


今回お訪ねしたのは、瀬戸内海に面した小柴クリーニンググループの本社工場です。呉市で創業して57年、
廿日市市から福山市まで店舗エリアを拡大。クリーニング店広島県内シェアNo.1企業に成長し、迅速で丁寧
なパンダのマークのお店として厚い信頼を受けています。現在同社を率いるのは、2代目の小柴繁美社長。
豊富なアイデアを１つひとつ試し、よりお客さまに喜ばれ従業員も笑顔になる企業を目指して邁進していま
す。常に明るい微笑みを絶やさない小柴社長に、今後の展望をうかがいました。

パンダのマークで信頼のクリーニング店
創業の地・呉から全県へ拡大し
顧客満足度のさらなる向上を図る

　弊社の創業者は、私の父の小柴克佳です。柔道講

道館６段だった父は、高校卒業後「柔道で食べていき

たい」と上京。生活費のためいろいろなアルバイトをした

末、クリーニング店で住み込みで働くことに。最初は「住

み込みなら飯が食える」という単純な理由だったそうで

すが、修行するうちに「クリーニングは今後、儲かるので

はないか」と思ったそうです。昭和32年、23歳の時呉に

帰郷して起業。貯金もなく、たった１つのアイロンと、洗い

桶代わりの漬け物樽からのスタートでした。丁寧かつ迅

たった1つのアイロンで起業
ご用聞きから店舗展開へ

株式会社 コシバ
（小柴クリーニンググループ）
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速な対応と実直な人柄で次第に人気を集め、ご用聞き

をたくさん雇うまでになりました。

　高度成長期の好景気を受けて成長し、昭和45年、

有限会社を設立。お客さんの家を回る外交中心から、

店舗を構えての営業に切り替えました。キャラクターの

「パンダくん」も、昭和47年、日中国交正常化でパンダ

が日本に贈られたのを機に誕生し、現在も親しまれてい

ます。呉を拠点にしながら、広島市内にも展開し、業績

が大幅にアップ。昭和52年には自社工場も設立し、オー

トメーション化で効率化と規模拡大を進めました。昭和

56年には株式会社コシバを設立、現在本社を構えてい

る呉市吉浦に工場が落成しました。「値段が安ければ

安いほどお客さまに喜んでもらえる。3倍働いて、倍儲け

ればいい」。品質に加え価格の手頃さにもこだわった父

の一途な姿勢が、弊社の順調な成長の陰にあったと思

います。

　私は東京の大学に進学し、税理士の勉強をしていま

したが、昭和59年、家業を継ごうと帰郷しました。最初

広島県内各地に工場を整備
顧客サービス向上を図る

ワイシャツプレスの風景。丁寧にスピーディに作業を行います



は一社員として店回りからスタート。仕事を１つずつ覚

えていきました。　　

　昭和61年に広島県西部エリアを管轄する株式会社

広島県西部ドライ、平成6年に県東部エリアを管轄する

有限会社美和を設立。本社のある呉市の吉浦工場、広

島市の祇園工場、廿日市工場、三原工場と各地に工場

も落成し、昭和から平成にかけて、全県にエリアを拡大

しました。私自身、三原工場の立ち上げに加わったこと

は印象に残っています。半年間、三原に通ってさまざま

な交渉や段取りを行い、自信をつけることができました。

　クリーニング会社にとって、工場は拠点です。弊社は

「店舗と工場を30分圏内に」をモットーに工場の整備

とドミナント出店をしています。というのも、店舗と工場が

近ければ、即日仕上げの締め切りを遅らせ、早い時間

にお渡し可能になります。衣類の運搬にかける時間が

減れば、「9時受付締め切り→7時以降お渡し」から「12

時締め切り→5時以降お渡し」といったクイックサービス

が可能になり、よりお客さまに喜んでいただけるようにな

るからです。現在は7工場が稼働し、来年には福山工

場が完成、広島県内8工場体制になる予定です。

　バブル景気が崩壊し、長い不況が続いていた平成8

年。当社初のM&Aとなる、有限会社シロヤの経営統合

を行いました。不況の中、経営が行き詰まっていた同業

他社の吸収合併を行うことで、スケールメリットの拡大を

狙い、成果を出せました。その後も店舗営業譲受を重
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ね、店舗網の拡大を図っています。

