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毎年完売！ 雛人形を買うのに、「1年待ち」は当たり前!?
ふらここのビジネスに見る“今のマーケットが求めるもの”とは？

販売の科学
フツーっぽいものは買いたくない！　

「今だけ」や「裏側」に反応する消費に迫る!?

注目の企業
とうとうはじまった家電量販店の業界再編！
ヤマダ、ヨドバシはアマゾンに勝てるのか？

誌上コンサルティング実況中継MAIN
CONTENTS

今月の「誌上コンサルティング実況中継」は、『毎年完売！ 雛人形を買うのに、「1
年待ち」は当たり前!? ふらここのビジネスに見る“今のマーケットが求めるもの”と
は？』と題して、節句人形の業界に新風を吹き込む人形工房「ふらここ」について紹
介したいと思います。雛人形や五月人形などの節句人形の業界は、景気低迷と
少子化の影響もあって、ほとんどの会社が年々売上げを落としていっている状態が
続いているのですが、そうした中で急成長を遂げている新進気鋭の会社が、このふ
らここです。2008年に会社を設立して今年で5年目になるのですが、年々業績は
急拡大。「どうせ将来は先細り」と諦めムードの漂う業界にあって、どうしてふ
らここだけがこれほどの活況を得ているのか。手のひらにすっぽり収まるサイズ

誌上コンサルティング実況中継
毎年完売！ 雛人形を買うのに、「1年待ち」は当たり前!?
ふらここのビジネスに見る“今のマーケットが求めるもの”とは？

（次のページへ続く）
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で、「かわいい赤ちゃん顔」が特徴となる商品自体の魅力が一番に支持されている
のは確かですが、人形そのものの魅力はふらここのサイト（http://hina.furacoco.
ne.jp/）を見ていただければ、一目でわかっていただけると思いますので、ここではビジ
ネスの側面から、ふらここの人気の秘密に迫ってみます。どんな業界にあっても、お
客さんが求めている本当の価値を提供すれば、ビジネスを大きくする可能性がある。
そのことがよくわかっていただけると思いますので、最後まで楽しみながら読んでみてく
ださいね。それでは、実況中継はじまりま～す(^O^)／

雛人形って、だいたいいつくらいの

時期に売れるものだと思います？　お正月に

親族が集まって、おじいちゃん、おばあちゃん

が、「今年は、○○ちゃんの初節句だね。お金

は出してあげるから、お雛さまを買ってあげ

なさい」なんて言って、お父さん、お母さんが1

月、2月あたりに実際にお店を見て回る・・・

というイメージですが、実際にその通りで、商

戦のピークは年が明けてからの、1月半ばか

ら2月半ばまでなんですね。

吉徳とか久月といった大

手のブランドがテレビCMを流すのもこの時

期ですし、百貨店や量販店に雛人形の特設売

り場が設けられるのもちょうどこの頃です。

でも、ふらここの場合は、年が明ける前の11

月、12月に商戦のピークを迎えます。なぜか

と言うと、1月、2月に売りたくても売るもの

がない！ 用意した商品がすべて年内に完売し

てしまうからなんです(^O^) ／

もちろん、年が明けてからも

「そろそろ、お雛さまを買わないとね」という

お客さんからの問い合わせもたくさんあるの

ですが、そのすべてに「ごめんなさい！ 今年

はすべて売れてしまったんです」と答えるしか

ないんですって。でも、ふらここの人形を気に

入って、どうしてもこれがほしい、これじゃなく

ちゃイヤだというお客さんもいるわけです。

そういうお客さんがどういう行動をとるかと

いうと、「1年待つ」なんです。

つまり、次の年に向けての雛人形
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が売り出されるまで待つんですね。ふらここ

