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せん と

総合ビルメンテナンス業の「千都商事」。
同社から枝分かれした床用ワックス・
洗剤メーカー「新日本ワックス」。この
２社がビルメン業界に、除菌・抗菌と
いう新たな分野を誕生させました。
「社会に役立つ製品を考案し、業界の
イメージアップを」と語る三神秀文社長
と、２代目で新日本ワックス社長を兼
任する秀樹専務に、創業時代からの
経営ノウハウなどについて伺います。

三神 秀文

千都商事株式会社 代表取締役社長（新日本ワックス会長）

みかみ・ひでふみ
１９４０
（昭和１５）年生まれ。山梨県出身。１９６２
（昭和３７）年２月１０日 千
葉市にて独立、ビルメンテナンス業を開始。建築物環境衛生管理技術者。
各地ビルの床の状態を見つづけ、洗剤・ワックスの研究をしている。
所 在 地：千葉市若葉区高品町１５９９−１１
事業内容：ビルメンテナンス、リフォーム
グループ会社：ワックスメーカー 新日本ワックス株式会社（会長兼任）
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困難な時こそ
発想を転換。
弊 社は、ビルの総 合メンテナンス
業として１９６２
（昭和３７）年に創業し、
今年でちょうど５０周年の節目を迎える
ことができました。
私は、山 梨 県で育ちましたが、東
京で働くことを夢 見て高 校 卒 業と同
時に上京し、丸の内ビルの地下で伯
父が経営するビルメンテナンス会社に
入 社しました。そこで、ビルメン会 社
の経営ノウハウを厳しく教わりました。
その 後、１９６２
（昭 和３７）年 千 葉
市にて独立をし、千都商事を創業しま
した。当初は苦 労しましたが、オイル
ショックやバブルなど波瀾の時代を独
自の管 理システムで乗り越え、千 葉
市 内から県 内 全 域、さらに東 京、関
東各県へと営業エリアを広げ、大型
商業施設や官公庁・公共施設などの
ビルメン業務を任されるまでに成長す
ることができました。
その間、社員の努力と協力業者に
恵まれたこともあり、ビルメン業 務 の
かたわら、独自の床用ワックスと洗剤
の研究・開発に没頭することができ、
１９７６
（昭 和５１）年にワックス部 門を

分 社 化し、その販 売 事 業を柱とする
「新日本ワックス」を設立しました。

ワックス、洗剤に
除菌・抗菌剤を配合

三神さん「Q&A」
Q1 １日の平均的なスケジュールは？

朝６時起床、ラジオ体操、朝食のあと、
裏庭や玄関前、歩道を掃き、自宅書
斎で詩作・執筆。午前１０時から午後
５時半まで会社。退社後は夕食を済
ませてから書斎で過ごす。

Q2 よく読む新聞＆雑誌は？

東京新聞、詩の本。
病院などの医療関係施設での使用
を中心に考え、新製品を考案しました。
Q3 仕事以外でハマっていることは？
歌謡詩など作詞。著書に「笹笛がき
衛生面に大変神経を使わなければな
こえる街」。
らない病 院 管 理ですが、私たちが除
Q4 座右の銘（好きな言葉）は？
菌洗剤と抗菌ワックスを製品化するま
輝く人は心に愛を育みながら、勇気と
では、院内の床に対して除菌や抗菌
希望を持ち、そして唇に詩を持ってい
る。（自作）
を施 すという発 想 はほとんどありませ
んでした。 製品が完成した年に「Ｍ・
Q5 とっておきのストレス解消法は？
海外旅行。
Ｒ・Ｓ・Ａ
（メチシリン耐 性 黄 色ブドウ
球菌）」による院内感染が社会問題と
Q6 「やる気の源」をひと言でいうと？
なっていたのです。
とても大きな目標を遠くに置き、心の
奥底から祈り、追い続けること。
その年（１９９２年）に行なわれた横
浜での展示会で、
「除菌剤配合洗剤・
抗菌剤配合ワックス」を発表したところ、
多くの方に興 味を持っていただくこと 「谷底から見上げる夕焼けは美しい」
といいますが、いつまでも谷 底にいる
ができました。
わけにはいかないと、何 度も這い 上
がってきました。 千都商事が創業５０
竜のように…
年を迎えることができたのは、これま
で私たちを支え、応 援してくださった
私は、本 業とは別に３５年 間、歌
方々のおかげです。その方々の恩に
うた づく
謡曲の詩 作りを続けています。 星野
報いるためにも、「除菌クリーンシステ
哲 朗 先 生 や 宮 原 哲 夫 先 生といった
ム」を広めて、さらに社会に役立つ製
そう そう
錚々たる大作家の元で勉強してきまし
品を世に送り続けたい、それが私たち
た。そろそろ、大ヒット目前？
！といった
の希望であり目標です。
ところです。 会 社も同 様で、ヒット商
今年は辰年、私の干支でもあります。
品が出ないと世間で認めてもらえない
龍にはこんな言い伝えがあります。
「大
のです。
地が枯れたとき、龍は天に昇り雨を降
仕事を始めて、何度か経営の厳し
らし人 民を救い、春 分には水に入り
き りん
さを経 験しましたが、昔ヒットした「ハ
邪を除き、馬を愛すれば麒 麟 が生ま
れる」。 辰年生まれの男として、私も
チのムサシ」の歌のように、大きな相
竜のようでありたいのです。
手に立ち向かって努力してきました。
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１５周年社屋建立
（千葉商工会議所だより昭和５１年３月１０日号掲載写真）

