です。

責任

責任とは、期待を裏切らないように行動する義務があるということです。

期待に応えるために最善をつくすこと＝責任
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「考えて仕事をする」とは

　まず、目的・目標、得られる結果などを「細かいところまで」「具体的」にイ
メージします。

次に、「より早く」「より正確に」「より確実に」「よりよく」成果を得られる
ようにするために、

何をどうすべきか、

どの手段を用いるか、

もっと早くできる方法はないか、

などを考えて工夫して仕事に取り組むということ。

　そして、またその目的や目標の設定が

「正しいのか、間違ってはいないか」も考えること。

　毎月一度日時を設定して、行っている仕事について次の問い掛けをして
見直すこと。

1.なぜこの仕事をしているのか？

2.どんな問題を解決しているのか？

3.本当に役立っているのか？

4.付加価値があるか？

5.これは習慣をよりよく変えるか？

6.もっとシンプルなやり方はないか？

7.機会損失はないか？

　　（その作業をしているために失う機会・利益がないか？）

8.はたしてやる意味はあるのか？

毎月これらを書き出す作業を行い、仕事をステップアップさせていきましょう。

メモ用紙でもチラシの裏でも構いません、必ず「書き出す」ことが大切です。
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工夫とは

工夫とは「違った切り口」から「物事や手法・手段を変えていく」という
意味です。

工夫するための問いかけリスト（参考SCAMPER（すきゃんぱー）法）

Substitute　サブスティテュート　（代える、代用
する）

 S1）代用可能な部分はどれか

S2）何を代わりに使うことができるか

S3）ほかに誰を含めることができるか

S4）ほかにどんなグループを含めることができるか

S5）代わりにどんなプロセスを使うことができるか

S6）代わりにどんなマテリアル（モノ）を使うことができるか

Combine　コンバイン　（組み合わせる） 

C1）何を組み合わせることができるか

C2）ブレンドする（混ぜ合わせる）ことはできるか

C3）どんな種類のアンサンブル（取り合わせ）を使うことできるか、創ること
ができるか

C4）部分を、どのように組み合わせることができるか

C5）目的を、どのように組み合わせることができるか

C6）応用方法を、どのように組み合せることができるか

C7）材料を、どのように組み合せることができるか

Adapt　アダプト　（適応させる） 

A1）これは、ほかのどのような考えを思い付かせるか

A2）何かほかに、これに似たものはないか

A3）過去に似た状況はないか

Modify　モディファイ　（修正する） 

M1）さらにTwist（ひねり、コトの意外な曲折）を加えることができないか

M2）その意味あいを、どのくらい変えることができるか

M3）色や外形を、どのくらい変えることができるか

M4）サウンド（音、騒音、音声）を、どのくらい変えることができるか

M5）何を加えることができるか

M6）高さ・高度をどれくらい増やせるか

M7）重さをどれくらい増やせるか

M8）強度をどれくらい増やせるか

M9）頻度をどれくらい増やせるか

M10）価値をどれくらい増やせるか

M11）何を減らすことができるか

M12）何を縮小することができか

M13）何を簡素化することができるか

M14）控えめに言うことができるのは、どんな部分か

M15）サイズをどれくらい小さくできるか

M16）重さをどれくらい軽くできるか
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Put to other uses　プット・トゥー・アザー・ユー
ゼズ　（ほかの使いみち） 

P1）そのままで、何かほかへ使えないか

P2）もし一部を変えたら、新たに生まれるほかの用途は何か

P3）ほかにどんなマーケットが受け入れるか

Eliminate　エリミネート　（省略する、除去す
る） 

E1）何を、取り除くことができるか、省略することができるか

E2）ある部分がない時、どうやって実行するか

E3）何を犠牲にできるか

E4）あげてしまえるものは、何か

Rearrange　リアレンジ　（再調整する） 

R1）ほかに、どんなパターンが使えるか。

R2）ほかに、どんな配置が使えるか

R3）ほかに、どんなレイアウトが使えるか

R4）何を交換できるか

R5）何を置換できるか。言い換えられるか。

R6）何を、再結合できるか

R7）逆にしたらどうなるか

R8）上下逆さまにしたらどうなるか

R9）内外を裏返したらどうなるか
などなどさまざまな方法を取り入れるということが「工夫した」
ということになります。

「一つ二つ三つやって（考えて）できなかった。」というのは
工夫したうちに入りません。

考えるだけでなく、「書き出す」ことが大事なので、仕事をよくする方法を
書き出すようにします。
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仕事のストレスとは

仕事のストレスとは、変化のチャンス。楽しむべき対象です。

何か問題や障害、困難にぶつかったときは

「これは変化のチャンスだ」

「成長のチャンスだ」

「何か別のもっといい方法を考えたり試したりしろという合図だ」

「腕の見せ所だぜ。」

と明るく笑顔で大きな声で宣言します。

ストレスがかかることで人は成長します。

筋肉も負荷（ストレス）がかかるから強く太く鍛えられるのです。

仕事の能力も人生の質もストレスがあるからこそ向上していくのです。

グチをこぼしたり、イライラしたりするのはなぜでしょうか?

イライラする状況に陥るのは自分の器の小ささから来るものです。

自分はまだまだ大きく成長しなければと気が付くチャンスです。

仕事を楽しむ、とは

ムリ・ムダを省き、成長している実感を得ている状態のこと

「めんどくさい」という怠惰や「楽（らく）」をすることではありません。

やっていることが「自分の成長につながっているか」「会社の成長につな
がっているか」「社会・地域の成長につながっているか」を意識して、効
率をよくすることはOKです。

行動とは

行動には二つの種類があります。

一つは　アクション

「意識的に行う行動」

何かの目的意識をもって、自分の意思で変えることができます。

一つは　ビヘイブ（態度）

「無意識に行う行動」

行儀がいい、習慣、くせ、など無意識に行ってしまう行動のことです。事
件が起こったときに咄嗟にでる言動や行動になります。

自分の意思で変えることがもできますが、非常に困難です。

ビヘイブを変えるにはアクションを増やしていくしかありません。

■BCP（事業継続計画）
別に金子商会事業継続計画書を作成し常備する。
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■2030年までの長期目標と実行計画

web版では省略
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■あとがき
　web版では省略
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