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オフィス用品の

流通革命に挑む

お客様と一緒に成長していきたい
株式会社セキネ
代表取締役

関根 洋一
創業89年。文具店として時代の
荒波をくぐり抜けてきた株式会社
セキネ。業界の危機に立ち向か
い、新たなビジネス展開で顧客と
ともに成長をめざす３代目・関根
洋一社長にお話を伺いました。
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会社存亡の危機を救った
素晴らしき出会いと縁
正直な商いで
初代が築いた厚い信頼
創業は大正１４年。万年筆メーカーの
パイロットで営業部長を務めた祖父の儀
三郎が、千葉でパイロットの代理店を開
いたのが始まりです。
初代は戦後の混乱期、どんなに苦しく
ても違法な闇市には品物を横流しせず、
ペンやインクを公定価格で学校の先生方
に優先的に販売し、家族１０人と住み込
み従業員３人を抱えて、絶えず金策に走
り回っていたそうです。
祖父が６３歳で急逝した時、まだ学生
で弱冠２０歳だった父が２代目社長に就
任。初代が築いた信頼に助けられ、どう
にか商売を続けていました。学割定期券
で電車に乗って仕入れに行き、学生服で
大きな包みを背負っていたら、泥棒と間
違えられたこともあったそうです。母も、
幼い私をおぶって店番をしたり、お客様
のご要望で、当時は画期的だった外商と
して顧客廻りをしていました。

銀行員から文房具屋へ
千葉銀行で営業として１０年間修業さ
せていただいた後、１９９５年に当社に常
務として迎えられました。銀行時代、こ
とさら厳しい上司のもとで過ごした私は、
正直、なんて甘くて簡単に成績を上げら
れる業界かと驚きました。経常利益は
あっと言う間に７倍に。その一方で家族
を持つ社員たちを守っていかねばという

社員との一体感を保てるようガラスのパーテーションを採用した社長室のデスクにて。

責任を強く感じ、心を鬼にして、とにかく
社員には厳しく接していました。
短期的に
は、成果は上がりましたが、社員も私も疲
弊しました。今、
思えば、
とんでもない上司
だったと反省しております。そんな時に青
年会議所（ＪＣ）に入会。仕事と平行しな
がら慌ただしい日々を送りました。
ＪＣ三
原則に違わず、
ひたすら社会のために「修
練・奉仕・友情」
。お金もかかれば時間も
かかる。まるで星飛雄馬の大リーグボー
ル養成ギプスをはめているような日々で
したが、７年間は頑張りぬき、県内の人
脈もずいぶん広がりましたね。

黒船襲来！ 業界存亡の危機
折しも文房具業界に厳しい波が押し寄
せてきた時期、自社も価格破壊の洗礼を
受け、経営はどんどん苦しくなっていき
ました。アメリカで生まれた文房具業界
をターゲットにした〝カテゴリーキラー〟
が、ヨーロッパをたった３年で席巻した
後、
日本に上陸して来たのです。メーカー
から直接、巨大な倉庫に大量に在庫を仕
入れて「エブリデーロープライス
（毎日が

大安売り）
」
。当時、アメリカでは文房具
店の数が1/10に激減し、ついに日本にも
黒船襲来…そんな時期でした。
青年会議所を卒業した年、千葉神社の
奥様から、節分祭の豆まきをしなさいと
お声をかけられました。ちょうど厄年で、
会社も非常に苦しい時、私のような者が、
そのような大役をと辞退いたしましたが、
奥様の熱意に押し切られ、引き受けるこ
とになりました。
「捨てる神あれば、拾
なお らい
う神あり」です。なんと直会（※）のくじ
引きで特賞を当ててしまいました。賞品
の恵比寿大黒像を神棚にお供えしたとこ
ろ、なぜか眺めているだけで元気が出て
きて、日に日に全てが良い流れへ変わり、
素晴らしい出会いに導かれていきました。
奥様に心より感謝しております。
※なおらい：神社での神事の最後に、参加者一同で神
酒をいただき、神饌（しんせん：供え物）
を食べる行事。

「お客様に『最高のオフィス環境を提供する』
と
いう使命。まさに〝命の使い方〟
、これが当社
の経営理念です。それが結果的に世の中の発
展と人々の幸せへの貢献に繋がればいい」
と語
る関根社長。

せきね よういち
1963（昭和38）年、千葉市中央区出身。
1985
（昭和60）
年、
千葉銀行入行。1995
（平
成７）年、セキネ入社。2005（平成17年）年
より代表取締役に。

オレンジ色と金色、間接照明のコラボレーションで「ホッとする」
「やる気が出る」本社のエントランス。

<会社概要>
所 在 地：千葉市中央区中央４-５-１
Qiball（きぼーる）２Ｆ
事業内容：事務用品、事務用機器の販売・OA
フロア、LAN工事家具、什器の販売、
アスクル代理店その他前項に付帯
する一切の業務
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環境整備も大切です。毎朝３０分間、
就業時間中に仕事として社内を清掃。
「心
は取りだして磨くことはできないが、物
を磨くことで心は磨ける」
、つまり素直
になれるんです。我社の最高のサービス
は、
「素直で一生懸命な社員」
。大切なのは、
社員全員のベクトルを合わせることです。

