
～第４６年度 3月わくわく西美濃共同研修会～

わくわく西美濃虫賀様にスピーチ頂きました。

第４６年度スローガン　公の心を持ち、私業の本分を尽くそう！

（１）
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◎と       き：2月２９日（金）◎と       き：2月２９日（金）
　　　　　　19:00 ～ 21:30　　　　　　19:00 ～ 21:30
◎と  こ  ろと  こ  ろ：居酒屋　花子　　：居酒屋　花子　　
◎参加人数：２１名◎参加人数：２１名

◎と       き：2月２９日（金）
　　　　　　19:00 ～ 21:30
◎と  こ  ろ：居酒屋　花子　　
◎参加人数：２１名

・長く生きる経営をする為には、一つの事を続ける事
というお言葉が、大変共感いたしました。一つの事に
つまずくと、違う事を興味持ちがちですが、そこをと
ことん追求する事が大切である事に気がつきました。

・経営者が社内の無駄を一番知る事、業務改善は経理
である。7割マニュアル、3割自分の意思決断　関係
性の創造　生き残るのではなく、生き抜く事。
マネジメント能力より、人の道を理解する事。

・「老舗の経営」としながらも、それ以外の話がとても
印象に残りました。ランダムに話しながらラスト 15
分で話をまとめるのが、ユニークだと感じました。

・企業理念の大切さ、人作りの大切さに気が付くこと
ができました。人の道や現場での仕事を見直していこ
うとおもいました。

・「老舗」と呼ばれる事の意味合いを考えさせられた講
演でした。時代にそった考え方や創造性の大切さと「人
間的な魅力」も継続する要素であると気が付いた。た
だ企業が「生き抜く」ことがとりわけ難しい時代となっ
たことも痛感した講演でした。

・部下の話を後回しにしていた私。明日からは、部下
の話を第一に考えられるよう自分を変えます。

・「人の道」経営者である以前に人として大切な事を心
がける事が生き抜いていくすべなんだと、考えさせら
れました。

・「人作り」がやはり重要である事、会社の中で匠にな
る事を学ばせていただきました。

・まさに今は「生き抜く」時代だと思っています。さ
らにスピードも重要ですが、昔のように失敗も許され
ないのではないでしょうか？今回の講演を参考に「老
舗」になれるよう努力します。

・非常に楽しく、興味がもて、参考になる内容の講演
でした。社長は現場を忘れず、陰で社長業をしなけれ
ばいけない。求心力が大事ということを学ばせていた
だきました。

・社是社訓・企業理念について、もう一度よく考えて
みようと思いました。
私も社長より匠である事を目指します。

・最近なかなかメモをとる事も文章を考えることもご
無沙汰である。文章等を構成することが、マネジメン
ト戦略にもつながる大切な事であることが、分かった。
今後実践できるようにしたい。

・自社の強みに手間暇を惜しまず「生き抜く」事

・大学で、日本史を専攻している学生は、歴史の町「大
垣」を歩かないと卒業できない。そう言われる町にし
ましょう。

・社長にならない。匠になる事が大切である。

◎と       き：同日 21:00 ～ 23:30◎と       き：同日 21:00 ～ 23:30
◎と  こ  ろと  こ  ろ：タンバリン　　：タンバリン　　
◎参加人数：２５名◎参加人数：２５名

◎と       き：同日 21:00 ～ 23:30
◎と  こ  ろ：タンバリン　　
◎参加人数：２５名

（２）



株式会社アルビオンをご存知ですか？
初めてこの企業の名前を聞いた男性会員は、是非、奥様、彼女に聞いてみて下さい。

「アルビオンは、１９５６年の創業以来、高級化粧品専門メーカーとして、本物志向に徹し、美しい感
動と信頼の輪を世界に広げています。」
の経営理念の元、ずっと高級化粧品の開発を続けてきた、日本を代表する高級化粧品メーカーです。
質の高い商品を開発する技術開発はもちろん、ブランドロイヤリティーを大切にした専門店流通政策、
きめ細かな人材育成にも力を注いでいます。アルビオンは、本物の美を目指すプレステージブランドと
して、お客様の心まで満たすような、価値ある高級化粧品を創造しています。

主なブランドは
ALBION　Elegance　IGNIS　ANNASUI　SONIA RYKIEL　PAUL&LOE

アルビオン化粧品の特徴は、極力マスコミによる広告戦略をとらず、化粧品専門店での店頭活動からお
客様に商品の価値を伝えています。それにより、化粧品専門店の多くに圧倒的な支持を得ています。化
粧品メーカーとして初めて大々的に取引先からの大幅な返品を可能にし、取引先の実績も、仕入れ額か
ら店頭売り上げとしました。
また、取引先を確かなパートナーだけに絞って、ここ１０年で半減させたにもかかわらず、売上は上昇
し続けています。（つまり、取引先の売上はそれに乗じて上昇している。）
この営業姿勢は、大手化粧品会社の資生堂に模倣されました。

