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際のクリーニングも不要で、気に入った服はそのまま購入することも
可能。月額6800円のプランから用意されており、「洋服をじっくり選
んで買う時間がない」「コーディネートを考える時間がない」など仕
事や育児で忙しい女性から支持を集めている。

◆サブスクリプション型による
　消費者のメリット
　ビジネスモデルがプロダクト販
売型からサブスクリプション型に
移行してきたのは、消費者にとっ
ても企業にとっても大きなメリッ
トがあるからだ。消費者にとって
は、大きな初期投資なしで利用で
き、リスクとコスト負担を抑える
ことができるというメリットがあ
る。たとえば、以前ならソフトウェアは購入して使用する商品。その
ため、どんどん新しい機能が追加されバージョンアップが繰り返され
る度に、新しいものを購入しなければならなかった。いつバージョ
ンアップが行われるのかがわからないため、予算管理も面倒だった。
しかし、サブスクリプション型であれば最新の機能が搭載されたソフ
トウェアを定額で使用することができます。自分に最適なプランが選
べるためにコストパフォーマンスも高く、予想外の出費が発生するよ
うなこともない。

◆企業にとってのメリット
　企業にとっては、継続して安定的に収入が得られるというメリット
がある。サブスクリプションという形で顧客を囲い込み、コストをか
けずにリピート購入を実現している。実際にAdobeではサブスクリ
プション型にしてから大きく成長し、2009年までは収益の90％以上
が販売型だったのが、2016年には78％がサブスクリプション型とビ
ジネスモデルが大きく変革している。また、顧客の反応を見ながら商
品を改善していけるという点も企業のメリット。プロダクト販売型か
らサブスクリプション型にすることで、コストとリスクを抑えながら
商品のバージョンアップが可能になる。

◆サブスクリプション型ビジネスを
　成功させる秘訣
　サブスクリプション型ビジネスを成功させるためには、新規顧客の
獲得はもちろんだが、解約率を減らしてユーザーを積み上げていくこ
とが重要。そのためには、顧客のロイヤルティを高めて商品やサービ
スに愛着を感じてもらい、少しでも長く使ってもらうことがポイン
トになる。ロイヤルティを向上させるためには、現在の状況を正しく
把握しなければならない。そのために効果的なのが顧客ロイヤルティ
を数値化する「NPS」。「NPS」を計測する際は「商品やサービスを
友人にすすめたいか」という質問を行い、10段階で評価してもらう。
９～10点を付けた人を「推奨者」、７～８点を付けた人を「中立者」、
０～６点の人を「批判者」として分類し、「推奨者の割合」から「批
判者の割合」を引いて「NPS」の数値を求める。たとえば、推奨者
が50％、批判者が20％であれば、「50-20＝30」で、「NPS」は30と
なる。
� ※関連のWEBサイトから著者改編

　最近なにかと目につく「サブスクリプションビジネス」という言
葉。新しいビジネスモデルとして、今後伸びそうだ。古くは日本には
「頒布会」というビジネスモデルがあった。一定の決まった金額を毎
月払い続けると、毎月いろいろな商品が届けられるという仕組みだ。
何やらそれに似ているが、今回はその新しいビジネスモデルを研究す
る。

◆そもそもどういうビジネスモデルか
　サブスクリプションのビジネスモデルは、顧客がサービスや商品の
利用期間に応じて料金を支払う方式。従来は顧客に商品やサービスを
売り切り型で販売し、所有してもらうビジネスモデルが一般的だった。
しかし、クラウドコンピューティングの進化に伴い、ソフトウェアを
所有せずに利用するサブスクリプション型のビジネスが普及してき
た。AdobeのCreative�
Cloud、Microsoftの
Office365などはそ
の代表格。複数のプ
ランから、自分の目
的や利用方法にあっ
たものを選択し、利
用料を支払うことで
継続して使用するこ
とができる。

