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雛人形や五月人形の業界全体の売上は
年々縮小している。背景には少子化とい
う大きな問題があることは事実だが、商
品を求めるお母さん方の要望を満たして
来なかったという構造的問題も横たわっ
ている。

納得の人形づくり目指す

節句人形づくりには様々な伝統技法と
材料が必要である。全国に様々な職人や
工房が点在している。職人や工房がつ
くった節句人形のパーツは、年１回開か
れる新作展示会に出展される。小売店は
このパーツを寄せ集めて自社ブランドの
節句人形をつくっていく。製販が完全に
分離しているので、節句人形の製作に関
して総合的に企画しているところがな
い、というのが現状だ。

このため購買者であるお母さん方の声
を職人にフィードバックする回路が全く
ない。もう久しい以前から人形選択の決
定権はお母さんたちに移り、祖父母は資

金を提供するという流れになっている。
お母さん方は、コンパクトで部屋の色調
に合ったパステル風の明るい色合いのも
のを求めているが、こうした声が職人や
工房に届かない。

さらに節句人形の販売は、たとえば雛
人形の場合、３月３日の雛祭りを目指
し、通常は１月半ばから商戦に入り、２
月半ばまでの１ヵ月間が勝負となる。勢
いこの１ヵ月間で売り切ることが目標と
なり、アフターサービスなどには手が回
らない。検品を行うどころではないの
で、クレーム率は１割、返品率も４、
５％といわれている。

お客さまの志向の変化に応えられない
業界の構造に歯がゆい思いをしていたの
が、節句人形の販売店で22年間販売を担
当していた原英洋氏である。同氏はつい
に2008年に、節句人形の製造企画、販売
をする「ふらここ」を創業した。ふらこ
こは雅語でブランコのことである。製造
企画から販売まで一貫して手がけなけれ

わが社の
人事政策

雛人形などの節句人形づくりは伝統技術が生きている世界だ。た
だ、購買に決定権を持つ母親の意向は住宅事情などを反映し、大き
く変化している。その変化を製造と販売が分離している業界は気づ
かず、売上の縮小が続いている。ふらここは製造企画から販売まで
手掛ける業界唯一の節句人形の会社と言っていい。売上も年々拡大
している。マーケティングの成功そして女性の活用が後押しした。

ライフステージを全うし
女性が活躍する会社創る
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わが社の人事政策

ば、納得のいく人形はつくれない、と親
の経営する店から独立した。

売上を追わない経営

同社は雛人形や五月人形の企画から製
造、小売まで一貫して行っている。業界
でこのような事業形態をとる企業は、同
社のみ。創業間もないことから、販売は
インターネットでのみ行っている。

原社長が目指したのは、これまでの瓜
実顔で目鼻立ちのはっきりした人形でな
く、赤ちゃんのようなふっくらとした人
形である。原社長の祖父は原米洲（1893
－1989年）である。節句人形づくりでは
唯一の人間国宝であり、その道を究めた
人だ。母は原孝洲とこれまた人形づくり
で知られる名人である。

米洲は穢れのない幼子の顔が人形の理
想の顔として、ふくよかな顔の人形をつ
くっていた。原英洋社長は、祖父が創り
出した作風を深めて「まんまるお顔に
ふっくらほっぺ」の「ふらここ顔」（同社
カタログから）の人形をつくり出し、お
母さん方から強い支持を得た。

しかし、そこに至るには原社長の考え
に賛同する腕のよい職人を探し出し、納
得のいくまで試作を重ねるという改良が
続けられた。製作している人形の横幅は
ミニサイズで約 75 ミリ、Ｌサイズで約
120ミリの大きさ。この大きさになると、
既成の布地では柄が大きすぎて人形に合
わない。このため、色や柄を指定して京
都の西陣などに織ってもらうという、手

を抜かない仕事を続けている。
同社の人形が強い支持を受けたことは

売上をみれば一目瞭然である。創業第１
期の 2008 年度は盆提灯や雛道具だけ
だったため 400 万円台にとどまったが、
09年度は4,340万円、４期目の11年度に
は１億172万円と１億円を超え、７期目
の14年度には２億1,913万円と２億円を
超えた。この間、売上高は毎年度おおむ
ね２割台の伸びを見せている。売上の増
大は節句人形の販売本数に支えられたも
ので、2014年度の販売本数は2,032本。同
社の人形づくりのコンセプトが受け入ら
れたことを示している。

