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なり︑ビジネスチャンスにな
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衣類驫維の約3割を占め
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る﹂と強調する︒
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じ︑消者レベルまで世代
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初の事例.

企業橿になりステークホ
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らない﹂と圧力があったり
亟実な会社といていたがこ
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飴年には森藤と社名を改称

旭ダウの信頼を得て︑インソールの

戦後しばらくたった仰年にはか

品を生み出し︑新生森藤の礎を
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いく︒
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が開発中だ﹂という話を当時の ークⅡ﹂のフロアマットや翻
メインバンクだった富士銀行 線の座席シートに採用されるな
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つ西谷は事業が拡大する中
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ルや割タイプなども開発し︑
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しかし︑モリトによる加工技術
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総代理店の権利を委ねられるように こうとの思いを込め社
名をモリトへと改称す

つた.籍についても堅実の西
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谷の山口と正反対の2人

ヒットとなった︒町年には直営
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られる﹂(材メーカーや商

その材製品が至に自
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新型コロナウイルスは企業経営に甚
大なをもたらしたが、功も少なか
らずあった。未曽有の事態だけに、こ
れまで果たせなかった改革や課題の解
決を一気に進めることができた企業も
あるはずだ。こんな話を聞いた。
「本当の意味での現場主義が社内に
醸成された」とはあるファッション専
門店チェーンの担当者。売オ哘きが悪
くなると、経営者は原点回帰を説き、
現場力を強調する。加客に接するのは
販売員だし、小さな売わ上げが10億、
100億円と積み重なるのだと。
実際はどうか。先の担当者が言う。
「販売員がくみ取った顧客の声や定性

品だったが︑億上という縛 暴部分を残しつマ屈の

布スポンジが主流だった当時
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︑﹂

「言己者の目」

代理店の販売権を簿.まさに

戦後間もない頃から輸出を再開、世
界各国でハトメ・ホックが使われた

00万円の金をし︑総
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工場としてハトメ製造工の

急

の発展は﹁2人が一つになって
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もに仲が良く戦後の森需店
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社運を賭けた挑熟った︒今と
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マジックテープ発売宣伝のメモ帳表紙

藤金属工業(現カネエムエ遊
を聡年には靴ひも加工の森藤

走ったからこそ﹂との見方が多
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る協和商会を 大阪に殷立︒この

商会が戦後満州に出向い
いた範員など引き上げ者

受け皿になり後の新生・森
需店の礎となる.

社運を賭けた挑戦
協和商会の社長に就任したの

当時の累社員の一人であっ
こ山暴一︒後に山口の後を継
社長に就任する西谷忠雄や門

︑

秀雄らが浦に譜した一方
で

屋を
を失
ていた ︒大阪大空で社屋
かろ
うなど困
困難
難に
に直直
面面し張か

ニッチト、ソプで価値を創る
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