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「すぐやる！」経営術が真価を発揮する時
～混迷期に求められるビジネスモデルとは～

久米 信行
nobu.kume@nifty.com
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みなさんのＳＮＳ活用状況を教えてください

Instagram を公私ともに愛用しています
Twitter      を公私ともに愛用しています
Facebook を公私ともに愛用しています
週に１回位は記事を投稿しています
１日に１回 は記事を投稿しています
１日に複数回記事を投稿しています

50人程度のフォロワーや友達と交流中
500人程度のフォロワーや友達と交流中

5000人以上のフォロワーや友達と交流中

🙇釈迦に説法だったらゴメンナサイ
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みなさんのSNS活用度チェック１２

ＳＮＳに顔写真を載せていますか?

ＳＮＳにプロフィールをきちんと書いていますか？

絶景や美味しい店を思わずスマホで撮ってシェアしますか？

ＳＮＳで感動情報に加えて団体・サービス情報も発信しますか?

投稿する時に、効果的なハッシュタグをつけますか？

自分のSNSを紹介する名刺を持っていますか？

名刺交換をした人に、友達を申請していますか？

友達の投稿に、いいね！やコメントをしますか？

友達とSNSのメッセンジャーを通じて対話をしますか?

団体のホームページを補完・強化するSNSがありますか?

社員にもＳＮＳ活用を勧めていますか?

社員とＳＮＳでコミュニケーションしますか?



スマホ活用「７つの甘いワナ」

ネットの奴隷にならないために

◎交際範囲を広げたい ⇔ ❌付き合いがさらに狭くなる

◎自分の夢や志を発信 ⇔ ❌ただ読んでレスしかしない

◎幅広い意見で中立に ⇔ ❌考えが好きな一方に偏る

◎効率化で時間を創出 ⇔ ❌ダラダラ時間を過ごす

◎好きな場所や人探し ⇔ ❌現場行かず人に会わない

◎すぐやる行動派に ⇔ ❌批判や誹謗中傷マニアに

◎未知なる世界に挑戦 ⇔ ❌気楽な現状に引きこもる



テレワーク時代の
トップセールスは

S N S＆ Z O O M



東京東信用金庫

澁谷哲一会長の

ｆａｃｅｂｏｏｋ活用
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ひがしんの神話 １ 久米繊維創立80周年記念花
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https://www.facebook.com/nobukume/posts/10153036382914648:0



ひがしんの神話 ２ ひがしんわいわいクラブ
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なぜ今インスタグラム？
若い人はみんなインスタグラム
スマホで いつでも誰でもどこでも
多彩なフィルターで写真効果
言葉が少なくても済む
適切なタグ付けでファンを増やす
Facebookとtwitterに同時アップ
写真センスを問われる鍛えられる

↓

毎日気楽に投稿しながら
脳のパラボラ力と心のズーム力を
鍛えていこう



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155757866584648

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155757866584648


12https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155758722959648

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155758722959648
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インスタ格差が経済格差につながる時代に?！
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結論 コロナ後は地域産業おこしの好機

在宅勤務・テレワークの普及

自宅でも働ける
満員電車はイヤ
家族と楽しい時空

社員

都心本社は不要
社員満足と効率
有能社員の確保

経営者

インバウンド観光客の途絶

もともと日本好き
欲求不満が募る
日本は安心安全

観光客

あてが外れた
人気地ほど痛手
廃業か倒産か

観光業

サテライト・リゾートオフィス探し 三密ない新しい穴場地域探し

魅力的な地域・物件・プログラムの事例・クチコミをネットで探す

新たな注目地域にヨソモノ・ワカモノ・バカモノが結集して活性化

今こそ地域の魅力をネットで国内外に発信すべき



コロナ禍のテレワークで真の働き方改革
アウトプットと相互評価で判断される
これまでの世界（勤め人的）

そこに時間内いるだけで〇

→タイムカード押せばいい

→仕事しているふりでいい

→ミスさえしなければいい

→アウトプットは必要ない

→生産性は問われない

→チームや部下の評価もない

⇒テレワークで無能と判明

これからの世界（起業家的）

いつでもどこでもアウトプット

→時間場所に縛られず常に発想

→はた目には遊んでいてもいい

→試行錯誤をするほどいい

→アウトプットこそがすべて

→仕事も遊びも全力で速い

→チームや部下の評価が高い

⇒テレワークでさらに有能に

優秀な人ほどテレワーク向き→地方移住の可能性大
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日経産業新聞の連載コラムSmartTmesもご高覧ください