同社は毎年 11 月１日に販売を開始し、
年が明けた１月半ばで完売してしまう。

「手づくりのため、つくる本数には限界
がある」ためだ。同社は無理に販売本数
を追わない。賛同する職人を増やしなが
ら、毎年、前年度比で２割増程度を目指
している。殆どのお客さまが納得して翌
年まで待ってくれるのは、同社への信頼
があればこそであろう。

女性活用で企業も成長

同社の成功は、原社長の緻密な事業計
画とその実行が要因だが、お母さん方の
意向を取り入れた人形づくりと職人との
信頼関係も大きい。職人には工賃を高く
し、支払サイトも有利にするなどの配慮
をしている。

もうひとつ、女性従業員の活用も見逃
せない。同社の従業員は12人で、うち10

ふらここの女性活躍を推し進めるダイバーシティ経営	

マーケットインへ
節句人形業界のプロダクトアウトの販売からマーケットインの販売へ転換。売上の拡大を
追わず、品質第一の製造を続ける。販売はインターネットのみ。「納得第一品質保証」で
返品を受け付けるが、創業以来、返品は４、５件と僅か。

女性の感性いかす 人形購買の決定権は母親。人形の製造・販売にあたっては子育て中の女性従業員の感性を
いかして開発。同社のホームページも女性ならではの出来上がりの細やかさで好評。

柔軟な働き方 子育て中の女性には制約が多い。制約に縛られる女性が働きやすくなるような手引を従業
員とともにつくり、一層参画しやすい環境を構築している。

従業員間の意志疎通 食事会などのイベントを開き、子連れ出勤も可能。週２回全員が集まる朝礼で、全員が現
在進行中の仕事内容を報告し、課題解決を話し合う。
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人が女性である。正社員は４人で、パー
トタイマーの非正社員が８人いる。年齢
は20代５名と40代４名が多い年齢層で、
30代、50代、60代が各１人という構成。
子育て中の女性も多い。

同社の職務内容をみると、商品企画、
生産管理、販売管理、販売促進、検品・
最終仕上げ、出荷、経理と、明確に職域
を定めている。このうち、商品企画、販
売管理、出荷担当、検品チームのまとめ
役、この４人が正社員である。

同社は2014年度の経済産業省の「ダイ
バーシティ経営企業100選」の受賞企業
である。先進的な女性の活用が評価され
たものだ。原社長は22年間、節句人形の
販売店の店頭でお客さまの声を聴き続け
てきた。その声を人形づくりに反映さ
せ、成功をおさめることができた。問題
はその先である。「私だけで、そうしたこ
とをやっていては、95％以上が若いお母
さん方であるお客さまの声を汲み取るこ
とができなくなるのではないか」という
不安を感じていた。

言ってみれば節句人形づくりは「女性
の下着をつくるレベルに近いものがあり
ます。女性の好みを男性が真に見極める
ことはほぼ不可能に近い」というのであ
る。原社長は仕事をとおして、「女性が選
ぶものは女性がつくった方がいい」とい
う考えにたどり着いた。たとえば、お雛
さまのヘアスタイルの乱れにしても、女
性には気になっても、男性には分からな
い部分がある、という。

ライフステージをまっとう

採用にあたってはアセスメントツール
を用いている。一般的に選考に際しては
スキルや職歴などが重視されるが、同社
では「選考の基準は人物そのものに置き、

お客さまと向き合い、与えられた役割を
最後まで責任をもってやりとおすとい
う、真摯さ、素直さ、自立性などに重点
を置いている」（原社長）という。

たとえば商品企画職でいえば、経験は
不問で人物重視のアセスメントの評価に
沿って採用を行う。スキルについては入
社してから商品企画のためのスクールに
１年間通い、ノウハウを習得してもら
う。お母さん方に近い感覚でつくって
サービスの展開ができ、さらに職人と人
間関係をつくって、そのスキルを引き出
せるということの方が断然大切だ、と原
社長は言う。

同社で過去に返品となったものは、創
業以来７年で、４、５件と少ない。その
背景には同社の検品・最終仕上げに臨む
体制が整っていることがある。手先の器
用さが求められるので、この職種につい
ては適性を見極めるのは大変にむつかし
く、実地のなかで適性をみていくことに
なる。ただ、ここでもお客さまの気持に
添って人形に触れることができるかどう
か、という人間性を重視している。