では、今年の雛祭りに向けて約1000 セット

の雛人形を販売したそうですが、そのうちの

約半分のお客さんが、こうした「1年待ってく

れた人」なんだとか。そういう状況が、このと

ころ毎年続いているのです。・・・これって、今

までの業界の常識では考えられなかったこ

となんです。どういうことかというと、雛人形

というものは、ふつう、初節句に用意するもの

ですよね。女の子が生まれて、はじめて迎える

桃の節句が初節句ですから、次の年はもう初

節句ではなくなってしまう。だから、「1年待

つ」なんてことは、ふつうだったらあり得ない

ことなんです。

でも、ふらここの場合は、それが当た

り前のように起こっているわけです。どうして

そういうことが起こるかというと、やっぱり、

「ふらここのお人形さんじゃなきゃイヤだ！」

という強い思いを持ったお客さんが、それ

だけ多いということなんだと思います。そう

いう思いを抱かせてしまう、本当の価値を提

供できている！・・・ということなんでしょう

ね!(^^)!
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＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊

人形師の家に生まれ育ち、
ずっと眺めてきた業界の限界

ふらここの社長、原英洋さんは、

祖父が人間国宝の人形師「原米洲」、母もそ

の技術を受け継ぐ「原孝洲」という、人形師を

家業とする家に生まれています。じつは、原さ

んと私とは、二十数年来の長～い付き合いに

なります。私がコンサルタントとして独立す

る、前の前にいた教育関連の会社のお客さん

だったのが、原さんのお母さんの会社でした。

そこで販売を取り仕切っていたのが、原さん

だったんですね(*^^)v

代々人形師という家に生まれ

育った原さんなんですが、元々は家業を継ぐ
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つもりはなかったのだとか。大学卒業後は、

まったくのコネなしで倍率100倍という難関

採用試験を突破し、大手出版社に入社しまし

た。ところが、入社から2年が経とうとしてい

た頃に、家業の経営を担っていたお父さんが

体を壊し、急逝。人形師を継いでいるお母さ

んを支えるために、原さんが家業に戻って、経

営や販売の部分を担うことになったわけです。

以来20数年、試行錯誤

で家業を支えてきましたが、伝統産業を担う

古い会社の中で、いろいろと新しいことをや

るには、逆風も強かったみたいです。業界の古

いやり方にも疑問を感じるところが多く、私

の記憶としても、原さんは当時から、家業をど

うしていくかはもちろん、業界そのものが衰

退していってしまうことを強く危惧していた

ように思います。

雛人形を買う機会というのは、一

生のうちにそう何度もあるわけではありませ

ん。不慣れな買い物のため、お客さんはお店

の販売テクニックにうまく乗せられて、よくわ

からないまま商品を買わされてしまうことも

多かったんですね。でも、それができていた時

代はまだ業界としては潤っていたのですが、

景気が低迷してくると、今度は安売りのほう

に流れていきました。

節句人形の業界というのは、じ

つは他の業界以上に製造と販売が完全に分

離した業界構造になっています。しかも製造

も顔を作る人、胴体を作る人、小道具を作る

人・・・と、細かい分業制になっているんです

ね。それぞれのパーツを作る職人さんが、毎年

開かれる新作展示会に製品を出展し、販売業

者がそれぞれのパーツを買い付け、それを組

み合わせて売っています。「人形の顔と胴体は

これとこれを組み合わせて、この台に乗せて、

後ろにはこの屏風を置こうかな。・・・いや、こっ

ちのほうがいいかな」という感じなんですね。

すると、どういうことが起きるかと

いうと、いくつものお店を見て回ったお客さ

んが、「どこも同じような人形ばかり売ってい

るなあ」という感想を抱いてしまうんですね。

人形自体は同じものをあっちでもこっちで

も売っているし、屏風も小道具も同じものが

あっちにもこっちにも並んでいる。お店ごとの

違いは何なのか。どうして値段が違うのか。そ

うしたことがお客さんとしては、見れば見る

ほどわからなくなってしまうわけです( ーー;)