https://nikkei.com/article/DGXKZO54951790Y0A120C2XY0000/ https://nikkei.com/article/DGXKZO57882050Z00C20A4XY0000/

https://nikkei.com/article/DGXKZO54951790Y0A120C2XY0000/
https://nikkei.com/article/DGXKZO57882050Z00C20A4XY0000/
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職歴紹介
なぜ私はここにいるのか？

時代のホットスポットへ

気がつけば誰よりも先に

巻き込まれる運命

久米信行 facebook.com/nobukume
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1963年墨田区本所生まれ
下町カオス＝職住一致×商店街×銭湯
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1986年創業期ベンチャー：イマジニア
飛び込み営業×本邦初の株式投資ゲーム開発

入社初日に緊急全社会議
リストなき飛び込みセールス
開口一番、返品リクエスト
夜はゲーム嫌いがデザイン
自分で作って自分で売る
誰も買ってくれない
マスメディアは賛否両論
結果は．．．．売れた！http://www.imagineer.co.jp/
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1988年＞大企業の社内起業 日興證券
AI相続診断システム開発×FP研修×支店講師

株屋体質の中で新サービス

外人部隊で社内営業から開始

文系なのにシステム責任者

独創的な相続診断システム開発

懐疑的な社員向け研修

一億総楽観の中でバブル崩壊

その直後に支店で講師の重荷
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創業1935年の国産メーカー
日本で最初にＴシャツを量産

自社一貫工場での国内生産
ネット活用でマスカスタム生産

従業員：本社 10名
（生産子会社 約100名）

顧 客：法人 約3,000社以上
（ファッション業界

ユニフォーム業界
マスコミ・広告業界
自治体・NPO法人等）

個人 ネット通販客

1991年＞家業の第二創業 久米繊維工業
日本でこそ創りえるTシャツを世界へ未来の子供たちへ



日本製Tシャツメーカーは絶滅危惧種
円高×国内賃金高の進行で壊滅的打撃

24

アパレル、広告代理店は安価な海外製品にシフト

量販チェーン店は直接海外生産して格安大量販売

繊維問屋、洋品店、地方百貨店の多くは廃業・倒産

川上の優良な素材仕入先も外注先も廃業・倒産

▼

安価な海外製品が土砂降りのように輸入され

今や繊維製品の自給率は数パーセント？！
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http://blog.scroll360.jp/marketing/communication/

スクロール360通販支援ブログ
「メール道/ブログ道/メディア道」

日経パソコンONLINE
「商売繁盛 ITの焦点 」

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20071101/286155/

1997年＞日経インターネットアワード受賞
構造不況業のIT活用＞IT専門家?＞全国講演旅行で観光通に

→2005年東京商工会議所墨田支部 IT分科会長

→2006年東商「墨田ブランドアップ推進委員」

久米信行 facebook.com/nobukume

http://blog.scroll360.jp/marketing/communication/
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20071101/286155/
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半年間で「すぐやる若者」作り

元気な起業家をゲスト講師に

夢と志を持つ大人に出会う

最後の５分間でレポート

レポートをSNSで発信

講師とSNSで友達になる

↓↓↓

知情意よし・三方よし・

ＩＣＴよしの商人を育てる
明治大学商学部「ベンチャービジネス論/

起業プランニング論」 講義ブログ
https://blog.canpan.info/meiji_venture/

2006年〜明治大学商学部ベンチャービジネス論講師
私たちが一緒に働きたくなる学生を育てたい！
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2008年＞明大「起業論」講義をまとめた本
「すぐやる！」技術がなぜかベストセラーに