創業５０年を迎えることができたのは、私たちを支え、
応援してくださった方々のおかげです
かなければなりません。そのお手伝い
私たちの製品は、現在では医療機
を私たちが担っているのです。
関のほかに高齢者施設や身障者施設
などでも利用されるようになりました。近
高品質な製品を
年では、海外メーカーとの初商談がま
つくり続けて参ります
とまり、弊社の抗菌ワックスが海外メー
カーの商品名で、現地スーパーや量販
大手医薬品・医療機器メーカーを
店などで販売されるようになりました。
経て、２０年 前に千 都 商 事と新日本
抗菌ワックスに関しては、医療機関
ワックスの両
社に入 社し、２００６
（平
のみならず、多種多様な場所において
成１８）年に新日本ワックスの社 長に
も必要不可欠であると考えます。今注
就任した秀樹専務。
目しているのは、ヘアサロンや飲食店
です。きれいに見える店舗でも意外と
千 都 商 事 時 代の製 品を含め、自
床をただ水で拭くだけといったところが
社ブランドである「ピカリコ」製品の製
多く、「なぜきちんと手入れをしないの
造販売を手掛けています。ワックス製
か？」
と感じています。しかし、除菌・抗
品は会 長の考 案によるものが多いの
菌は当たり前、という時代になってきま
ですが、「伸びがよく、光沢に優れ、
したので、除菌洗剤や抗菌ワックスの
需要は今後大きくなると確信しています。 汚れが付きにくい」のが特長です。
１９９２
（平成４）年に同業他社に先
駆けて除
菌 洗 剤と抗 菌ワックスを製
「屋根の上のバイオリン弾き」という
品化し、あらゆるビルのメンテナンスに
芝居の中で、村を追われるユダヤ人
雑菌除去と抗菌のコンセプトを取り入
たちが、自分たちの家を去る時に床を
れた「除菌クリーンシステム」を弊社の
ピカピカに磨く場面がありましたが、こ
柱として提唱しています。
のことに私はとても共 感しました。 床
昨今は、建物のメンテナンスおよび
はその 家 の 心です。そのような大 切
ワックスメーカーとしては厳しい時代で
な床だからこそ、いつも清 潔にしてお
す。景気の良し悪しだけでなく、新築
されるビルや施設、一般住宅に至っ
ても様々な合理化が進み、ワックス不
要の床を採用しているところが増えて
いることも影響しています。それ
でも、私たちの出番はあります。
ワックス不要の床でも光沢や仕
上 がりに 満 足 できないという施
主さんも多いですし、ワックス不
要の床についた傷は、結局ワッ
クスをかけなければ 修 復 できな
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千都商事株式会社

三神 秀樹 専務
（新日本ワックス社長）
いからです。
また、今までのワックスが上 手く床
面に適合しないために剥がれてしまう
様な新建材に対しても、今まではきれ
いに仕 上がる高 密 着 型の樹 脂ワック
スも開 発・販 売し、問 題 解 決に至っ
ております。
これからも、多様化するビルメンテ
ナンスの要 望に合う新 製 品を次々と
研 究・開 発して新たなヒット商 品へと
繋げたいと思います。
たとえ企業を取り巻く環境が大きく
変わろうとも、常に発想を転換して世
の中の要望に合ったサービスを提供、
そして製品をつくり続けることができれ
ば、必ず皆様に喜んでいただけるもの
と確信します。
今後も、弊社並びにピカリコ製品を
よろしくお願い申し上げます。
新日本ワックス ホームページ
http://www.picaricowax.com

