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本著作物の著作権は、株式会社ストックウェザーに属します。

本稿はストックウエザー株式会社のホームページに掲載された内容を同社の許可を得て掲載するものです。

ストックウェザー(以下SW):貴社はどんな会社ですか?              ‐

|■‐

大久保社長:私たちはオフィス向けのさまざまな継続サービスを行つています。在7イス申け
のサービスにはいろいろとありますが、私たちは物販のような売り切りではなくて、付カロ価値

を必要とするビジネスをしています。

例えばオフィスコーヒーサービスでは、業務

用のコーヒーの機械のお貸し出しをして、

それを私たちが定期的にメンテナンスを

しながら使つていただいています。

ウォーターサービスでは、専用のサーバー

のお貸し出しをして、これも私たちがメンテ

ナンスをしながら使っていただきます。

ウォーターサービスで主にご利用いただく

のは5ガロンと3ガロンのボトルですが、使

い終わったら捨てるのではなくて一度使つた

ものを全部回収させていただき、徹底的に

洗浄・殺菌をした後、再利用します。

オフィス清掃サービスではマットモップなどは、そのものをお貸出しして、定期的に新Ltl

ものに交換していきます。

同じオフィス向けのサービスでもアスクルさんのようなワンウエイではな←よツー「尭ィが
必要な、そういうビジネスをやつているということです。            ■  |■
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SW:常にお客様と繋がっているということですか?

大久保社長:そうですね。継続的にお付き合いをしていただいているということですね。

SW:ダイオーズの社名の由来を教えてください。              ■

大久保社長 :ダイオーズがスタートしたのは

1969年です。この時はまだ「米屋おおくば」

という名前で、家業のお米屋さんのビジネス

でした。

1976年頃、オフィスコーヒーサービスの

ビジネスを始めた頃に、最初はダイオーズ

ではなく、「ダイオー」という名前をつけ

ました。ちょうど日本ではダイエーさんが

流通革命を起こし、どんどん成長して、百貨

店の三越さんを抜き、日本一の流通企業に

なった頃でした。

私自身はもともと26から28歳にかけて、

1967年から69年までですが、アメリカとヨーロッパで流通の勉強をしていましたので1日本
に帰つたらぜひ、流通業で新しいビジネスにチャレンジしたいと考えていました。■|  ■

‐

流通業でどんどん成長するダイエーさんのような会社にならって、ダイエ■の「工」の次は
「オ」だというところからダイオニという名前にしようと:それからもう一つは大久保の「オオ」を
音と訓で読むと「ダイ」と「オオ」と読みますよね。ちょうどいいじゃないかということ力

),
ダイオーと名をつけたんですよ。                         ‐

そのあと、商標の登録をしようとすると、大王製紙さんなどがすでにありまして、「ダ材 一」

では登録できなかったんですね。しょうがないので複数形にしようということでダイオーの後年
複数形のsをつけて、ダイオーズにしたんです(笑 )。           _   _

SW11つ 67年から69年までとtうと外貨の持ち出し制限があつた
案幕頁勇硫t肯言量源海外に行かれるというのはたいへんなことだったのではないズ

■に行こうと思つたのでしょうか?

大久保社長 :そうですね。もともと米屋の

息子として生まれたので、商売への興味は

小さいころから持つていたんですよ。

大学生の時は全日本学生写真連盟の委員

長をやつていて全国を飛び回つていたので

すが、その頃の日本経済新聞に「流通」の
ページがありました。日本国内の量販店な

ど、新しい流通の動きを掲載していました。

そこで、自分の中でこれはと思うものをスク

ラップして、たとえば大阪へ行くと千林の

ダイエーさんや神戸の灘生協に行つたり、

四日市の岡田屋さんに行つたりと、写真連盟の委員長の仕事の傍ら、自分の目で流通の

現場を見るということをやつていました。                     _



大学を卒業した後、読売広告社に入つたのですが、そこで、日本の繁盛店を集めて
チェーンストアを作ろうということで、会社の中に多数の独立した小売事業者を連携、組織

“
するボランタリーチエーンを作つたんですよ。 ■■

そうしたこともあり通産省にも出入りするようになりました。            ~
通産省もそのころ、日本の小売業の近代化を目指す、ということで、ボランタリニチエー尭