見る前に跳ぶ＝まず行動するのが
苦手な日本の若者のために書いた本

セブンアンドワイ・アマゾンや
日販・三省堂・紀伊国屋・TSUTAYA
ビジネス書上位にランクイン
20万部を超えるヒット作に

http://blog.canpan.info/suguyaru/

http://blog.canpan.info/suguyaru/
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一般社団法人 墨田区観光協会
h t t p : / / v i s i t - s u m i d a . j p /

地元企業人３人を発起人に設立

理事長は東商支部会長兼務

観光の要となる企業人が理事

伝統工芸士、銘品名店も参加

区役所から事務局長×応援

民間出身観光プロデューサー

フィルムコミッション

民間企業やNPOとアライアンス

ビジネスもできる観光協会

2009年＞社）墨田区観光協会 発起人理事
勝手に観光協会＞東商観光委員＞観光協会＞PF機構

http://visit-sumida.jp/


2010 APEC中小企業サミット：日本代表
各国ゲストに久米繊維謹製「北斎」Tシャツを贈呈
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▼日本語特集ページ
http://www.t-galaxy.com/hokusai/index.html

http://www.t-galaxy.com/hokusai/index.html


北斎の生地にある美術館

プリツカー賞妹島和世先生設計

北斎賞を作って世界から公募

北斎賞×すみだモダンで地域振興

北斎カード集め×スマホ待ち歩き

３６５人の1日館長と1日学芸員

美術館前で全国物産朝市夜市

北斎コミュニティデザイン実行委員長

30

2012 墨田文化振興財団 評議員
すみだ北斎美術館で「世界の墨田区へ」



会長清水愼一 （元JTB常務取締役立教大学観光学部特任教授）

代表理事 鶴田浩一郎 （NPO法人ハットウ・オンパク代表理事）

代表理事・事務局長大社 充 （NPO法人グローバルキャンパス理事長）

常務理事井手修身 （イデアパートナーズ代表取締役社長）

常務理事井戸智樹 （歴史街道推進協議会総合プロデューサー）

理事 畦地履正 （株式会社四万十ドラマ代表取締役）

理事 久米信行 （墨田区観光協会理事 久米繊維工業取締役会長）

理事 小林 功 （函館観光コンシェルジュセンター副センター長）

理事 田村孝次 （エコ ビジョン ブレインズ代表取締役・ＣＥＯ）

監事 安島博幸（立教大学観光学部教授）
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2012＞観光地域づくりプラットフォーム推進機構 理事

日本全国にDMOを創り人財を育てたい

http://platform.nihon-kankou.or.jp/

久米信行 facebook.com/nobukume



小澤征爾さん設立

墨田区のクラシック専用ホール

アルミンクからハーディング

音楽雑誌選出でベスト３のオケに

地元企業と個人の「支える会」

ジュニアオーケストラ

宮川彬コンチェルタンテ

久石譲ワールドドリームオーケストラ

次期音楽監督は上岡敏之さん
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2012＞新日本フィルハーモニー交響楽団評議員
すみだトリフォニーホールを本拠に世界へ