◆サブスクリプション型ビジネスの例
　「DOLLAR�Shave�Club」は、ひげ剃り用のカミソリをサブスクリ
プション化したビジネス。カミソリの替え刃を１カ月単位でユーザー
に届けるサービスを提供する。価格も低めに設定されており、「２枚
刃５つで月額１ドル」「４枚刃４つで月額６ドル」「６枚刃４つで月
額９ドル」と３つのプランが用意されている。多くの男性にとって、
カミソリの替え刃は継続して購入しなければならない必需品で、買う
手間も面倒なうえに、費用もバカにならない。手間もコストも削減で
きるので人気を博している。

◆車も持たずに使用する
　ガリバーインターナショナルが提供する「ノレル」は、自動車を所
有せずに月額制で利用するサービス。自動車を所有すると税金や保
険、車検費用などの維持費が意外とかかる。ノレルでは、このような
維持費が不要で月額19800円から利用できる。豊富に用意された車
種の中から好きな車を選ぶことができ、最短90日で別の車種に乗り
換えることも可能。

◆ファッションもレンタル
　「エアークローゼット」
は月額制で洋服が楽しめる
ファッションレンタルサー
ビス。登録した情報を元
に、スタイリストが選んだ
服が３着届く。返却期限は
なく、着終わったら別の洋
服と交換できる。返却する

サブスクリプションビジネスモデル

従来型モデルとの比較

サブスクリプションのビジネスモデル

成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

いま大流行の「サブスクリプションビジネス」とは
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●目玉はガーデンバーベキュー
　今年の目玉は何といってもガーデン
バーベキュー。食材を毎年提供しても
らっている有限会社遊食邸代表者関さ
んの尽力で、材料一式、道具一式、おま
けに焼く労力まで提供いただいた。自分
一人ではカバーできない分量なので、サ
ポートスタッフに中嶋農園の中嶋さんに
もお手伝いいただいた。中嶋さんは向島
で農家を承継した４代目。新しい農業の
試みを色々と試している新進気鋭の農家
の息子さんだ。南側の広い庭の一角に機
材をセットし、炭火をおこして50人分
の食材を２時間かけて全部焼き上げた。

●地元仙台の牛タンの差入れ
　参加者のお一人で仙台の大手企業株式会社カメイの斎藤さんから、
地元仙台の美味の牛タンの差し入れをいただいた。さすがに地元の名
品でもあり参加者にふるまわれた。人数が多く食べた人と食べていな
い人もあったかもしれないが。牛タン以
外にも多くの方から、アルコールや食材
をたくさん差入れいただいた。感謝。

●参加者は50名
　お手伝いのスタッフも含め参加者は総
勢50名超え。庭のバーベキューの場所
と室内を行き来するのにスリッパが必要
で、家中のスリッパをかき集めて何とか
数を間に合わした。この日のためにホテ
ルに泊まったら、必ず室内履きのスリッ
パを持ち帰っておいた。座る椅子も、全
部かき集めて50脚はなかったか、何と
か格好つくくらいの数は確保できた。会
場は、庭と10畳の座敷と８畳の応接間の３か所に分かれて開催した。
さいわい、天候に恵まれ前日までの台風の影響もなく、カンカン照り
の暑い暑い一日だった。

●用意した缶ビール200本がなくなる
　どれくらいビールを用意したらいいの
かわからなかったが、まあこんなもんだ
ろうと24缶入りの350mlのアサヒスー
パードライを６ケースと、その他自宅に
あった缶ビールの買い置きで間に合うだ
ろうと思っていたが、想定外に早くなく
なり、少々慌てた。ビール以外にも日本
酒などの飲料を多く準備したが、ほとん
ど飲み干されていた。気温が高く、屋外
でのバーベキューだったのでビールが進
んだのだろうが、参加者のピッチの速さ
に圧倒された。

●地元のお寺での採火式
　19時から歩いて５分のところにある
法音寺という浄土宗のお寺での採火式
を見るため、一時中断して全員で出向
いた。大きな松明を先頭に30名くらい
が小さな松明をかざして、行列を組み、
ドラの音と共にお山へ行進し登っていく
姿は結構幻想的。地元の保存会のみなさ
んがそろいの法被を着て行進する。街道
の民家の軒先には、かがり火がたかれ暗
くなった雰囲気と相まって、一種独特の
幻想的な世界が演出される。

