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2020年までの長期ビジョン、
高収益グローバル企業を目指す

株式会社 ポーラ・オルビス ホールディングス

S a t o s h i   S u z u k i

鈴 木 郷 史 氏代表取締役社長
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９つのブランドで価値を提供 ――化粧品という“モノ”を売っ

ているようにみえて、実はそれ

だけではないのですね。

そうです。私は、お客さまか

らいただく代金というのは“お

駄賃”だと思っているんですね。

どれくらい、商品価格以上のお

金を出してもいいと思っていた

だけるか、良い買い物ができた

と思ってもらえるか。化粧品事

業とは、どれだけお客さまに期

待以上の喜びを提供できるの

か、ということなのです。

集客型店舗へビジネスモデルを
進化

――ホンダから化粧品会社に入

られたわけですが、戸惑いはあ

りませんでしたか。

「本田宗一郎さんと一緒にＦ

１で世界と戦いたい」という子

供の頃からの夢で本田技術研究

所に入りました。ホンダに一生

いるつもりでしたが、人は何故

買い物をするのか？と、マーケ

ティングへの関心が高まり始め

ていましたので戸惑いは無かっ

たです。

ポーラに入った後、1996年

から４年間、ポーラ化成工業の

いては、まずまずの形できてい

ると思います。

――御社の強みは、どこにある

のでしょうか。

当社には９つのブランドがあ

りますが、それぞれターゲット

とブランドの特徴が明確である

ことが強みだと考えています。

もちろん、商品そのものの品質

が良いことが前提条件となりま

すが、サービスにも付加価値が

求められています。

たとえば、通信販売が主体の

オルビスは、商品の平均単価は

約1,400円ですが、ネット通販

が拡大している中、首都圏や近

畿圏では、朝の７時までに注文

すれば当日中に自宅に届くな

ど、利便性を高めることでお客

さまの需要を満たしています。

一方、ポーラの平均単価は約

7,000円で、店舗でカウンセリ

ングやリーズナブルなエステが

受けられるなど、オルビスとは

また違った付加価値を提供して

います。このように、ブランド

ごとに、ターゲットに見合った

サービスの提供が、お客さまか

らの支持を集めている理由の１

つだと思います。

――まず、御社の概要について

教えてください。

当社は、静岡が創業の地であ

るポーラを主要会社として、

2006年にホールディングス体

制に移行し、2010年東証１部

に 上 場 し ま し た。 現 在 は、

「ポーラ」「オルビス」両基幹ブ

ランドのほか、海外ブランドを

含めた９つのブランドによるマ

ルチブランド戦略で、化粧品事

業を展開しています。

――業界を取り巻く環境につい

ては、どのように見ています

か。

国 内 市 場 は、 リ ー マ ン・

ショック以降、減少へと転じ、

まだ戻りきらない状況です。た

だ、こうした中で伸びている分

野もあります。それは、エイジ

ングケアや美白といったスキン

ケア分野です。当社は、スキン

ケアを中心とした商品戦略を取

ることで、2010年には増収に

戻り、その後、４期連続で増

収・営業増益を達成しています。

今年度も、４月に消費税率の引

上げがありましたが、業績につ
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稲田大学院理工修了。本田宗一郎
氏に憧れて入った本田技術研究所
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静岡で創業、化粧品の訪問販売から発展した「ポーラ」な
ど、９つの個性豊かなブランドを束ねるポーラ・オルビ
ス ホールディングス。2000年のポーラ社長就任以降、
集客型店舗の展開など既存ビジネスモデルを進化させ、
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を見据えてさらなる成長を目指す鈴木社長に、その思い
を伺った。 　（聞き手  当所  顧問   中嶋 壽志）
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さまはエンドユーザーです。こ