推進していて、年に2回、アメリカ、ヨーロッパのチェーンストアの成功された経営者を日本に

呼んで日本でセミナーをやつていました。

そのセミナーにいつも出席させていただいて、セミナーが終わつた後、その経営薯の方 瑳々

品臨 輩 踏 驚 ‖ 馳 誦 蹴 橋  響
当時は観光では海外には行けませんでした。海外に行くためには業務ビザが必要で、
アポイントを集めて、通産省にも応援していただき申請を出して、業務ビザを取得け した。|■

■  ■‐
SW:家族は大反対だつたとか。

大久保社長 :そうですね (笑 )。 帰つたら米屋

を継いで日本―にするからと約束をして、

何とか説得しました。

最初に行つたのが、アメリカのカリフォルニ

アのCGCというスーパーの共同仕入れ機構

でした。週7日 のうち5日間はお店で働いて、

2日 間は本部で勉強してという繰り返しでし

たね。それから「商業界」の前主幹の倉本先

生にご紹介いただいた、南カリフォルニア大

学の教授で、流通で有名なマギニスさんと

いう先生がいらっしゃいまして、私もカリフォ

ルニアにいましたので、何度もお会いして

メーシーズや、セブンイレブンの当時の親会社のサウスランド社などに紹介林を書し)ていた

だき、訪間して勉強させてもらうというようなこともしていました。      ‐   ‐

|||     ‐||

SW:その頃、日本の企業が研修でアメリカに行くとしてもそれは組織で行かれたわけですよ

ね。お金の問題もあり、単身で行かれた方というのは少なかったのではないですか?  ||

||‐

大久保社長:少なかったでしょうね。

私がアメリカに行く時、船のお金は片道分だけ親から出してもらいました。あとぼ杢音F現地驀

働いて、給料をもらつてやつていくことにしていました。当時読売広告社の給料は月3万円。

当時は1ドル=360円ですから、およそ1か月80ドルですね。アメリカでの初任給は1週間で

100ドルでした(笑 )。

なおかつ私は正味2年間海外にいたんですが

いんですよ。全部ホ下ムステイなので費用 |
はかからないんですね。それなのに収入は :
それこそ日本の3倍、4倍もらつていました |
から、最終的に日本に帰つてきたときはお金 |
がたくさんたまっていました。(笑 )。     |

SW:アメリカヘは船で行かれたのですね。  |

大久保社長 :そのころ飛4千機は高くてね。ま |
だプロペラですので、日本航空のサンフラン |
シスコ便があったのですが、途中、ウエーク |

島で一度給油して、さらにハワイ島で給,由を '

、2年間の間、いつさいホテルに,白まつていな
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しなければならないという時代でした。それでも片道、私の給料が3万円の頃、給料の4ヶ月

分の12万円でした。私が乗つた船はアメリカン プレジデントラインの船底ですが、でも確か

給料の2か月分強のフ万円くらいでした。                   _

SW:貴社はオフィスコーヒーサービスを日本で最初に始められたわけですが、その海外留学

が影響していますか?

大久保社長 :そうですね。私たちはオフィス

コーヒーサービスを始める前にダスキンの

2000社ある販社のナンバーワンになりま

した。ナンバーワンになれた理由はオフィス

を対象にしてお客さんを開発したことでした。

その頃のダスキンは家庭用が中心だったの

に対して、私たちはいち早くオフィスに注目

して売り上げを伸ばしました。

次のステップは独自のビジネスをやろうと、

それでは何をやろうかということになり、

ダイオーズが得意とするのは今までの経験

から言うとオフィスに対するビジネス、それ

も売り切りではなく継続するビジネスだということでいろいろと議論をしました。その頃ちょギ

フア∫真翼ど耳砺ff頚』IgI    尋奮曇凝ど|し

てきました。特にアメリカンコ丁:「

~口が
当時の日本のオフィスでは緑茶かインスタントコーヒーという時代でしたが、そうした流れお‐

中で必ずこれからはレギュラーコーヒーがオフィスで飲まれる時代が来ると考えたのです。

事実、私が行つたアメリカやヨーロッパではそれが当たり前でしたからね。ぜひそ
-4を 日本に

持つてこようと言うことから始めました。そういつた意味では海外に行つた経験がそういう発想

を生んだといえると思います。

当時はダスキンの販社としてオフィスのお客様を作り上げるというノウハウを獲得瞑

それによって人材も育つてきましたし、資金的にも十分余裕があった、そういういくつかの要件

も揃つたので始めたということですね。 ■‐  |■

SWi今では勉強に行つたアメリカに進出をされて、すでに西海岸ではナンノ`ニワン:‐基米で

も第3位。メーカーさんで海外に出るという

例は数多くありますが、こうしたサービス業

で海外に打つて出るという企業はなかなか

ないですよね。しかもビジネスモデルはもと

もとアメリカにあったものですものね。海外

に進出をされることにしたのはどういう理由

があったのでしょうか?