6 COPYRIGHT © 2013, 日本経営教育研究所

『高収益トップ３％倶楽部』経営情報レポート

お客さんからすれば、どの店に

も同じような商品が置いてあって、量販店で

売っている2 ～3万 円の商品と、専 門 店 で

売っている15万円の商品のどこがどう違う

のかがわからない。「だったら、安く売ってい

るところで買った方がいいよね」ということ

になりますよね。売る側もそれを追いかけて、

最後は値引き合戦ということになってしまっ

たのが現在です。

製販分離でお客さんの声はなか

なか作り手まで届かず、そもそも販売する側

はテクニックや値段で売ることしかできず、

お客さんの求めるものがどういうものなのか

を、知ろうとする姿勢すらない。そうした業界

の姿を見続けているなかで、原さんは「もっ

と客本位の商売がしたい」と考えるように

なったわけです。

＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊

家業から独立して
新会社を設立！

“伝統産業の改革者”になる

販売の前面に立ち、お客さ

んと直に接してきた原さんには、お客さんが

何を求めているかを肌で感じていたんです

ね。ところが、そうしたお客さんの声を製作サ

イドに伝えようとしても聞く耳を持ってくれ

ない。昔ながらのやり方で、昔ながらのもの

づくりをすることの何が悪いのか、むしろこ

れまで培ってきたことをそのまま続けていく

のが、伝統産業を担う者の務めだ・・・という

のが家業だけでなく、業界全体の空気として

あったようです。
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原さんの理想としては、

販売の現場で聞いたお客さんの声を製作に

フィードバックするからこそトータルでうまく

回る、ものづくりから関わってはじめて販売も

うまくいく・・・という、言ってみれば、ごくごく

当たり前の考え方だったのですが、それが業

界の考え方としては、当たり前のものではな

かったわけです。それでも、原さんは猛反発に

合いながらも、ものづくりから販売までトー

タルでプロデュースできる商品ラインを立ち

上げることにこだわりました。そこで私も一緒

になって立ち上げたのが、独立後の現在に続

く、「ふらここ」のブランドだったのです(^^♪

新しい商品をつくって、ブラ

ンディングやら、カタログづくりやら、サイト

づくりにもこだわってやってみたら、ものすご

くいい感触で回りはじめて、その他の既存商

品も原さんの販売面での改革の結果、会社

全体でも過去最高の売上げと利益を出すま

でになったんです。ですが、いろいろと経緯が

あって、原さんは家業を離れて独立すること

になりました。

当時、私が主宰していた朝食会に原

さんも参加していて、ある日、原さんが「突然

ですが、独立することになりました・・・」とい

うものだから、周りのメンバーが「原君、大丈

夫なの？」と心配していたのを覚えています。

でも、そのときに私が投げ掛けた言葉は、「良

かったね！ これでやりたいことを好きなだけ

やれるじゃん!!」でした。だって、そう思いませ

ん？　新しいブランドを立ち上げて、すでに

いい感触を得ているんですから、制約のある

中でやるよりも、自由にやれたほうが得られ

る結果も大きいですもんね。
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独立後の新しい会社の設立に

は、私も最初からサポートに入りました。それ

で、元の会社でも軌道に乗っていたネット販

売のノウハウを活かして、業界初の無店舗販

売、カタログ、ネットでの限定販売を仕掛けた

わけなんです。

業界の常識としては、ネット

でお雛さまが売れるなんてことは、誰も考え

ていませんでした。そこで工夫したのは、い

ろいろな角度から写した写真や、顔や衣裳を

ズームアップした写真などを多用して、商品

が手に取るようにわかるようなサイトやカタ

ログの見せ方だとか、全体のデザインについ

て。その前哨戦のようなことは、家業の会社

でやってきたことですから、そのノウハウ、ナ

レッジを集大成することで、新会社ふらここ

がスタートを切ったわけです(^O^) ／

やる前からある程度はイケる

とわかってやってみたのですが、いざ始まって

みたら、あっという間に商品が完売！ もう、「何

だこれは？」という状態になって、初年度から

十分すぎる手応えを得たんですね。ただし、ど

んなビジネスでも、最初の成功を次、またその

次につなげるのが大変です。ちょうどその頃、

私がベビー用品大手のコンビとの仕事があっ

たので、コンビにふらここを紹介しました。
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コンビは、コンビミニというベビー