久米信行 facebook.com/nobukume



33

2013 国土交通省「ミズベリング」
水辺とまちのソーシャルデザイン懇談会

水辺とまちの未来のかたちをデザインし、
持続可能な未来の創造に貢献するための
アイデアとは何か？

陣内秀信 法政大学デザイン工学部建築学科教授

井出玄一 BOAT PEOPLE Association 代表理事

伊藤香織 東京理科大学理工学部建築学科准教授

金井 司 三井住友信託銀行 理事

岸井隆幸 日本大学理工学部土木工学科教授

忽那裕樹 E‐DESIGN 代表取締役

久米信行 久米繊維工業 取締役会長

紫牟田伸子 ジャーナリスト・編集者

吉村庄平 大阪府 都市整備部長

辻田昌弘 三井不動産 S&E総合研究所長

三浦 隆 東京都建設局 河川部長



毎年公募して全国から３地域を選定

２年間、観光地域づくり事業を支援

今年は唐津が選ばれ見並理事長と視察

安島博幸 跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部教授

加藤 誠 ＪＴＢ 旅行事業本部 観光戦略部長

久米信行 久米繊維工業 取締役会長

澤田博之 JR東日本総合企画本部 観光戦略室室長

中根 裕 ＪＴＢ総合研究所 主席研究員

見並陽一 日本観光振興協会 理事長
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2013 公益社団法人日本観光振興協会
魅力ある観光地域づくりモデル事業検討委員
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2014 社会貢献支援財団評議員+表彰選考委員

https://www.fesco.or.jp/

https://www.fesco.or.jp/
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2015 NBS日本舞台芸術振興会評議員
世界のバレエ・オペラを日本に 東京バレエ団を世界に

http://www.nbs.or.jp/

http://www.nbs.or.jp/
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7月20日開校

全国の熱中小学校の物産やエンタメを墨田区に

2016 熱中小学校の観光地域づくり講師
2017 熱中小学校東京分校用務員
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２ インスタに投稿

#多摩大SNS 付き
３ 講義ブログに投稿

課題コメント欄にコピー

http://blog.canpan.info/tama-sns/

毎週水曜日
夜12時まで

１ 多摩イチオシ探し

SNS検索＋まち歩き

同時に自動投稿

2017年多摩大学SNS論客員教授

http://blog.canpan.info/tama-sns/

http://blog.canpan.info/tama-sns/


久米信行 t-galaxy.com     https://www.facebook.com/nobukume
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iU情報経営イノベーション専門職大学教授
イノベーションプロジェクト クラス担任 地方創生担当



フツーの総合大学 競争要因 i専門職大学

フツーの総合大学と iUの違い

だからこそプロ実務家がゼロベースで創造できる
ｉ Ｕ の 可 能 性 は 絶 大 な の で す ！

多くの教員は研究が専門
実務・経営・開発の経験なし

多くの教員はビジネスで活躍
実務・経営・開発の経験が豊富

机上の理論を講義で一方的に
ICT、英語の体得は難しい

実務の知恵を双方向×現場で学ぶ
ICTと英語を徹底的に学ぶ

公務員や有名大企業志向
企業後継者や留学生が少ない

偏差値・見栄で有名大学選び
子供の夢よりも安定性が大切

新規事業・ベンチャー・起業家志向
企業後継者や留学生が多く交流可

教授陣・カリキュラムで新大学選び
子供の夢を叶える将来性が大切

就活の斡旋が中心
短期インターンはお客様扱い

企業と連携し商品・サービス開発
長期インターンでプロジェクト体験

教授陣

カリキュラム

学 生

家 族

産学連携
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時代のホットスポットへ！
22年前 インターネット

17年前 地球環境

11年前 社会起業家

9年前 観光地域づくり

現在〜 教育×文化×芸術



私の夢：墨田区が日本で最初に訪ねたい街になる

もともとあった墨田区の魅力
（地元民の一部しか知らない）
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新しい墨田区の磁力
区外の人を呼び寄せ惹き付けつつある

イーストトーキョーは なんだか素敵！訪ねたい！住みたい！

２０２０年東京オリンピック開催
訪日外国人 4,000万人目標

世界の北斎で街おこし
すみだ北斎美術館

ミズベリング＝水辺活用
隅田川（荒川・内河川）

→市民・民間主導で、墨田区を日本で最後に住みたい街に



みなさんの夢：相模原が日本で最初に訪ねたい街になる

もともとあった相模原の魅力
（地元民の一部しか知らない）

新しい相模原の磁力
国内外の人を呼び寄せ惹き付ける

サガミハラは なんだか素敵！訪ねたい！住みたい！

２０２５年 開催
訪問***万人 移住***人目標

市民・民間主導で相模原を日本で最後に住みたい街に
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東京と大阪に
近い？

海がある

ヒントは浜松にあり？

寿司がうまい

温泉だらけ

新幹線が
１時間１本

山があって

鰻もうまい

ゴルフ場
だらけ







世界の中心は相模原である？！

48





50

あなたは「井の中の蛙」になっていませんか?