　本業のクリーニングに付随した業務には、平成14年

ごろから参入。コインランドリーは、山陰に比べ雨が少な

い広島や岡山では利用率が低いことから、ずっと展開

を考えていませんでした。広島市宇品に30坪の店舗を

出店する時、「コインランドリーを併設すれば、クリーニン

グだけより家賃負担が軽くなるし、受付スタッフがコイン

ランドリーの掃除や接客をすれば人件費の効率もよくな

る」と考え、初挑戦しました。スタッフがいれば、初めてコ

インランドリーを使う人でも安心と好評をいただき、現在

ではコインランドリー併設店は15店舗に増えました。

　業務用ミシンを店舗に設置し、裾上げやホックの取り

付けなどを請け負っているのは「お母さんの裁縫箱」。

クイック仕上げで、お気に入りの服が長く着られてエコ

にもつながります。さらに宝くじの販売や、写真のデジタ

ルプリントなど、お客さまの立場で「あったら便利だな」

と思えるものを1店舗ずつ導入しています。平成23年に

は、広島県下で初のドライブスルー型クリーニング店を

東広島市に出店。お子さま連れのお客さまなど、車に

乗ったまま受け取りができると大変喜ばれています。

　福山市にも、平成24年に初めて出店をしました。1店

舗、1店舗とお客さまの支持をいただき、この3月に2店舗

をオープン。ただ消費増税の直前のオープンで駆け込

み需要に対応しきれず、納期を守れないという事態が

起こりました。オープン直後に信頼を落としてしまいまし

たが、1年がかりで取り戻そうと取り組んでいます。福山

市には今年5月、7月、9月にさらに新規出店を行い、来年

の福山工場稼働でドミナントを進めます。9月にオープン

アイデアがあれば実験的に挑戦
一歩ずつ前へ進んでいく

東広島工場併設の店舗には、コインランドリーと
ドライブスルーの機能を加えました

ドライブスルー店舗は車に乗ったままご利用いただけます



した奈良津店には、カフェ風のコインランドリーを併設。

携帯電話やパソコンの充電ができるようにして、待ち時

間を快適に過ごしていただける空間を作りました。　

　お客さまに喜ばれそうなことを１つずつ実験的にチャ

レンジし、手応えがあればもう1店舗増やしてみる…そ

んな考え方で、これからも前進を続けています。

　小柴クリーニンググループ全体で約650名が働いて

いますが、その大半がパート社員・アルバイト社員です。

笑顔で好感の持てる接客をしていただけるよう、社員

教育には力を入れています。接客マナー講座は従来か

ら開催していますが、新規で取り組んだメイクアップ教

室は女性に大好評でした。メイクを教わる機会はなか
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企業理念

