経営基盤強化型

株式会社アルフレックスジャパン

企業の潜在能力を引き出すパートナー的
伴走支援で更なる成長基盤を創造
指導という視点ではなく伴走するパートナーの立ち位置で、企業の持っている潜在能力
を引き出すことに注力。的確な指摘と刺激をタイムリーに提供することで、意識の高い
プロジェクトメンバーが自ら考え自ら動くようになり、この強力なエンジンでネクスト
ステージへテイクオフ！

北海道本部

チーフアドバイザー

山中

文雄

企業名

株式会社アルフレックス

旭川ファクトリーでスタートし

ジャパン

た専門家継続派遣事業により急速

業

家具製造業

種

本社所在地

東京都渋谷区
恵比寿1-19-15 7F

旭川ファクトリー

北海道旭川市

工業団地1条1-2-15
資本金

100百万円

設

昭和44年10月

立

売上高

3,963百万円
（平成27年2月期）

従業員

139人

に現場改善が進行。平行してCIO
育成支援によるお客様との関係強
化を目指したBtoC戦略立案とそ
の実現のためのシステム導入に着
手。その後、お客様に提供する価
値の更なる向上を目指したバリュ
ーチェーンプロジェクトが始動し
た。後発のバリューチェーンプロ
ジェクトが先発の2つのプロジェ
クトを繋ぎ合わせ、一気通貫の複
合支援に展開している。

企業概要

アルフレックスジャパンの旗艦店
「東京ショップ」

主力商品のソファーを製造する
旭川ファクトリー
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当社は、イタリアのアルフレッ
クス社で家具作りを学んだ創業者
が、日本での販売権と日本オリジ
ナルデザインの製造権を得て帰国
し、昭和44年（1969年）に設立し
た会社である。設立以来、アルフ
レックス社のブランドを冠しなが
ら、独自の家具作りを育て進化し
続けている、いわば「イタリア生
まれの日本育ち」の家具メーカー
である。
当社の目指すところは、家具と
ともに始まる豊かな生活をお届け

企業の潜在能力を引き出すパートナー的伴走支援で更なる成長基盤を創造

する「ライフスタイルファニチャ
ーブランド」である。当社の追及
する家具は「生活の道具」であり、
何年経っても飽きることのないシ
ンプルなデザインと使い勝手や快
適さを大切にし、使う人に寄り添
う家具づくりを信条としている。
そして長く安心してお使いいただ
くための耐久性とディテールへの
こだわり、将来のメンテンナスに
配慮した家具づくりとアフターサ
ービスの体制づくりを追求してい
る。
当社は、主力商品のソファーを
旭川ファクトリー（自社工場）に
て製造している。また、その他の
商品群は、全国各地の選りすぐり
の協力工場に製造を委託してい
る。そして全ての商品は、川崎セ
ンター（物流拠点）に集められ、
全国各地のお客様にお届けしてい
る。
販売チャネルとしては、東京･
大阪･名古屋の直営店、札幌、福
岡のエリア代理店に加え、百貨
店・ハウスメーカー・建築設計事務
所等々多岐にわたる。直営店はお
客様に直接販売するBtoCの流通
形態であるが、その他は中間に第
三者が介在する所謂BtoBの流通
形態となっている。