かく言う私も「井の中の蛙」でした！
スウェーデン外交150周年 「北斎」ミッションで驚いたこと

新作能「北斎」チケットは即完売

老若男女が固唾を飲んで観劇

地元テレビ局の取材申し込み

世界遺産の宮廷劇場で再演

国王ご夫妻とVIPが真剣に観劇

小布施の酒と墨田の切子で乾杯

北斎展は１日1000人以上来場

北斎Tを着れば街で声かけられる

パネル討論でも真剣な質問が

➡️みんな「北斎」「日本」が大好き51



例えば「朝ドラ舞台」で起きている今！
十六銀行「岐阜」経営者勉強会ツアーで驚いたこと

NHK「半分青い」の舞台

五平餅は美味しかったけれど…

ふくろう商店街は既に閑散?！

「銀の森」は地元内外で人気

棚田カフェは開店休業???

広重美術館の来訪者の１割は

京都から諏訪まで街道を歩く旅

１泊２食バイキングの再生ホテル

ホテルの顧客は?オーナーは?

➡️みんな「恵那」「日本」が大好き52



例えば「北の大地」で起きている今！
北洋銀行「函館」経営者勉強会ツアーで驚いたこと

函館の朝市で日本人は私だけ?

人気の店で３０００円海鮮丼

１５００円の「あまおう」爆買い

五稜郭から赤レンガまで占領?！

真冬の大沼公園でも散策映え

地元隠れ家名店はまだ無事?！

市民の台所、市場にも進出中

古民家はヨソ者女子がカフェに

駅前百貨店は閉店、テナントは?

➡️日本人より「函館」好き？
53



インバウンドの決め手は

W杯・オリパラ・朝ドラ・大河

だけではありません！

「北斎」「マンガ」「アニメ」

その他に何が？？？

54



withコロナ→テレワーク時代の

ものづくり×ことづくり×ひとづくり

１ 日本でこそ創りえるものを世界に未来の子供たちに

２ よそ者若者馬鹿者と「勝手に観光協会」してCSV

３ すぐやる×やり抜く 社会人基礎力あふれる人財を

55

久米信行 www.facebook.com/nobukume



みなさんにとって

日本の未来は

明るい？ 暗い？

56



マスメディア的常識

日本は、なんてダメな国なのか

政治家もダメ、役所もダメ

ムダ遣いで、国も破産寸前

大地震、原発事故、風水害にコロナまで

少子高齢化も進んで年金破綻

若者のハングリー精神も無くなる

海外の追上げでものづくりもピンチ

AI×ロボット×IOTで仕事がなくなる

久米信行 nobu.kume@nifty.com

57



２１世紀型経営：８つの着眼点
これまでの常識にとらわれない戦略と情報発信を

１ 日本が世界からモテモテの国になる

２ 金融×地震激動期に、自分と会社を守り抜く知恵

３ 少子高齢化×成熟化＝ダヴィンチ社員大活躍社会

４ すぐやる×やり抜く×オタク社員を採用して活性化

５ ソーシャルメディアで、世のため自分のためつながる

６ 自然エネルギー×地産地消＝地域分権ネット社会

７ 観光地域づくりで、地元の農工商と子供たちが元気に

８ AI×ロボットに飽きた、物語のある手仕事が人気に

地球でイチバン○○な企業のオンリー１経営

久米信行 https://www.facebook.com/nobukume
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マスっぽい ←→ ソーシャルっぽい
20世紀型の固定概念を捨てよう（１）