●点火
　20時から右大文字の点火を皮切りに、
北に向いて時計と反対周りに、妙法、船
形、左大文字、鳥居と五山の送り火が順
番に点火される。当家から見ると、大文
字の「大」の字が点々と火がついて、きれいには見えない。少し離
れた西大路通りの白梅町から円町辺りが最高なのだそうだ。ただし、
あまりに近いので、火床を担当する保存会の人の顔や話し声まで聞こ
える。小さいころ、一度右下の火床から飛んだ火が周囲の枯れ草に燃
え移り、山火事になったアクシデントもあった。現在は、ふもとに消
防車が数台待機して警戒にあたっている。

●翌日の登山
　地元では、大文字の送り火の翌日にお山に登って、火床にある燃え
がらの炭を持ち帰り、その炭火でご飯を炊いて食べると１年間無病息
災が期待できるという逸話があり、今でも翌日の早朝から登山する人
でにぎわう。現在は炊飯器でご飯を炊くから、持ち帰った炭火をどう
されているか知らないが、昔はそのような習慣があったようだ。成岡
の祖母も、頑なにこの習慣を守り、必ず翌日の早朝にお山に登って炭
火をいただいて来ていた記憶がある。

●送り火とは
　先祖の霊を敬う京都独特の習慣で、お盆に入った８月の10日前後
から行事が始まる。先祖があの世からいったん自分の家の仏壇に戻っ
てくる。霊が戻ってくるので、お精霊迎えと称して、成岡の近くでは
千本通りの鞍馬口にある「えんま堂」にお参りに行く。先祖の名前を
書いた塔婆という木の皮でできた札を流し、先祖の霊をお迎えする。
お盆の間は先祖が仏壇に戻ってくるので、清掃をしてお供物をあげて
先祖をお迎えする。そして、お盆の間は仏壇に先祖の霊が戻ってき
て、大文字の送り火と共にあの世に戻るという。それで、大文字を京
都では「送り火」と言う。

●箱根では「大文字焼き」もある
　関東の箱根では、夏の行事で山焼きのような「大文字焼き」という
のがあるそうだ。これと混同する人もあるが、京都の大文字は先祖の
霊を迎えて送る「送り火」なのだ。

関さん・中嶋さん

大松明

ガーデンパーティ

庭から望む左大文字

左大文字

2019年

　今回で最後かもしれないと宣伝したら、あっという間に50名の定員に達した今年の
左大文字鑑賞の夕べ。８月のNMO勉強会を兼ねて８月16日に盛大に開催された。そ
のレポートをお届けする。

左大文字鑑賞の夕べレポート
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　2016年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」で
は、誰もが活躍できる全員参加型の社会が謳われています。この
実現に向け、社会の発想や制度を大きく転換する最大のチャレン
ジとして2017年３月に決定されたのが「働き方改革実行計画（以
下、実行計画）」です。
　「病気の治療と仕事の両立」は実行計画のひとつのテーマです。
病気を患った方々が、生きがいを感じながら働ける社会を目指し、
社会の意識改革と受け入れ体制の整備を図るとともに、「主治医、
会社・産業医と患者に寄り添う両立支援コーディネーターのトラ
イアングル型のサポート体制を構築する」とあります。
　トライアングル型のサポート体制では、患者（労働者）を中心
に、病院、職場、両立支援コーディネーターが三角形に連携する形
をとります。これまで、患者（労働者）は病院と職場の２つの領
域の行き来を要するにも関わらず、治療の情報と仕事の情報（職
務内容などの勤務情報）は十分に共有されていませんでした。主

治医には仕事の情報が伝わらず、職場には治療の情報が伝わらな
い‥これでは治療と仕事の両立は難しい。そこで考案されたのが
病院と職場の連携をサポートする両立支援コーディネーターです。
独立行政法人労働者健康安全機構が全国で開催する養成研修（両
立支援コーディネーター基礎研修）では、医療・産業保健・労務
管理・社会資源など、コーディネーターとして必要な知識を習得
するための研修内容をプログラムに組んでいます。
　京都産業保健総合支援センターでは産業保健専門職の私と、両
立支援促進員の２名がコーディネーターの役割を担っており、個
別の相談や働き続けるための職場環境の整備などのサポートを行
います。