肌着、ベビー服のブランドを持っていて、カタ

ログやネットでの直販を手掛けていました。

そこで、ふらこことのコラボレーションを持ち

かけて、ふらここの商品を売ってもらうことに

なったんです。コンビはものすごい数の会員

にカタログを送っていますから、ここに載せ

てもらうだけで、かなりの宣伝になります。ほ

かの商品は数百円から2000 ～3000円ほ

どの価格帯をメインに売っていますから、ふ

らここの数万円の商品が数多く売れれば、コ

ンビとしても、かなりの売上げアップが期待

できます。

で、やってみたら、これも大成功。今では

コンビの通販における売上げの柱の一つに

もなっています。ふらここの自社販売のほか

には、コンビでしか売っていない商品ですか

ら、希少価値もあって、コンビのほうでも、こ

の出会いをすごく喜んでいるはずです。

そんなこんなで、ふらここ

の売 上げは初年度4500万円からスター

トして、2 年目に7500万円と順調に成長、

3年 目 に は1億 円 を 超 えて、4 年 目 で1億

5000万円、5年目は約2億円の売上げを

見込むまでになりました。これって、すごくな

いですか？　成長市場のベンチャー企業だっ

て、ここまできれいに成長していくケースは

まれです。それを節句人形という、成熟しきっ

た市場で成し遂げてしまっているんですか

ら!(^^)!

最近は、劇的な急成長を遂げる企

業の経営者として、原さん自身も注目される

ようになっています。もう、「原君、大丈夫？」ど

ころの話ではなくて、業界の将来を背負って

いるというところまで来てしまっている感じ

です。

＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊

売れない理由は、
需要がないのではなく、
需要を満たしていないからだ！

毎年毎年、一 般 的な 商 戦の

ピークを待たずして完売してしまう、ふらここ

の雛人形なんですが、1年待つことを決意し

て、完売後でもカタログがほしいという人が

たくさんいます。なかには、「今回はふらここさ

んの人形が買えなかったので、今年の雛祭り
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はふらここさんのカタログの写真を切り抜い

