第3回
「人を大切にする
『良い会社』
ベンチマーク」
リポート

●企業概要
代表取締役：岩崎裕美子
本
社：東京都中央区銀座3-10-7
銀座東和ビル7F
事 業 内 容：オリジナルブランド「マナラ化粧品」の
開発および販売
従 業 員 数：45人
（2016年5月現在）

約半数はワーキングマザーの同社は、社員と価値観を共有しながら
多様な試みを展開。
「働きやすい環境整備」
に力を注ぎ、
2013年度「東京ワークバランス 育児・介護休業制度充実部門」
の

提案したとき︑社員からは﹁残業し

ら﹁上層部が大切にしている価値観を

家に相談しました︒その際︑ある方か

私は驚き︑反省し︑さまざまな専門

いい会社だと思うでしょう？ でも︑

業績は好調︑残業もほとんどない︒

です︒
﹁新しいことに向かっていく﹂

風土もできました︒

今後も社員とともに︑幸せに長く働

ける職場作りに取り組み続けます︒
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出産・育児をしながら一生働ける
﹁ほとんど残業ナシで成長し続ける﹂会社作り
一〇年連続成長を続ける同社は︑
創業時から女性も長く働ける職場を目指し︑
﹁残業ナシ﹂﹁三年連続離職率ゼロ﹂
を実現︒