正社員とパートタイマーの働き方につ
いても、原社長は思いをめぐらしてい
る。正社員とパートタイマーの違いは、
ひとつはフルタイムとパートタイムの違
いだ。パートタイマーの就労時間は６時
間で、９時から４時まで、および10時か
ら17時までの２とおりがある。９時から
の就労を選択している人が多い。

しかし、一番の大きな違いは「守備範
囲の違い」にある。たとえば、商品企画
であれば、商品化計画や生産管理といっ
た前後の職務と連携をとることが重要で
ある。パートの場合、労働時間が短いの
で、そこまで職域を広く考えることは難
しいため、その職域で仕事を深めてもら
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わが社の人事政策

うようにしている。
現在、同社はパートタイマーの仕事の

見直しにかかっている。意欲ある人は正
社員に近いかたちで仕事ができるように
することを検討中だ。正社員に近い仕事
をするためには、現在よりも広く前後の
連携を考えて仕事をする必要が出てく
る。こうして能力と意欲があれば正社員
に転換することを可能とし、自分の職域
を深めたい人はその仕事に専念してもら
う、というように配置をフレキシブルに
選択できることを構想中だ。正社員への
転換は現在も行われているが、明文化は
されていない。基準を明文化して働き方
を選択できるようにしようと、今年から
１年かけて従業員全員でプロジェクトに
取り組んでいる。

また、正社員もパートタイマーも働き
やすいように、「ふらここハンドブック」
を作成した。仕事の流れを滞らせず自分
の役割を確認しながら仕事を進めるため
の手引きだ。子育て中の女性には、子ど
もの病気や学校の行事などの急用が突然
入る。そうした時には、遅れた時間分は
いつまでに残業で補うなどの始終業時刻
の変更で消化する、などのルールが具体
的に示されている。このように、子ども
のための遅刻や早退、休みには、柔軟に
対応している。

さらに、子育て中の社員は、夏休み、
冬休みなどには子連れの出勤が可能だ。
子どもたちは本を読んだり、仲間同士で
おしゃべりしたり、同社近くの児童館に
遊びに行ったり、と楽しく時を過ごして
いる。そして、五月人形商戦が一段した
後、お盆休み前、忘年会、と年３回は従
業員とその子どもを交えて映画の鑑賞・

食事会を催すなど、従業員間の意志疎通
を図っている。

同社では、従業員の能力を伸ばしてい
くために、全員が教師役を担う。先に入
社した人が、次にその部署に入ってきた
人に仕事を教えることで、仕事の内容を
より理解することを促すものだ。こうし
て順繰りに教えていくので、必ず教師役
を担当することになる。

また、月曜日と水曜日は全員が参加す
る朝のミーティングが行われる。一人ひ
とりが現在の仕事の状況を報告し、課題
があれば話合いを行う。職域や経験が異
なる立場で、各人が様々な解決策を提示
する。これが解決のアクションに結び付
いていく。

原社長が経営して実感したことは、
「女性には結婚、出産、子育てというライ
フステージがあり、各ステージをまっと
うして能力を発揮してもらうには、これ
までの男性中心の会社の仕組を根底から
変えていかなければならない」ことで
あったという。

若いお母さん方がお客さまということ
で、まず、子育て中の女性を採用したが、
残業は難しく、お客さまの要望に十分に
応えることができない。そこで独身の女
性を採用することにしたが、やはり結
婚、出産、子育てはついてまわり、経営
はいつまでたっても安定しない。既成の
概念で考えても解決しないことから、
様々な取り組みを行ってきた。そのひと
つが柔軟な働き方を示すハンドブックの
作成だった。現在、１年をかける組織の
見直しの最中だ。「直面する課題を一つ
ひとつ解決しながら経営を進めていきた
い」、これが原社長の考えだ。

［企業データ］
株式会社ふらここ
本社所在地：東京都中央
区日本橋堀留町1-6-5 丸彦
ビル２階
設立：2008年４月
社長：原英洋
資本金：500万円
売上高：２億1,913万円（2014
年度）
従業員：12人
事業内容：節句人形の製
造販売、盆提灯販売

管理部門：お客様の声を聞きながら商品開
発に取り組む正社員

検品チーム：後輩を指導するママさんパート
タイマー