中小機構との出会い

チーフアドバイザーの
視点と支援課題の設定
当社の課題は大きく分けて以下
の3点があった。
1．旭川ファクトリーの生産性向上
自社製造に切り替えてからの歴
史が浅いことからノウハウの蓄積
は比較的少なく、いわば「未成熟」
の状態であった。その一方で、ス
タッフの課題解決意欲や実行力は
高く、打てば響く活力が感じられ
た。そこで、ノウハウの蓄積をア
ドバイザーの視点で補いながら現
場で起きている課題を抽出・整理。
解決方法を皆で考え即実行し、進
捗管理と実績評価を行うという業
務サイクルの構築を目指した。
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2．CRM（顧客関係管理）システ
ム構築
当社は、メンテナンスを含めた
エンドユーザー向けサービスの充
実を通じてBtoC戦略を強化して
いきたいと考えている。そのため
には、個々のお客様にとって有用
な情報を確実かつタイムリーにお
届けする必要がある。更には、多
岐に渡るチャネルで販売している
関係で、必ずしもお客様とダイレ
クトに接することができないケー
スもある。全てのお客様に当社の
サービスを享受して頂くために
は、そういうお客様と繋がる接点
づくりを考えていく必要がある。
これらの課題に対応するために、
CRM戦略の立案とそれに資する
システムの構築を提案し支援を行
うこととなった。
3．お客様価値向上
現時点では特に大きな問題は生
じていない（あるいは認識できて
いない）が、バリューチェーンの
レベルアップによりもっとお客様
に満足して頂きたいというご要望
から始まったプロジェクトであ
る。テーマが絞りにくい難題では
あったが、無理に構えず、一層現
場に寄り添う姿勢で、現場の声を
聞きながら、お客様目線で「イン
プット」する。それが刺激となり
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当社は、旭川ファクトリーの設
備投資等を目的に北海道ベンチャ
ーキャピタルが運営する機構出資
ファンドの投資先である。この投
資を検討する審査会にファンド事
業担当部署とともに北海道本部が
出席したことが最初のきっかけと
なった。
当社では、平成20年に旭川に工
場を設け、協力工場に製造委託し
ていたソファーを自社製造に切り
替え、独力で試行錯誤しながら生
産性向上等の取り組みを行ってき
たものの、その改善活動に限界を
感じていた時期であった。
この旭川ファクトリーに対する
支援提案から専門家継続派遣事業
がスタート。当社ニーズを捉えた
1年間の支援が目覚ましい成果を
上げたことから、中小機構の支援
に対する当社の信頼感と期待感が
大きく高まる中で、旭川ファクト
リーでの課題を超えた経営全般に
渡る幅広い議論が進展し、様々な
ご提案をしていくうちに強固な関
係が構築され、それが今日の複合
的支援に発展している。

売上高と経常利益
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課題が励起される。そして、その
課題を整理し解決していくという
プロセスをナビゲートする形がベ
ストではないかと判断した。
そして、このプロジェクトが先
行する2つのプロジェクトを一気
通貫で繋ぐ複合支援への展開を意
識した。

プロジェクト推進体制
1．旭川ファクトリーの生産性向上
旭川ファクトリーを統括する商
品本部長（リーダー）、工場長、
各班長に加え、全部門を管理･調
整する立場にある取締役管理本部
長からなるプロジェクトチームを
組成。そしてアドバイザーには、
商品本部長や管理本部長とほぼ同
年代で多数の工場改善の経験を有
する方に依頼した。アドバイザー
は、上から目線で指導するという
立場を取らず、プロジェクトチー
ムの自助努力を最大限尊重しなが
ら、アドバイザー目線での指摘や
助言を行いながら、最善策へとナ
ビゲートしている。
2．CRMシステム構築
戦略策定フェーズでは、BtoC
チャネルの最前線を統括するリテ
イル統括部長をプロジェクトリー
ダーにショップリーダー、情報シ

29

ステムチーム及び管理本部長のチ
ーム編成とし、適宜関連部署の責
任者に加わってもらう形で新CRM
システムの基本設計に取り組ん
だ。そして、現在進行中の導入フ
ェーズでは、メンバー構成は変え
ずに情報システムのチームリーダ
ーがプロジェクトを牽引する体制
に変更して推進中である。
更に、機構側の支援体制として
は、本部CIOプロジェクトマネー
ジャーと密な連携体制を構築して
いる。支援場所が東京ということ
もあり、CIOプロジェクトマネー
ジャーに相談しながら全国の登録
アドバイザーの中から最適な人材
を選抜し、豊富な経験を背景に力
強くプロジェクト推進をサポート
している。