て飾ります」なんていうお客さんまでいるの

だとか！

あるいは、購入後のお客さん

から、「うちの子は手に取ったものを何でも放

り投げちゃうんです。でも、ふらここの人形だ

けは、手に持たせてあげると、じっと眺めて、

それをまた台の上に返すんです。本当に不思

議！」なんていうハガキが届いたりもしていま

す。そういう声を届けてくれるお客さんが本当

に多いのが、ふらここの特徴です。こうしたエ

ピソードの数々を聞くと、単なるモノを買う

のではなく、子や孫を思う気持ちだとか、そう

したモノに付随する思いを買っているのが、

ふらここのお客さんなんだということがよく

わかります。

どうしたら、そういうお客さ

んとの理想的な関係を築けるのか。原さんは、

「ちょっとした客の声を商品に取り入れてみる

こと」と言います。当初、ふらここの商品を作

るときに、昔ながらのギラギラ光る金屏風で

はなく、現代風の落ち着いた黒いついたてを

セットにしてみたところ、それでも「うちのイ

ンテリアには合わない」という声があったと

か。そこで白木のナチュラル系の風合いに変

えたところ、目に見えて売れ行きが違ったな

んてこともあったみたいです。そうした積み重

ねの結果がお客さんの支持につながってい

るんですね(^_-)-☆

ふらここの場合は、商品の企画段

階から、製造、販売までトータルでプロデュー

スするビジネスモデルを築いています。ほか

では売っていない、完全なオリジナル商品を

売っているんですね。だからこそ、“ここにしか

ない価値”をお客さんに認めてもらえる。一番

安い男雛と女雛のセットでも6万3,000円

と、決して安くはない高額商品です。それでも

売れる。どこもかしこも業績を落としている

業界の状況にありながら、ふらここだけが売

れているという構図ができあがっているわけ

です。

なぜ、ふらここの人形がここまで熱く

支持されているのか。社長の原さんは「需要

がないのでなく、需要を満たしていないだけ」

と言っていますが、まさにその通りだと思い

ます。少子高齢化に加え、雛人形を飾る家庭

自体が減ってきていて、どうしても需要は先

細りという諦めムードが業界には漂います。



11COPYRIGHT © 2013, 日本経営教育研究所

Vol.144

でも、本当にそうなのかというと、そこには疑

問が残ります。だって、ふらここのようにちゃ

んとお客さんに支持されている会社がある

わけですからね。伝統産業という名のもとに

あぐらをかいて、お客さんのほうを向いた商

売をしてこなかった。そのつけが業界を苦し

めている、ということになってしまっているわ

けです(^_^;)

需要がないのではなく、需要

に応えていなかっただけ。ちゃんとお客さん

のほうを向いて、お客さんが求める本当の価

値を差し出してみたら、全然需要があった。そ

こに入っていけば、泣いて喜ばれる商品がで

きた。高価でも喜んでお金を出してくれるお

客さんがいた。・・・そういうことって、どこの

世界にもあることなんじゃないかと思います。

お客さんがお金をどう使いたがっているか、

そこに向けて本当の価値を提供しなければモ

ノが売れない。それが今のマーケットの特徴

なんですね。

＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊∴＊

自社のビジネスを育てつつ、
業界全体の将来を切り拓く！

希少価値ということが、ふらこ

この人気をさらに煽っている面もあります。

早い時期に買わないと完売してしまうという

ことが、渇望感を生んでいるんですね。ただ、

これは狙ってやっていることではなくて、年間

を通して目いっぱい人形を作っても、すべて

のお客さんに行き渡る十分な数を揃えられ

ないということなんです。そこには、国内生産

の高い品質を維持できる技術力のある職人

さんが、それだけ少なくなっている現状があ

るそうです(>_<)

業界各社こぞっての安売りのつ

けが、最終的には職人さんのところに行って、

職人さんは安い工賃で働きながら、いいモノ

をつくる気力も、技術も失っている。そんな仕

事を子どもに継がせようとは誰も考えず、若

い後継者も数少ない。早い時期にふらここの

商品が完売してしまって、買えなかったお客

さんからは「こんな早い時期に売れる商品が

ないなんておかしい。もっとたくさん作れな
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いの？」と言われることもあるそうですが、ふ

らこことしては、意欲も技術もある職人さん

を探し出し、また育成する努力を最大限にし

ても、製造のキャパが需要に追い付かない。そ

んな状況になっているのです。

このままでは、意欲も技術もある

職人さんを増やして行かないことには、ふら

ここの将来はないし、本当に業界全体が先細

りになってしまう。原さんは、そこを一番危惧

していて、現在、人形作りの職人さんを育てる

スクールを立ち上げることも考えているよう

です。また、いくら職人さんを育てても、いい

仕事ができる環境がなければ意味がありま

せん。育てた職人さんの仕事の受け皿をつく

るという意味でも、業界こぞっての安売りか

ら始まる悪循環を断ち切り、本当の価値のあ

るモノが適正な価格で売れるよう、ふらここ

のビジネスを大きく育てたい。そんなことも

原さんは考えているようです。

自分のビジネスを育て

つつ、そこまで全体のことを考えられるのも、

この業界のなかでは原さんただ一人なんじゃ

ないかなと思います(^_-)-☆

さて、今回の話題から今月の「標語」は、

『“ここにしかない価値”
を生む』

にしたいと思います。毎日見て、経営の刺激に

してくださいね！

というわけで、今月の「誌上コンサルティング

実況中継」は、これでおしまいです(@^^)/~~~


