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パネラー

当社は、建築現場などの作業着を中
心とした小売り店。フランチャイズシ
ステムで全国855店舗を展開する。大
企業向け販売は専門知識や配達が必要で、競争相手が多い
などデメリットがあるため、個人向け販売に絞っている。
顧客第一ではあるがフランチャイズオーナーの働きやす
さも考えた仕組みになっている。顧客の多くはリピーター
なので、店舗のレイアウトは全国一律。余計なプロモーシ
ョンも不要だ。
営業時間は午前7時〜午後8時だが、開店5分前入店、閉
店5分後帰宅も可能だ。一般的な店は閉店後にレジを精算
するが、当社は時間に余裕のある午後2時に精算する。
業務用製品なので品質にもこだわっている。一般客向け
にアウトドアでも使えるウェアなどを販売するワークマン
プラスも好評だが、品質の良さは維持している。業務用顧
客の多くは平日朝・夕の出勤前後の来店が多く、一般客は
午前10時以降の昼間や土日に多い。「二毛作店舗」と呼ん
でいるが、アイドルタイムが減り効率も上がっている。
当社は製造現場への人材派遣を手が
け、創業25年目だ。24歳で起業した当
時、40、50代のスタッフに「社会保険に
入りたい」と言われたのを契機に、全員に長期的安定雇用を
提供しようと考え、正社員として雇用し、派遣している。
大事にしているのは、安心・つながり・成長だ。一般的な
派遣社員は不安定さや孤立感を抱きがちで、スキルアップ
の機会も得にくい。当社は社員のキャリアアップ支援にも力
を入れ、個々のスキルを25段階に分け、学び、成長する機
会を提供している。
現場へは一人ではなく、基本30人以上のチームで派遣し
ている。また500人強の社内認定キャリアパートナーが、社
員へキャリア形成の相談、助言を行っているのが特徴だ。
工場派遣からエンジニア部門へのキャリアチェンジを支
援するグループ内転籍制度「One UT」、派遣先企業への正社
員登用を支援する「Next UT」という仕組みも設けている。
企業の人手不足が問題視される中、毎月１万人以上の応
募があり、500〜1000人の採用を実現している。

ＣＥＯの時間の使い方の
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ことには高い意義があると
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UT グループ マニュファクチャリング部門（UT エイム）
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転職サイト「エン転職」は、求職者
の入社後の活躍・定着に重きを置く。
仕事の厳しさや否定的なクチコミなど
求人企業に一見不利な情報も掲載。正直な情報開示により
ミスマッチのない転職・採用を支援し差別化する。
広告サイズは全プランで統一しており新着順に掲載。求
職者が広告の大小に左右されず、同じ情報量で比較検討で
きる点がメリットだ。リーマン・ショック後に売り上げが
半減し、一時、売上重視に変更したが、当社の強みである
「求職者重視」のサービス設計に変更し売上を伸ばした。
入社した方が、活躍・定着すれば企業は成長する。次に
また採用支援をさせてもらうことで当社の売上が上がると
いうサイクルをつくりたい。企業が無料で採用サイトを作
成できるサービス「エンゲージ」も始まった。転職では多
くの求職者が求人サイトと並行してクチコミや会社の採用
サイトもチェックし意思決定する。当社のノウハウを企業
側の採用サイトでも活用してもらうことで入社後活躍を支
援していきたい。
当社はパソコンや携帯電話の周辺機
器・アクセサリー開発、製造販売を手
がける。差別化が難しい業界にありな
がら、シェア1位のカテゴリー数は業界トップである。
効率を追求することで業績を上げてきたが、ベースには
競争の戦略がある。二十数年前、ベンチャー企業として売
り上げ年々倍増を追求した際、一度倒産寸前まで追い込ま
れた。その時に出会ったのがポーター教授の著書『競争の
戦略』だった。当時、売上の半分を占めていたハードディ
スクやメモリーから撤退、強みであるマウスなどアクセサ
リーに絞る戦略をとった。
家電量販店の売り場では棚の運営を行うことで業績を上
げた。扱う商品は多岐にわたり約20,000点を数年で入れ替
える。開発・調達・営業などの各担当部署に権限移譲し、
意思決定の速さにつなげている。効率を重視しながら、約
200人の検証・サポートメンバーがきめ細かく顧客に対応
する。今後は技術力を上げ、世界を視野に企業間取引「Ｂ
ｔｏ Ｂ」にも注力していく。
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り︑競争力カンファレンス

受賞企業
受賞企業

研究者向けのＤＢＡがあ

エン・ジャパン
執行役員・中途求人メディア事業部長
エレコム 取締役社長

ピー・アンド・イー・ディレクションズ

共催： 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
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競争力カンファレンス2019
第19回 ポーター賞
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エン・ジャパン 中途求人メディア事業部
エレコム

独自戦略で高収益や効率経営を実現している企業を表彰するポーター賞。第
19回受賞式を兼ねた「競争力カンファレンス２０１９」が５日、東京・千代田
の一橋講堂で開かれた。今回は３年ぶりにマイケル・Ｅ・ポーター米ハーバード
大教授が参加。特別講演を行い、聴衆は熱心に耳を傾けた。

戦略にイノベーションを起こす