株式会社アルビオンは、企業ブランドを高め、取引先との共存共栄を保ちながら、静かに企業規模を拡
大している化粧品会社です。

大手化粧品メーカーが、国内での販売が不振に陥り、中国などアジア市場に活路を見出す中、国内で年々
売上を伸ばしている、注目の会社です。

自社の経営理念にのみ答えがあることを実践している経営姿勢から、多くの事を学べることは間違いあ
りません。是非、研修旅行に参加しましょう。

（３）

研修旅行
「株式会社アルビオン」



7：30 集合7：30 集合
岐阜羽島駅岐阜羽島駅

8：11 発8：11 発
ひかり 508 号ひかり 508 号

7：30 集合
岐阜羽島駅

8：11 発
ひかり 508 号

10：10 着10：10 着
東京駅東京駅

バスに乗換バスに乗換

10：10 着
東京駅

バスに乗換

昼食会場昼食会場
未定です。未定です。
昼食会場
未定です。

13：00 着予定13：00 着予定
アルビオン熊谷工場アルビオン熊谷工場

工場見学工場見学
※前のご紹介の通り※前のご紹介の通り

13：00 着予定
アルビオン熊谷工場

工場見学
※前のご紹介の通り

16：30 着予定16：30 着予定
アルビオン本社アルビオン本社
ファーストビルファーストビル

小林社長講演（60分）小林社長講演（60分）
質疑応答（30分）質疑応答（30分）

16：30 着予定
アルビオン本社
ファーストビル

小林社長講演（60分）
質疑応答（30分）

18：30 予定18：30 予定
夕食会場夕食会場

麻布十番「富麗華」麻布十番「富麗華」
ミシュラン 2つ星のミシュラン 2つ星の
高級中華料理です。高級中華料理です。

18：30 予定
夕食会場

麻布十番「富麗華」
ミシュラン 2つ星の
高級中華料理です。

9：309：30
渋沢資料館渋沢資料館
渋沢栄一渋沢栄一

日本資本主義の日本資本主義の
父と称えられる偉人。父と称えられる偉人。

財閥を作らず公の心を持つ財閥を作らず公の心を持つ
今年度のスローガンの今年度のスローガンの
モデルになりました。モデルになりました。

9：30
渋沢資料館
渋沢栄一

日本資本主義の
父と称えられる偉人。

財閥を作らず公の心を持つ
今年度のスローガンの
モデルになりました。

11：0011：00
築地市場築地市場

昼食：つきじ喜代村昼食：つきじ喜代村
すしざんまいすしざんまい

11：00
築地市場

昼食：つきじ喜代村
すしざんまい

13：2013：20
お台場周辺見学お台場周辺見学
４月に新名所４月に新名所

ダイバーシティ東京プラザダイバーシティ東京プラザ
がオープンします！がオープンします！

13：20
お台場周辺見学
４月に新名所

ダイバーシティ東京プラザ
がオープンします！

15：3015：30
東京スカイツリー東京スカイツリー

※第一展望台まで登れます。※第一展望台まで登れます。

駅名が変わるほどの駅名が変わるほどの
感動が待っている？感動が待っている？

15：30
東京スカイツリー

※第一展望台まで登れます。

駅名が変わるほどの
感動が待っている？

21：0021：00
宿泊ホテル宿泊ホテル

ザ・リッツカールトン東京ザ・リッツカールトン東京
（六本木）（六本木）

最高のおもてなしを！最高のおもてなしを！

21：00
宿泊ホテル

ザ・リッツカールトン東京
（六本木）

最高のおもてなしを！

19：34 着19：34 着
岐阜羽島駅岐阜羽島駅
19：34 着
岐阜羽島駅

17：33 発17：33 発
東京駅東京駅

ひかり 523 号ひかり 523 号

17：33 発
東京駅

ひかり 523 号

第４６年度研修旅行
と　き　：　６月２２日（金）２３日（土）
会　費　：　６０，０００円予定（シングル希望者+α）
　　　　　　※参加人数により前後する事がございます。

●第２回ゴルフ練習会 ( 会員親睦委員会 )

●例会２次会 ( 会員親睦委員会 )

●小川杯ゴルフコンペ ( 会員親睦委員会 )

浅野信哉会員　３月 28 日　河合孝浩会員　４月   ７日
高橋卓哉会員　４月   ９日　田中真奈美会員４月 13 日
志知富一会員　４月 19 日
　　　　　　　
　　　　　　～おめでとうございます～

●吉田大助会員

●近沢　正会員

●小川真人会員　奥田祐太郎会員

●松本正平会員

●例会の食事について●
4月例会も引き続き食事会場への入場を１８時５０分までとし、
１８時５５分には例会会場へ入っていただくよう徹底いたします。
ご理解とご協力をお願い致します。

（４）
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