もに、家具やインテリアに関する
造詣が深い中小企業診断士でもあ
り、業界･商品等の知識に加えマ
ーケティングをはじめとする経営
面における支援が可能な人材であ
る。
■総合的な実施体制
プロジェクトが多岐に渡る複合
支援に発展している。そのため、
全体最適と相乗効果を発揮してい
くことが求められる。そこで、管
理本部長には全てのプロジェクト
に関わって頂き、同じく全てのプ
ロジェクトにかかわる機構側の管
理者と密な連携をとりながら全体
を俯瞰できる体制を取っている。

プロジェクトメンバーの皆様は、アドバ
イザーが与える「刺激」を受けて、高い
価値観を生み出そうとチャレンジしてお
られます。この取り組みを通じて、お客
様に新たな「驚き」
「喜び」
「幸せ」
「満足」
「安心」を提供して頂けるものと期待し
ております。
山中

文雄

北海道本部

チーフアドバイザー

3．バリューチェーンのお客様価
値向上
受注から納品、アフターサービ
スに至るプロセスでのお客様価値
向上を目指すこととした。そこで、
商品本部長をリーダーに商品本部
メンバー、直営店を管轄するリテ
イル統括部長、これに管理本部長
に加わって頂く形のメンバー構成
でスタートした。
機構側の支援体制としては、東
京を中心とした支援になるので、
全国の登録アドバイザーの中から
探索し、最適かつ東京在住のアド
バイザーを配置した。当該アドバ
イザーは、一級建築士であるとと
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支援内容と支援成果
＜専門家継続派遣事業①＞
（旭川ファクトリーの生産性向上）
（第1期：平成25年9月〜平成26
年9月 第2期： 平 成27年4月 〜
平成28年3月（予定）
）
アドバイザーは、現地に到着す
ると最初に工場内を巡回するのが
通例となっている。前回課題提起
されたことがどのように変化して
いるか、新たな課題はないか等々
を発見して回るのである。
その後、
プロジェクトミーティングを丸一
日かけて実施するが、このミーテ
ィングは、まず前回支援時の詳細
な議事録に沿って進められる。前

企業の潜在能力を引き出すパートナー的伴走支援で更なる成長基盤を創造

回議論されたことの進捗状況の確
認とそれに対する議論である。あ
くまでも、自主的な解決能力を育
てることが目的なので、議論はプ
ロジェクトメンバーが常に中心と
なり、アドバイザーは課題解決の
「良きガイド役」として指摘･助
言・解決方法の提案を行う形で支
援している。
（具体的には、出荷
日基準で工程を決める方法から受
注日起算工程管理への転換、スキ
ルマップ活用によるマルチスキル
化によるボトルネック解消等を実
施）
支援を開始して半年後の平成26
年4月に消費税が増税された。従
来から3月はクリスマスと並ぶ繁
忙期であり、工場は戦場と化し残
業の嵐となるが、そこに駆け込み
需要が拍車をかける形となった。
それでも、当社はお客様の期待を
決して裏切らない会社である。ど
んなに忙しくても、従来からの納
期3週間に変更を加えることなく、
過去最大の生産量を厳しい品質チ
ェック基準をクリアしてお客様の
ご注文に対応することができた。
（出荷日当日に完了検査を行い出
荷するケースが70％程度であった
が前日に検査完了する割合がほぼ
100％に改善）
。もちろん、現場の
スタッフの努力があってのことだ
が、アドバイザーの助言や指摘で
準備してきたことが活かされた成
果である。
その後、需要は一段落するもの
と予想されていたが、引き続き好
調な受注を頂いており、息つく間
もなく増産が続いている。その中
で、スタッフのマルチスキル化の
推進、横断的に生産活動のサポー
トを行う段取りマンの設置等々の
助言を行いながら生産性向上を伴
走支援している。
＜戦略的CIO育成支援事業＞
（BtoC強化を目的としたCRM戦

＜専門家継続派遣事業②＞
（お客様価値向上）
（ 平 成27年4月 〜 平 成28年3月
（予定））
社長から「お客様目線」での指
摘をご要望として頂いていること
もあり、最初の3か月間は現状把
握に徹する計画とした。アドバイ
ザーは、この間に様々な現場や
PRイベントに出向きヒアリング
と体感を繰り返した。そして3か
月経過したところで報告会を開