経営原則

お客さまの健康的で文化的な生活を
お手伝いいたします。

社員の豊かな生活をお手伝いいたします。

企業の限りない発展を実現いたします。

お客さま・社員・当社に関係するすべての人が
微笑んでいるようお手伝いいたします。

お客さま第一主義に徹します。

守破離の精神を尊守します。

浮利不求

なかないそうで、TPOや年齢に合わせた化粧のコツを

学べて、非常に楽しかったそうです。

　2名の専門スタッフが研修を重ねながら研鑽を積ん

でいるのが「特殊しみ抜き」です。当初は各工場で作

業をしていましたが、より質の高い染み抜きをするため、

現在は東広島工場に集中させています。手抜きできな

い作業で、お客さまには時間をいただいていますが、仕

上がりにはご満足いただき、リピーターが増えています。

　お客さまからお預かりした衣類を、できるだけ新品に

近づけてお渡しするのが弊社の役割。シミがついた、

時間がないなど、お困りのお客さまを笑顔にするため、

店舗・工場のスタッフが連携しています。パート社員でも

自分の仕事に誇りを持ち、笑顔で働いていただけるの

が理想です。親子2代で働いてくださっている方の存

在、学生アルバイトさんが卒業と同時に正社員になって

くれた事例は、従業員満足度の指標として、とてもうれ

しかったです。

　父から社長の座を継承したのは、私が35歳の時のこ

と。最初は名前だけの社長で、社員の皆さんも私の後ろ

に父の姿を見ていたことと思います。それでも徐々に仕

事を覚え、なんとか社長として務まるようになりました。学

生時代、税理士を目指して勉強したことは、今、経営者と

して非常に役立っています。昨年から、大学を卒業した

私の息子が3代目として弊社で働き始めました。私の経

験から、先代が元気なうちに事業継承をしたほうがよい

と考え、「息子が32歳（私が60歳）になったら社長の座を

譲る」と宣言しています。息子にも若いうちの経験を財産

に変えて、弊社の未来を担ってほしいと考えています。

　現在は、スーパーのインショップ形態の店舗を積極的

に増やしています。食料品はもちろん衣類や雑貨など

生活必需品が揃うスーパーにクリーニング店があれば、

お客さまの利便性がアップするからです。今後も、お客

さまも従業員も、さらに当社に関係のある方全員の笑顔

を、クリーニング業を通じて創造できるよう、新しい試み

にもチャレンジしながら、努力していきたいと思います。

社員教育に力を入れ
笑顔あふれる企業に

福山・光南店の様子。福山市へ現在、ドミナントを進めています

事業継承を準備しながら
一歩一歩成長を目指す



< 所 在 地 >
< 設 立 >
＜資 本 金＞
<従業員数>

<事業概要>

＜グループ会社＞

＜生産拠点＞

< 店 舗 >

概  要
広島県呉市吉浦新町1-7-10
昭和56年8月（株式会社コシバ）
4,800万円（株式会社コシバ）
約650名
（グループ4社合計／パート・アルバイト含む）
クリーニング業、コインランドリーの運営、
衣類のリフォーム業、DPEの取次業、宝くじ販売
有限会社｠小柴クリーニング、有限会社｠ルルベル、
株式会社｠広島県西部ドライ、有限会社｠美和
広島・祇園工場、広島・五日市工場、廿日市工場、
東広島工場、呉・吉浦工場、呉・広工場、三原工場
直営店舗１２２店舗（うちインショップ６７店舗、
路面店舗５５店舗）　委託店舗４２店舗

昭和32年
昭和45年
昭和52年
昭和56年
昭和61年
平成元年
平成 2年
平成 6年
平成 8年
平成14年

平成15年
平成17年
平成20年
平成23年

企業沿革

代表取締役

小柴 繁美

浜田省吾さんとサザンオールスター
ズ、桑田佳祐さんのコンサートに行く
ことです。ファン歴は30年以上！　広
島でコンサートがあれば、必ず応募し
ます。どちらも根強いファンがいるの
で、抽選で外れたら行けないのが残
念ですが…。ちなみに、浜田省吾さ
んは呉三津田高校の先輩でもありま
す。ジョギング中も浜田省吾さんかサ
ザン、桑田佳祐さんの曲を飽きること
なく聞いています。

私のお気に入り

社長に
お聞きしました！
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小柴クリーニング店創業
有限会社 小柴クリーニング設立
東雲工場（広島市）、広工場（呉市）落成
株式会社 コシバ設立、吉浦工場（呉市）落成
株式会社 広島県西部ドライ設立、廿日市工場落成
有限会社 ルルベル設立
祇園工場（広島市）落成
有限会社 美和設立、三原工場落成
有限会社シロヤを経営統合
シャルアイデリバリー、お母さんの裁縫箱、コインランド
リー事業スタート。五日市工場（広島市）落成
（有）ホワイト急便広より25店舗営業譲受　
宝くじ取り扱い開始
レインボードライ（株）より20店舗営業譲受
東広島工場落成、広島県下初のドライブスルー型クリー
ニング店オープン。（株）コシバが関連会社の（有）シロヤ
を吸収合併

「一歩前へ」です。某企業のCMで目
にしたのがこの言葉との出会いです
が、私なりの解釈で、二つの意味があ
ると思っています。１つは、他社と違う
こと、新しいことに挑戦しようという思
いです。もう１つは、目標に向かって進
み続けること。回り道をしても、進み続
けていれば着実に目標へたどりつけ
ます。自分が止まっている間にも、他
の人は歩き続けているわけですから、
「止まる＝後退する」です。常に一歩
前へ、会社としても私個人としても進
み続けます。

好きな言葉

11ワイエムビジネスレポート 2014. 11月号  No.74

起床はだいたい4時50分。昨年から
週3回、4～5kmのジョギングをして
います。走って、ラジオ体操をして、6
時前に帰宅して、シャワーですっきり。
休日は10kmほど走りますが、平日は
4～5kmくらいがちょうどいいですね。
ダイエット目的でウォーキングから切り
替えたのですが、走るのが楽しくなり、
とびしまマラソンなどにも参加してい
ます。大会に出る時は、弊社のキャラ
クター「パンダくん」のイラスト入りの
真っ赤なTシャツ着用。企業PRしなが
ら、完走を目指しています。

私の朝時間