マスっぽい 項 目 ソーシャルっぽい

消費者（カスタマー） お客様 仲間（サポーター）

上から目線×一方通行 視点 フラット目線×双方向

プロダクトアウト 販売戦略 マーケットアウト

マーケティング（CRM） 広告手法 コラボレーション（SRW）

属性分析×予定調和 分析手法 感動分析×複雑系

マスメディア メディア ソーシャルメディア

有名人有識者×マスコミ 発信源 街角のカリスマ×口コミ

久米信行 https://www.facebook.com/nobukume
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マスっぽい ←→ ソーシャルっぽい
20世紀型の固定概念を捨てよう（２）

マスっぽい 項 目 ソーシャルっぽい

規模×上場×知名度 会社評価 夢×経営理念×CSR

誰もが知っている ブランド価値 知る人ぞ知る

総合×百貨×新業態 事業分野 専門×一貨×温故知新

広く浅くリーチしたい 顧客獲得 深く長くつきあって口コミ

キレイなとこだけ見せる 見せ方 裏表隠さず全部見せる

結果だけが大切 関係性 プロセスも知りたい

お金をもらうため 働き方 お金を出してでも

久米信行 https://www.facebook.com/nobukume
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コロナで日本は、世界は変わる
生活者の意識もメディアも変わる

個人主義 → コミュニティ重視

経済至上主義 → ソーシャルな経済

ファースト○○ → スロー○○

東京一極集中 → 地産地消コミュニティ

中央集権組織 → 自立分散ネットワーク

マスメディア → ソーシャルメディア

会社ブランド → 個人ブランド

久米信行 https://www.facebook.com/nobukume



なぜこれからは日本女性が主役か
世界でイチバン楽しくてカワイイことに詳しい

１ 世界中のリゾートから秘境まで行き尽くした

２ だから日本の温泉宿からカフェまでレベルが上がった

３ 日本酒や肴など酒蔵までめぐって男より詳しくなった

４ ３つ星レストランも卒業してB級グルメやお取り寄せ

５ 美術館もコンサートも平日でさえ女性であふれている

６ 海外の高級ブランドも卒業して日本の手仕事品へ

７ 企業やNPO経営、藝術や町おこしまで女性が主役

ー＞世界基準×クールジャパンを味わいきる
日本女性が楽しんだ残滓を世界が喜ぶ

64



ＡＩ時代は仕事と所得の構造が変わる

お金を稼ぐ
仕 事

ライスワーク
お金を使っても
したい仕事

ライフワーク

生活の下支え
不労所得

ＡＩで代替
→仕事が激減

→ワークシェア

→収入↓時間↑

→半Ｘ半Ｙ

ＡＩ社会の保障
→ベーシックインカム

→シェアエコノミー

→地方移住

ＡＩで支援
→学習を支援

→創作を支援

→広報を支援

→販売を支援

65久米 信行 nobukume



自己投資min.感動max.時代の到来

久米 信行 nobukume

映画見放題 音楽聴き放題

アニメ見放題 本雑誌読み放題

大学授業受け放題

美術品や名園鑑賞し放題



脳のパラボラ力 アルマ望遠鏡のごとく

久米 信行 nobukume

ランダム選択×AIリコメンドでパラボラ増やす



心のズーム力 ハッブル望遠鏡のごとく

686868久米 信行 nobukume

テーマ追求型発信でＡＩに選ばれ同志が発見



自己実現の不自由が外れる

久米 信行 nobukume

食べて養う

ライスワーク

既得権益やビッグデータとは無縁の
真の自己実現が無数に生まれる時代

ファン増やす
マーケティング

権威が評価
徒弟制度

表現の場所
メディア



70

日本でこそ創りえる

Tシャツを世界へ

未来の子供たちへ

http://www.youtube.com/watch?v=-26dIxxqAPU

http://www.youtube.com/watch?v=-26dIxxqAPU


71

それは、ふるさと日本が誇れる素材と技術で
着心地のよい「国産Ｔシャツメディア」を創ること

綿を育てた人、糸を紡いだ人、生地を編んだ人
裁断した人、ミシンを踏んだ人、プリントした人

そこに思い思いの絵や言葉を描いた人...