き、社長を始め経営幹部に対して、
お客様からどのように見えるかに
ついて、思うところを忌憚なくプ
レゼンした。
このプレゼンが予想を大きく上
回る刺激剤となって全社的な改革
気運を呼び起こし、当初想定して
いなかった商品企画･広告宣伝等
の上流プロセスでの「お客様価値
向上」を目指すプロジェクトまで
もが同時並行的に立ち上がったと
ころである。
プロジェクトメンバーはそれぞ
れの立場で熱い思いを持ってい
る。アドバイザーが絶妙な切り口
で一つ言うと、レベルの高い反応
がレスポンス良く返ってくる。そ
れがメンバー間でお互いに作用し
ながら、新しいものを生み出そう
としている。まさに化学反応が始
まったという段階であり、これか
らの展開が楽しみである。

また同様に、戦略的CIO育成支援
事業で取り組んでいるお客様との
関係強化は、バリューチェーンプ
ロジェクトでのメンテナンスやア
フターサービスを効果的に展開す
るための重要なツールとなってく
る。点が線で結ばれ始めたところ
である。今後はその線が無数に創
造され、やがては面状に拡がって
いく。現在はその緒に就いたとこ
ろである。これからどのような面
を作っていくのか、それが今後の
大きな課題であり、全社的な戦略
の再構築のステージに到達しつつ
ある。

株式会社アルフレックスジャパン

略立案とシステム構築）
（ 平 成26年5月 〜 平 成28年6月
（予定））
当社にはIT担当スタッフがお
り、かなり高いレベルの業務を自
力で推進できる体制が出来上がっ
ている。しかしながら、組織横断
的にプロジェクトチームを組成し
てIT化戦略から導入に至るプロ
セスを踏むという経験に乏しかっ
た。そこで、部門を跨いで組成し
たプロジェクトチームのメンバー
に対して戦略企画→提案依頼書→
ベンダー選定→導入の全てのプロ
セスに渡って様々なサンプル様式
の提示と作成方法のアドバイスを
行いながら道筋を示し、自助努力
での推進にあたって鼓舞激励する
形で支援を行っている。
IT戦略企画のフェーズでは、
お客様との関係をどのように築き
育てていくか、具体的にどのよう
なアクションを取るべきか等々を
明確にしなければならない。その
ためには、プロジェクトメンバー
間の議論だけではなく、お客様と
接点を持つ全ての部署のキーマン
に対し、メンバー全員で生の声を
直接ヒアリングするという形で推
進した。このプロセスを通じて現
実に即した形での戦略が構築さ
れ、提案依頼書の作成に着手する
ことができ、ベンダーも決まり、
現在導入支援の段階に入っている。

毎回ヒートアップするプロジェクト会議の様子

今後の課題
現在、複数のプロジェクトが同
時並行で進んでおり、それぞれが
関連してくる要素は多い。
例えば、
旭川ファクトリーでの現場改善は
バリューチェーンプロジェクトで
のお客様へお届けする過程での付
加価値創造（品質や納期に関する
サービス）
に大きく関係してくる。

旭川工場での報告会
（工場の主要スタッフがそれぞれ報告）

経営者のことば
当社が新たな成長を目指す大事な時期に、貴
機構の支援に巡り会えたことは運命的なものを
感じており感謝申し上げます。アドバイザーの
皆様の様々な角度からのインプット（刺激）と
適確なナビゲーションによって、メンバーの潜
在能力を引き出して頂き、客観的な立場で議論
をコーディネートして頂くことで組織横断的な
活動が活性化しております。型にはめた押しつ
けではなく自助努力を促すサポートは、当社の
代表取締役 保科 卓社長
個性に合わせて組み立てて頂いた支援と理解し
ており、おかげさまで新たな方向性に向けて動き出し始めており今後の
発展が楽しみです。
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