ビジネスコンサルという
新たな分野へ
ペパーミントグリーンとオレンジのアクセントウォールが爽やかな総務スペース。 作業効率の上
がる働きやすい空間になっている。

文具業界の危機を救うべく、
坂本龍馬のように…
アスクルという革命が
業界を救う
１６年前、事務機器メーカー・プラス
の副社長から、
「オフィス向け通信販売
のアスクルをやってみないか」と誘われ
ました。当時、アスクルはまだプラスの
一部門でしかなく、知名度もほとんどあ
りません。前述の
〝カテゴリーキラー〟
（黒
船）に対抗する坂本龍馬のように、とに
かく何か手を打たなければと、アスクル
を始めました。
店をベニヤ板で半分に仕切ってアス
クル事業部を作りました。初代事業部
長は妊娠中の家内とし、まずは、アルバ
イトの方々に大量にチラシをまいても
らいました。同業者の一部の方々から
「汗をかかずに、商売をしている」と非難
も受けましたが、初期投資は、アルバイ
ト代を含め、膨大な金額で、決して楽で
はありませんでした。業界全体を黒船
（カテゴリーキラー）から守るつもりで
ひたすら続けていきました。そんな状
況でのスタートでしたが、これほど成長
するは思ってもみませんでした。
ア ス ク ル
アスクルの名は、
“明 日 来 る”からき
ています。流通経路をICTと物流システ
ムによって効率化し、お客様に「良い品
を安く、早く」お届けする革新的なシス

全社員が、1ペー
ジ1ページの内容
を暗記していると
いう経営計画書。
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テムです。
受注も配送も請求書の発行もアスク
ルが受け持ち、かつ、当社のようなエー
ジェント（販売代理店）が、アスクルの
サポートできない部分をサポートしま
す。東日本大震災など有事には、私たち
のサポートがその威力を発揮。そこが
近年急成長しているAmazon.comとの大
きな違いなのです。アスクルは当初の
カタログ販売からインターネット化し、作
業用品やメディカル用品など、８０万ア
イテム近く網羅するまでになりました。

全ての基本は経営計画書に
２００３年から㈱武蔵野の小山社長の
ご指導のもと、経営計画書による経営
に着手。前期に自分や社員が勉強し
たことや、失敗して改善したことを加
味して毎年更新するようにしています。
期初には、金融機関の支店長の皆さん
をお招きし経営計画発表会を開催して
います。私の経営の全ては、この経営
計画書にまとめてあり、社員には、内
容を全て頭に入れてもらっています。
毎朝、朝礼で決めた個所を読み合せ
し、その後、穴開け問題のクイズ形式で、
答えてもらっています。また毎週２回
は私が講師となり、早朝勉強会と称し、
経営計画書の解説を行っています。勉
強会の前には、予習として、その日勉
強するページの穴開け問題２０問のテス
トも。点数が悪いと次のテスト問題を作
るというルールにし、勉強嫌いの社員も
勉強せざるを得ない仕組みにしています。
社員の頭には、経営計画書の内容はほと
んど入ってますから、今度、テストして
あげてください。

アスクルで順調に売り上げを伸ばし
ていますが、実は、いつか飽和状態を
迎えると予想しています。販売店の淘
汰が進み、集約化されていくと思います。
私たちの最終的目標は、お客様に最高
のオフィス環境を提供し、いかに業績
を伸ばしてさしあげられるかです。
セキネビジネスコンサルという構想も昨
年から動き出しています。近年、ICT
の急激な進化により、私たち中小企業経
営者の周囲にはたくさんの情報があふれ
ています。実績至上主義の影響なのか、
お客様が進化に追いつけないことをいい
ことに、本来は安く受けられるサービス
を高価で提供したり、過剰スペックの商
品を売りつけたり、良心的とはいえない
会社も多いです。
私自身もずいぶん失敗しましたので、
私共のお客様には、同じ失敗をしてほし
くありません。そういった社会悪に警鐘
を鳴らす意味でも、私が選んだ良心的な
専門家と共に、良いご提案をしていきた
いと思っています。

関根社長

Q&A

Q 朝の習慣は？

毎朝５時起床、読書をしたり、挨拶ハ
ガキを書いたり、犬の散歩を済ませた
りして７時出社。

Q 愛読書は？

新聞は千葉日報、読売新聞、日経新聞。
読書は神渡良平先生の「一粒の麦」
「い
かに人物たり得るか」など。赤線を引
いて繰り返し読み、腑に落とすことが
大事なんです。

Q

仕事以外でハマっていることは？

趣味はゴルフ。あまり上手くはありま
せん（笑）
。

Q 座右の銘（好きな言葉）は？

「此の身体は天与の宝器なり」
という言
葉に救われています。

Q とっておきのストレス解消法は？

マッサージでほぐしてもらってます。

Q やる気の源は？

とにかく人に喜んでもらうことです。
「関根に相談して良かったよ！」
と言わ
れるのがうれしいです。