大久保社長 :最初はともかく夢ですね。

アメリカ、ヨーロッパに若い頃にいたので、

できれば将来、アメリカで商売をやつて

みたいなと考えていました。
騨 攀 鞣
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それからアメリカに進出したのはちょうど創業して20周年の時だつたんです。



ダスキンの販社としてクリンケア事業の基盤がきちんとできて、日本におけるコーヒー

サービスの基盤ができて、では次の3本国の柱を何にするかと言う時にやはり夢であつた
アメリカに進出できるそういう体制になってきたということですね。         ..‐

|■‐   ||SW:月券算はありましたか?

||    ||
大久保社長:もちろんです。100%です。(笑 )。

アメリカのオフィスコーヒーサービスの業界を一番私が見ていたのですから。毛 本でこあ

ビジネスをはじめて約30年近く経ちますが、アメリカに進出するまでの間に10年くらいの

期間があるんですね。この間に年に3回も4回もうちのマネージャーと一緒にアメリカに行獣
‐

実際に成功している会社を訪ねました。                    |■
私が若い頃やつたように、勉強させてくださいと手紙を出してはアポイントを取りました。
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一方、アメリカでお世話になった方は毎年一回、アメリカからファーストクラスでご夫妻を目1本

にご招待して、国内の観光をしてもらい、私たちの会社の大会に出て、スピーチをしていただく

という形で、毎年一組ずつを招待していたんですよ。これが非常に評判になって、なかなか
大久保はちゃんとやるよということになって(笑 )、 手紙を出すと、ほとんどのところで

零|す
入れ

てくれるようになりました。

SW:デト回イトやシカゴの会社を買われたのは敵対的な買収ではなかったのですか?

大久保社長:いえいえ、全部友好的な買収です。                ‐

SW:それはいままでのつながりが生きたということでしょうか?     ■   |

大久保社長 :そ うですね。デトロイトも

シカゴも、買収したのはそれぞれその地区

でナンバーワンの会社です。

アメリカのオフィスコーヒーサービスの

業界でベストオペレーターオブザイヤーの

表彰名がサボイ・アヮードと言うのですが、

サボイさんというのは実は昨年買収した

デトロイトの会社の創業者なんですよ。

その方が亡くなった後、奥様が社長をおやり

になっていましたが、その名が賞に冠せら

れるくらいの品質の良いサービスをしている

会社です。 鍛掏 鼈 鏡 絣 彎

シカゴのB&Fといぅ会社もナンバーワンの会社で、これもいままでのつな力`LJの 中がら

買収したものです。

SWiそういつたつながりがなければ、買J又も難しかったでしょうね。      
‐

大久保社長:そうですね。それまでの10年間で布石を打ち、みなさんからいい評価をいたた

いていたので、それが生きてきたということでしょうかね。ですから例えば経営者の1方々が
「リタイアする時にはオークボに声をかけてあげるよ」などと言つてくれますからね―

僕 )。  |■

鯰財無鐙



SW:西海岸の会社はアメリカではマネジメントはすべてアメリカ人でやっていて、日本人は

一人、しかもその方は管理部門の方だということをうかがいましたが、それは例えばマニュアル

で管理されているということなのでしょうか?

大久保社長:マニュアルではないですね。向こうのマネジメントをやつてくれている人は、この

業界の経験者です。そういう人たちがマネジメントをしてくれているので、きちんと運営されて

いるということですね。 ■|   ||||

SWi日 本のやりかたを持つて行つて、これをやりなさいということではないわけですね。

大久保社長 :メーカーですと日本で成功して

そのノウハウをアメリカにそのまま持つて

行き、工場を立ち上げたりしますよね。

サービス業というのは国によつてあり方が

違います。日本で成功したノウハウを持つて

行けばそれでいいということではなく、現地

の独自性を生かしてやっています。

SWiそうして米国で経営をされて、獲得した

ノウハウは日本にフィ・―ドバックされるという

こともありますか?