一枚のＴシャツに「みんなの笑顔」が浮かぶ

美しくて元気がでる「大切な宝物」を創りたい。

Ｔシャツで、自然と人と世界と

全部つながる喜びを子供たちに伝えたい。

■わたしたちの夢～LOHASPAS企業へ
Lifestyle Of Health, Art, Smile , Peace And Sustainability

健
美
和
笑
環
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厳しい競争環境下 「３つの品質」で

海外製品と差別化

【１】 機 能品質

【２】 環 境品質

【３】 文 化品質
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■東京商工会議所テキストより

ブランド化「４つの鉄則」

１． 限 定 性

２． ス ト ー リ ー

３． こ だ わ り

４． Ｉ Ｔ 活 用

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20071023/285257/

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20071023/285257/
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私たちが大切にする「３つの品質」

【１】 機能品質

ずっと永く大切に着られる。

洗っても、洗っても大丈夫。

味が出る。やさしくなる。



久米信行 nobu.kume@nifty.com http://kume.keikai.topblog.jp/
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ブランドピラミッドと神話づくり

神話的商品 企業理念を象徴して感動的
売上の１％でも 赤字でもOK

プレミアム商品 自社らしくファンが繰り返し購入
売上の2割でも 8割の利益

普及量産商品 そこそこ品質で安ければ買う
売上の8割でも 2割の利益

ブ
ロ
グ
＋
Ｅ
Ｃ
向
き

神話的商品があればクチコミネットコミが広がる
プレミアム商品があれば普及品が安売りされない
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日本初のTシャツ 「色丸首」 を復刻
日本初のＴシャツを現代解釈で復刻

最上質な超長綿80番手双糸を使用

絹に近い質感と肌ざわり

脇に縫い目のない丸編の着心地

日本いいもの再発見

高級通販誌 Zekooで先行発売

ネット直販等で限定発売

舶来品を卒業した大人向け商品

無地Ｔシャツで1万1000円

http://kume.keikai.topblog.jp/blog/103/10015316.writeback

▼日本語販売ページ http://bit.ly/b3H2kD

▼loopto(英語販売) http://bit.ly/au3EnK

http://kume.keikai.topblog.jp/blog/103/10015316.writeback
http://bit.ly/b3H2kD
http://bit.ly/au3EnK
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久米信行 nobu.kume@nifty.com http://kume.keikai.topblog.jp/
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私たちが大切にする「３つの品質」

【２】 環境品質

見て着て自然で心地よい。

やさしい気持ちになれる。

未来の子供たちに誇れる。
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■NPO日本オーガニックコットン協会 理事企業

有機栽培綿製品の認証と普及

国際団体の日本窓口として活動

Mr.コットン 日比 暉理事長

弊社社長 久米 博康が理事

世界のアーティストも応援

アーティストＴシャツは弊社製

砂浜美術館Ｔシャツアート展支援

弊社ISO14001環境目標と合致

LOHAS企業を超える

LOHAＰSAS企業になりたい！http://www.joca.gr.jp/

http://www.joca.gr.jp/
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日本オーガニックコットン協会認証

無農薬有機栽培のテキサス綿使用

太陽光×風力×地熱等グリーン電力

国内自社工場で手仕事で裁断・縫製

カラーは無漂白無染色の生成りのみ

サイズはメンズ・レディス・キッズ

ネット販売×Amazon×アーティスト

砂浜美術館やJMAATシャツアート展

１億人のグリーンパワー×アマゾン

無地 3,990円(税込)

グリーン電力×オーガニックコットン×日本製
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私たちが大切にする「３つの品質」

【３】 文化品質

日本でこそ創りえるデザイン

好きな作家の服を着る喜び

誰もがＴシャツクリエイター



松竹大歌舞伎ロンドン公演 feat.市川海老蔵

久米繊維謹製スタッフＴシャツ

84http://www.shochiku.co.jp/kabuki_london2010/tshirts/index.html

http://www.shochiku.co.jp/kabuki_london2010/tshirts/index.html
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http://sumidawazasake.info/

http://t-galaxy.com/project/project_kume_kinsei.htm

全国の日本酒蔵元×久米繊維謹製Tシャツ
地元墨田区での日本酒イベント：成田空港売店などに並ぶ

http://sumidawazasake.info/
http://t-galaxy.com/project/project_kume_kinsei.htm
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す み だ モ ダ ン / 地 域 ブ ラ ン ド 戦 略
h t t p : / / s u m i d a - b r a n d . j p /