の頭の切り替えに苦労しまし

た。

昔は、エンドユーザーのデー

タは、セールスレディの手帳の

中にしかありませんでした。そ

こで、2000年に、パソコンを

全拠点に導入し、顧客管理を店

舗に変えました。その後、時間

はかかりましたが、「ポーラ ザ 

ビューティ」の展開で現場との

信頼関係がより強固になり、

2008年には本社でも顧客デー

タが管理できるようになりまし

た。この効果は非常に大きく、

マーケティング強化に加え、蓄

積された肌データを商品開発に

も活用できるなど、さまざまな

成果を生み出しています。

私がよく言うのは、将来の

ポーラは、現場を見ていれば必

ず見つかるということです。訪

販組織の方々は事業主ですか

ら、自らいろんな工夫をされて

おり、お客さまにいかに喜んで

いただけるかが最終的な売上に

つながることを分かっていま

す。全国に15万人いるポーラ

レディの皆さんは、自分たちが

ポーラの代表だと思ってくれて

いるのです。このロイヤルティ

は、何にも替えがたいもので

す。こうした彼女たちのやる気

に応え得るビジネスモデルはな

んだろうかと考えた結果、生ま

れたのが「ポーラ ザ ビュー

ティ」なのです。

の転換”でした。１人のお客さ

まに対して、どれだけ投資がで

きるのか、そして、その投資は

どう見返りがくるのかというこ

とを徹底的に考えました。

その答えの１つが、2005年

から開始した集客型店舗「ポー

ラ ザ ビューティ」の展開です。

本社が１店舗当たり約800万円

を投資して、駅前など立地条件

の良い場所に、店舗を出店し

「ポーラの見える化」を進めまし

た。またカウンセリングととも

にエステも受けることができる

ようサービス内容を整えてきま

した。会社として相当大きな決

断でしたが、現在では全国609

店舗にまで拡大し、これまで訪

問販売で接点がなかった20 ～

30代のお客さまの獲得や若手

ポーラレディのリクルートにも

つながっています。

――本社の意識を変えることも

大変だったのではないですか。

当時、本社員に、あなたのお

客さまは誰なのかと聞くと、多

くが、セールスレディだと答え

ていました。しかし、彼女たち

は取引先であって、本当のお客

社長として静岡工場に勤務した

時に、もし、自分がグループ全

体の社長になったらどのような

ことをしていくべきかを考えま

した。工場から会社全体を広く

見渡して、社長になった際の

「ＴｏＤｏリスト」を作成したの

です。そのため、社長になって

からは、比較的早く改革に着手

することができました。ただ、

時間がかかりそうだったので、

相当トップダウンで改革を進め

たのは事実です。

――ビジネスモデルを大きく変

えられましたね。

お客さまから見えるポーラを

変えていこう、というのが狙い

としてありました。それまでの

ポーラは、ポーラレディという

委託販売契約を結んでいるセー

ルスレディの方々による訪問販

売が主体でした。日本の経済成

長期に訪問販売事業は成長して

きましたが、女性の在宅率低下

や流通の多様化の流れの中、量

を増やすという戦略を続けた結

果、業績を落としていたので

す。そこで、社長に就任にした

際に始めたことが“量から質へ
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聞き手　当所 顧問　中嶋壽志

の跡地ということで、土壌を浄

化しなければいけませんから、

そちらを早々に進めていきま

す。

――最後になりますが、好きな

言葉をお聞かせください。

同じ状況にも関わらず、人の

見方はなぜ違うのか、というこ

とに関心があります。サン＝テ

グジュペリの星の王子様にある

「大切なものは目に見えない」と

いう部分に集約されるのかなと

思っています。

――読書家ですよね。

本は相当買っていて、読むの

が追い付かないくらいです。毎

年、年初に１つか２つ、大きな

テーマを決めて読むようにして

います。今年は「博物館学」なん

ですね。公益財団法人ポーラ美

術振興財団の理事長として、美

術館の運営にも携わっています

が、美術館はある意味で対極に

ある博物館の視点を取り入れる

ことができないかを研究してい

ます。来館されたお客さまに、

より印象が残るような見せ方は

ないのか、学芸員と話し合いな

がら、展示方法などを工夫して

いるところです。

カバーしました。

２つのブランドを買収してま

だ数年しか経っていませんが、

グローバル人材の積極採用、海

外子会社への派遣など、国際化

という狙いが浸透してきている

と実感しています。ただし、収

益的には、２つのブランドと

も、買収時点の計画通りとは言

えず、大きく利益貢献するとい

うレベルには至っていません。

これまでは、積極的な出店に

よってブランドの認知度向上と

売上の拡大を図ってきましたの

で、今後は、収益性を高め、長

期的成長を目指していく方針で

す。

――海外展開は、どの辺りの地

域を主体に考えていますか。

まず、右肩上がりで市場が伸

びていることが前提条件です。

や は り 中 国 と い う の は、 ボ

リューム的にも非常に大きいで

すし、主要国の１つに入るで

しょう。

あとはＡＳＥＡＮ。特にタイ

は、美意識が高く、真面目で非

常に商売がしやすいと感じま

す。消費志向も高まっていて、

高級スキンケア商品が売れる国

になってきました。

――国内では、この８月末で、

静岡工場を閉鎖されました。

静岡県内に２つ工場がありま

したが、合理性を考えて袋井工

場に統合しました。静岡工場の

跡地の活用方法については、ま

だ決めていません。ただ、工場

世界を見据えて、海外事業を
積極展開

――今後の事業展開については

どのようにお考えですか。

今年度からスタートした新中

期経営計画では、2020年まで

の長期ビジョンである「高収益

グローバル企業」への第２ス

テージと位置付け、国内事業の

さらなる収益基盤の強化と、海

外展開の加速、この２点を積極

的に展開していきます。

国内は、将来的には高齢化の

進展で人口の減少が予想されて

いますが、女性の肌悩みは明快

で、エイジングケアへの関心が

高い。当グループが得意とする

スキンケアのニーズが増してい

ます。蓄積されたデータからも

20代後半からエイジングケア

を始めた方が、お年を召した際

にも肌の活力が高いということ

が分かっています。幅広い年代

の需要を取り込み、国内ブラン

ドの営業利益率を高めていきま

す。

一方、海外事業については、

海外ブランドの「ジュリーク」と

「Ｈ
エイチツーオー

２Ｏプラス」の収益化を目指

します。これら２つのブランド

を買収したのは、グループ全体

に国際化の影響を与えたいとい

うことと、成長スピードを買う

ということでした。ポーラでの

海外展開は歴史が長いのです

が、必ずしも順調だったとはい

えません。そこで、海外事業拡

大については、Ｍ＆Ａによって