ないと仕事が回らない﹂と反対の声も

社員に発表した方がいい﹂とアドバイ

に講師に呼ばれて社員が研修中の会場

り前﹂という企業に勤めていました︒

ありました︒そこで作業の内容や作業

スをいただきました︒今までも話した

まうので︑全員が対象です︒充実した

仕事は楽しいものの︑私を含め社員は

時間等を見直してみたら︑システム化

つもりでしたが︑きちんと伝わってい

に駆け付けて︑初めて﹁がんばっている

疲弊しきり︑辞める人も多い状況︒し

やアウトソーシングで解決できること

なかったのです︒すぐに取締役と﹁大

アフター５を過ごすことは︑製品開発

かし︑改善を求めても会社は聞いてく

が少なくなかったのです︒アウトソー

のに上層部に認めてもらえない﹂という

れません︒次第に私の中で不満や疑問

シングできる作業はすべてアウトソー

や新しい発想につながるので︑売り上

その施策や経緯について岩崎裕美子社長にお話しいただいた︒

自分の気付きを生かし
独自の取り組みに着手

が膨らみ︑やがて﹁長時間労働しなく

切なこと﹂を確認し合い︑
﹁挑戦﹂を

社員の悲痛な思いを知ったのです︒

ても成立する会社を作りたい﹂と考え

シングするなど︑社員の作業時間の圧

げにも貢献すると考えました︒

たのが︑弊社を立ち上げた動機です︒

保育園に迎えに行くために︑毎日誰よ

ほんの二︑
三年前まで︑わが社は暗い︑

の雰囲気を好転させる転機になったの

明文化しました︒これが働き方や社内

以前︑私は﹁深夜まで働くのが当た

岩崎裕美子さん

縮に努めました︒

設立後は﹁少し残業する日もある﹂
くらいで︑順調に脱長時間労働を実現︒
しかし︑私が社内初の産休を終えて復

りも先に帰らなければならないので

元気がない会社でした︒それはなぜか︒

価値観の共有化が
有効な問題解決策に

す︒社員は協力的ですが︑私にとって

帰すると︑新たな悩みが発生︒子供を

は仕事も家事も育児も中途半端でつら

私がワンマン社長過ぎて︑社員がつい
身は︑そのことに何も気付いていませ

い毎日が続き︑世の中のワーキングマ
こうした体験から︑
﹁残業は基本的

んでした︒問題が浮き彫りになったの

てこれなくなったのです︒しかし私自
に廃止しよう﹂と決めました︒ママだ

は︑外部機関による研修でのこと︒急

（クロスメディア・パブリッシング）

●プログラム
事前研修／社内見学／岩崎裕美子社長講話／
質疑応答

ほぼ残業ナシで、
「10年連続の増収」と
「女性が幸せに働ける」会社を実現

株式会社ランクアップ
代表取締役

残 業も長 時
間労働もせず
に、増収を続
ける 株 式 会
社ランクアッ
プ 独自の 制
度や工 夫 が
満載の一冊。

ザーのジレンマを実感しました︒

けの制度にすると仕事量に差が出てし

岩崎裕美子著
『ほとんどの社員が
17時に帰る10年連続
右肩上がりの会社』

●訪問先
株式会社ランクアップ

株式会社ランクアップ

認定企業になるなどの成果を上げている。

ピラティス教室

社内見学

質疑応答

デスクワークで腰痛などになりがちな社員の健康
管理のため、就業時間内に実施。部門を超えた社
員の交流の場にもなっている

電子レンジ等があるリフレッシュルームには、100
円惣菜も用意。ランチに加え、夕食用に購入する
人も多く「便利」と好評

入社8 年目、販売促進部マネージャーの川口真紀
さん（左）と、昨年、新卒2 期生として入社した木
本愛果さんを交えた質疑応答。矢継ぎ早の質問に、
お２人ともハキハキと答えてくださいました

参加者の感想
ゼロ

残業０だけじゃない！
女性が長く幸せに働ける取り組み例
柔軟な勤務時間
就業時間を8時半から17時半とした上で、
仕事が終われば定時より30分早い 17 時
株式会社プロレド・パートナーズ
広報部

田原恵美さん

崎さんのお話は同じ女性として共感する部分も

岩 多く、また、働く女性の悩みをくみ取り、自社

に退社していい制度を導入。また、予定
に合わせて取得できる 2・3・4・5・6 時
間休も作り、出産後も復帰しやすく、育
児と仕事を楽しく両立できる勤務体制を
構築。

の社内制度にしっかり生かせていると感じました。特

子供の看護サポート

に驚かされた制度は、会社の支援により、ベビーシッ
ター代を負担してくれる「病後児保育サービス」です。
同社の社内制度は、とにかく社員のことを第一に考
えた制度ばかりで高い社員満足度も納得です。

子供が風邪を引いたときに使える病児の
ベビーシッター制度は、1 回当たり約 2万
円の費 用を会 社 が負担し、社 員は１回
300 円で何度でも利用できる。

株式会社ブラウンシュガーファースト
管理部 人事・労務担当

平松綾子さん

岩

崎社長が起業したきっかけや長時間労働に対す
る考え方、ママが働く職場環境についてのリア

ルなお話が、とても勉強になりました。特に、残業し
ないための 4 つの仕組み、人と企業の成長サイクル、
企業理念研修の実施については大変参考になりまし
た。自社が「良い会社」となるために、自分が取り

改善提案

対話の実践
リーダーと社員が「成長や課題を考える」
考課の時間を設置。2 か月に 1 度、30分
の面談が、理念の浸透や社員のモチベー

新導入や改善などの提案をする制度で、
採用の有無にかかわらず 1 件 500 円の
報酬を支給。昨年は 600 件以上の提案
があった。自分の成長につながる学習費
用の補助や業務に関することなど、幅広
い分野に社員の声を生かしている。

ション向上などにつながっている。

理念研修
同社が掲げる「挑戦」の価値観を共有す
るため、3 か月に 1 回は全員参加の理念
研修を実施している。

組めることを吸収する、貴重な場となりました。

第4 回「人を大切にする『良い会社』ベンチマーク」 参加者募集！

東京駅集合、バスで茨城県へ
「坂東太郎」
「エフピコ」の２社を視察！
株式会社坂東太郎
企業理念に「親孝行
【人間大好き】」を掲
げ、
「人が育つ会社、
人を育てる会社」を
目指し、茨城・関東
のみならず日本全国
を視野に入れ躍進し
ている「茨城の元気
企業」
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株式会社
エフピコ

開 催 日 ● 2016年7月26日
（火）
8：00 ～ 19：00（予定）
開催場所 ●株式会社坂東太郎
本社（茨城県古河市高野）
株式会社エフピコ
関東リサイクル工場（茨城県結城郡八千代町）
集合・解散 ●東京駅
※解散後、懇親会を予定しています
（希望者のみ）
参 加 費 ●20,000 円／ 1 名
※2名様以上でお申し込みの場合は、
1 名様あたり 1,000 円引き

グループ全体で 369 人の障がい者のみなさんがイキイキと
働き、障害者雇用率 14.98％（2015 年 3 月現在）
を実現

「月刊総務オンライン」からお申し込みください
● http://www.gsoumu.com/soumu/seminar/
または「月刊総務セミナー」で検索
●問い合わせ：gekkan-soumu@wis-works.jp
TEL.03 - 5312 -7472（担当：林）