大久保社長:そうですね。ウォーターサービスは先にアメリカでスタートして大成功しました

ので、それを日本に持つてきましたね。

SW:社長が今までで一番うれしかつたことはなんですか?

大久保社長うれしかったことですか?(笑)なんですかね。いつもうれしいのですが(笑 )。

アメリカに出ること、東証1部上場というのは大きな夢でしたから、その二つが澤成できた

ことはとてもうれしいことでしたね。
|||   |||

SW:逆につらかったこととはありますか?                 ■   ■|

大久保社長:ビジネスをはじめてからはない

ですね。もちろん、いつもいろいろとありま

すよ。ありますけれどそれは逆にチャレンジ

の時。たいへんだというよりも、チャレンジだ

と考えてきましたね。

SW:貴社の歩みを見ていると東証1部上場

までにかなり時間をかけたな、という感じで

すが。

大久保社長:96年に店頭公開したんですが

ほんとうは2～3年の間に東証に上場したかつたんですよ。この頃ちょうどメインの事業だつた



ダスキンの事業がどんどん競争が激しくなり

日本の経済も厳しくなって、収益がどんどん

おちてきて、事業そのものがトントン、赤字

すれすれになったんですね。

そして2000年にダスキンから独立したの

ですが、商品を切り替えなくてはいけないの

で、10数億の資材を投入しました。するとこ

れの償却が出てくるので償却が終わるまで

は東証へというわけにはいかなくて。

それがなければ90年後半には出ておき

たかったんですが(笑 )。

SW:すでに二つの夢はかなえられたわけですが。社長が今後、かなえたい夢は何ですか?

大久保社長:今 t上場会社のダイオーズは持ち株会社になっていまして、日本のビジネスは

子会社のダイオーズサービシーズという会社を作り、3年前から社長を譲つてやうてもらって

います。アメリカもダイオーズ∪SAという子会社で社長をまた別の人にやってもらつています。

私は完全にフリーハンドになりまして、3年前からアジアをゼロから立ち上げているんですよ。

そのビジネスに今、チャレンジしています。何とかアジアを日本、アメリカ並のビジネスにした

いなというのが大きな目標ですね。

SW:では今はアジアを飛び回つているんですか?               ■

大久保社長:そうです。毎月アジアをぐるぐる回つています。

SWi手ごたえはいかがですか?                          ‐

大久保社長:まだ試行錯誤ですね。ただ、必ず

やアジアが大きなビジネスになると考えていま

す。5年先、10年先にはそういう時代が来ると

考えています。どういうふうにダイオーズが

持つているノウハウを生かしていくか、これが

今、まさにチャレンジですね。

SW:社長の話をうかがつていると徹底されて

いるのが現場主義。困ると現場に行く。何か

あると現場に行くということですが。

大久保社長 :今でも私はアジアでダイオーズ

の赤いユニフォームを着てルートサービスに同行していますよ。上海で、ソウルで(笑 ):・

||  ■|

SW:それは社長の原点ですか?

|■

大久保社長 :趣味みたいなものですから(笑 )。 それ がわたしのや り甲斐なんで―すね 。

轟lm血響鑽熾
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現場を見て、どうしたらいいのか、どうやつたら台北のお客さんに喜んでいただけるのか、

どうやったら中国の方に喜んでいただけるのか、自分で見て、自分の今までの経験の中から

提案していく、という形ですね。

SWi個人投資家にメッセージをいただけますか?             ■   ・

大久保社長:ダイオーズは何とか個人投資家

の方にもっと株主になつていただきたいと考え

ています。

今年東証 1部に上がってから株式分割を

しました。」ASDAQに 上場 していた頃は

700～800人しかいなかった株主が東証2部

に市場を移して2000人に。1部に上場した

時に3000人になり、分割して今、3500人くら

いの方に株主になっていただいています。

個人投資家の方々はダイオーズのサポーターだと思つています。株主優待もそうです力ヽ
できるだけさまざまなダイオーズの情報を発信していきたいと考えていますのでぜひ応援を

よろしくお願いします。
|■|     ‐

■ ||

SWiありがとうございました。(了)                   |   ■