の現場から
第６回　治療と仕事の両立支援とは
④働き方改革と両立支援

独立行政法人労働者健康安全機構　京都産業保健総合支援センター
産業保健専門職（保健師）

〒604-8186　��京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町361番1号�
アーバネックス御池ビル東館５階

TEL：075-212-2600　　E-mail：matsuda@kyotos.johas.go.jp
HP：https://www.kyotos.johas.go.jp/

松田雅子

産 保業 健

＊この記事は京都産業保健総合支援センターHPから承諾を得て転載しています。

のご紹介

注目
企業

株式会社 図司穀粉 様
【本　　社】〒601-8471　京都市南区壬生通り八条上ル459
【Ｔ Ｅ Ｌ】075-691-2573　【Ｆ Ａ Ｘ】075-681-2769
【近江冨士製粉工場】〒520-2323　滋賀県野洲市三上235-7
【近江冨士米粉加工品工場】〒520-2323　滋賀県野洲市三上235-4
【設　　立】昭和45年７月１日
【代表取締役】図司　光一
【資 本 金】1200万円
【事業内容】和・洋菓子原材料の製造卸

　株式会社図司穀粉は、図司與一郎が永年修
行した和菓子原料商より独立し、米粉に主力
をおいた商売がしたいという熱い思いによ
り、和菓子原料の製造卸業を個人商店とし
て昭和17年（1942年）７月に創業。平安京
唯一の寺で国宝の多さで知られる東寺の傍ら
で、清和天皇の第六王子の孫に当たる源経基
を祭神とする六孫王神社前の地に本社を構え
た。以来、地元京都を中心に和菓子業界に米
粉、餅粉を主力に卸売りをしてきた。千年の
都で、卓越した菓子づくりの技術者に支えら
れ、励まされ、信頼されひたすら伝統の粉づ
くりを続けてきた。京の菓子づくりの先人達
の心を受け継ぎ、今後も量でなく質を大切に

している。
　京の粉屋図司穀粉が自社での開発・製造に
こだわるのは、製品に一切の妥協を許さない
ため。研究室で何度も試作を繰り返した配合
を、衛生管理の整った自社工場で製造。自動
的に大量製造する機械で作りだめするのでは
なく、小回りのきく高性能な小型機械で、常
にフレッシュな状態の商品をお届けする。梱
包、発送もスタッフが１つ１つ心をこめた手
作業でおこない、随所に人の手を加えること
で、細かな部分まできちんと目が届くように
し、「お客様にまごころを伝えるものづくり」
を心がけている。
※株式会社図司穀粉ホームページより抜粋

創業者
図司與一郎氏

代表取締役
図司光一社長

京都本社 近江富士工場全計 近江富士工場内部

羽二重餅粉
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勉強会の様子や講演活動の記録など掲載しています。
メールマガジンのお申し込みもこちらからどうぞ。

発行人：成岡秀夫

ＮＭＯホームページ

http://www.nmo.ne.jp
〒603-8377  京都市北区衣笠西御所ノ内町26番地
TEL：075-366-6611　FAX：075-366-6100　
E-mail：info@nmo.ne.jp
送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。

成岡マネジメント 検 索

編集後記
いよいよ弊社の衣笠オフィスを移転することになった。実態としては、以前か
ら利用しているCOCONからすまのオフィスを拠点とする予定だ。隣の京都経
済センターの会議所に週に３日勤務し以外はCOCONからすまを使用する形に
なるだろう。住まいは室町今出川下るのマンションに引っ越す計画だ。衣笠の
自宅は、年内に売却の予定。しばらく落ち着かない日々が続くので、NMO勉
強会は年内の開催は中止とした。18年間毎月休まず皆勤賞だったが、このビッ
グイベントには抗えない。（な）

時間　13：30〜17：00
場所　�京都市下京区烏丸四条COCON烏丸ビル４階シティラボ内� �

セミナールームにて
形式　成岡からの講義形式／毎回自由参加
費用　�毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）� �

※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）

定員　10名で先着順／申込後のキャンセルはできません
申込　��ホームページ、Eメール、FAX、電話にてお申込みください
 スケジュールと内容 
講座番号 開講日 曜日 課　　　　題

26-1 2019/10/20 日曜日 決算書・試算表を理解する
～貸借対照表の資産と負債の意味～

26-2 2019/11/17 日曜日 決算書・試算表を理解する
～損益計算書が表す売上と利益～

26-3 2019/12/15 日曜日
決算書・試算表を分析する
～キャッシュフロー計算書からつか
む資金の動き～

26-4 2020/01/19 日曜日
設備投資と資金繰りの基本
～投資判断基準と現実の資金繰りの
ポイント～

26-5 2020/02/16 日曜日
管理会計を活用し収益管理の方法を
知る
～どうすれば収益が増えるのか～

26-6 2020/03/15 日曜日
事業計画を作成する
～３年先を考えそこから来年を計画
する～

成岡秀夫経営塾　
マネジメント基本講座シリーズ
第26期（2019年度後期）

　約18年間にわたり（途中10年間は大阪地区でも同時開催
していました）１か月も休まず開催して参りましたNMO勉
強会ですが、この先数か月お休みすることといたします。
　オフィスの移転、不動産の売却など、公務、私事にわたり
ビッグイベントが続きますので、来年１月の開催まで休会と
いたします。
　2020年１月は開催の予定です。以降、四半期（３か月）
に一度の開催を予定しております。
　形式も、少し変えて新しい趣向で皆様のご期待に沿えるよ
うに企画を考えていく予定でおります。
　新しいNewNMO勉強会にご期待ください。
　１月の開催予定と内容が決まりましたら、またお知らせい
たします。

10月以降の
NMO勉強会について
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序　章：事業承継成功の具体例
第１章：課題を知り方針を決定する
第２章：後継者を確保する
第３章：右腕経営者を見出す
第４章：後継者及び右腕経営者を経営に参画させる
第５章：自社の方向性を再定義する
第６章：事業承継計画書を作成する
第７章：従業員を教育する

　いまや成岡のライフワークになった感のある事業承継。特に後継者
や右腕経営者のために書かれた７つのステップを解説した。なかなか
分かっていても進まない事業承継。特に今日、明日、何もしないでも
会社は成り立っている。それをいいことになかなか承継が進まない。
気が付いたら代表者が70歳を超えている。そこから慌てて準備を始
めても、かなり手遅れになっている。後継者も何を準備していいのか
分からない。そのまま時間だけが経過し、周囲は不安になってくる。
社業にも影響が出始め、次第に業績に陰りが見え始める。そして、優
秀な人材が将来への不安から組織を離れていく。そうならないうちに
手を打たないといけない。承継に関するヒントが満載だ。

【
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第１部：現在の人口減少地図～日本人はこう移動している～
第２部：��未来の日本ランキング～20年後、日本人はどこに暮らし

ているか～
第３部：それぞれの王国の作り方

　本書によると人口減少は２段階で進む。まず、現在毎年40万人くら
いの人口が減少しているが、年を追うごとに拡大し、2050年代には90
万人くらいが毎年減少する。100年も経たないうちに人口は半減する。
　2042年までは若年層が減少し、高齢者が増加する。この間は、高齢
者の負担増加をどうカバーするかが重要になる。
　2043年以降は高齢者も減少するが、若い世代がもっと減っていく。
総人口の４割を高齢者が占める超高齢化国家になり、日常生活でいろい
ろな支障が生じる。現在は高齢者施設の待機者が多いから高齢者施設に
設備投資が当たりまえになるが、あと25年もすればそれは間違いにな
る。あと、この現象の進行は全国一律に進むのではない。地域差が大い
に拡大していく。
　このように非常に重要な現象を極めて明快に数字で証明しているのが
本書だ。これを信じるか、信じないかは、自分次第だが。
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未来の地図帳
～人口減少日本で
　　各地に起きること～

今月の
推薦図書