墨田区役所「ものづくりコラボレーション」
北斎「虫めづる」Tシャツから北斎Tシャツへ

久米信行 nobu.kume@nifty.com facebook.com/nobukume/

赤池学先生

http://sumida-brand.jp/
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すみだ北斎賞＆フェスティバル

世界の北斎の生地＆美術館で開催

版画・絵画・彫刻部門

マンガ・アニメ部門

メディアアート部門

音楽・演劇部門

ネット動画部門

街中で期間中上映展示

美術館に収蔵し常設展示

久米信行 nobu.kume@nifty.com  facebook.com/nobukume/
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環境×文化→砂浜美術館Ｔシャツアート展

私たちの町には

美術館がありません。

美しい砂浜が美術館です。

毎年５月の連休に、四万十川のほとり

高知県黒潮町の砂浜に

1000枚を超える自作デザインの

Ｔシャツが舞います

▼砂浜美術館Ｔシャツアート展
http://www.sunabi.com/
http://www.ashita.or.jp/kh/k39su1/k39su102.htm
http://www.t-tat.or.jp/fm/kouti/sunahama.htm
http://allabout.co.jp/fashion/tshirt/closeup/CU20030307/
http://allabout.co.jp/fashion/tshirt/closeup/CU20040305/

http://www.sunabi.com/
http://www.ashita.or.jp/kh/k39su1/k39su102.htm
http://www.t-tat.or.jp/fm/kouti/sunahama.htm
http://pc21.nikkeibp.co.jp/
http://www2.nttcom.co.jp/comzine/new/mail/
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16-22.9.2019
Espoon kulttuurikeskus
www.espoo.fi/kulttuurikeskus

https://www.espoo.fi/kulttuurikeskus
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ワークショップ参加者の笑顔をSNSでお互いにシェア
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JTBともコラボしてファクトリーショップでワークショップ



withコロナ→テレワーク時代の

ものづくり×ことづくり×ひとづくり

１ 日本でこそ創りえるものを世界に未来の子供たちに

２ よそ者若者馬鹿者と「勝手に観光協会」してCSV

３ すぐやる×やり抜く 社会人基礎力あふれる人財を

92

久米信行 www.facebook.com/nobukume



観光業は発展し
自動車産業を凌ぐ

旅する理由の
４割は文化

93

ツーリズムEXPOジャパン2015基調講演

パスカル・ラミー氏
世界観光倫理委員会 議長、世界貿易機構

［WTO］元事務局長、パリ五輪・万博招致委員長

http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=69529
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公主導のブランディングより民主導のブランディング

個別企業・団体の自助努力なくして地域ブランドなし

悪平等の全体主義ではなく、先進企業から勝手に前進

ヨソモノ＋ワカモノ＋バカモノの知恵と元気を取り込む

とりわけ女性＋学生＋外国人の力を活用する

シニア＋マニア＋ジュニアを生涯のお客様に

日本でこそ作りえる+ご当地だけで楽しめる一社一品運動

また買いたくなる ×味わいたくなる ＝ リピートしたくなる

海外の人まで喜ぶクールジャパン=環境品質×文化品質

ICT活用=勝手に観光協会が発信してネットコミを蓄積する

わたしの観光地域づくり実践論



みなさんの「勝手に観光協会度」チェック

市販のガイド本で、どんな紹介をされているか知ってますか？
観光協会等のガイド本で 〃 〃 ？
観光協会等のホームページを見たことがありますか？
インターネットで、地元について検索したことがありますか？
食べログなどで、紹介されている店を知っていますか？
地元名物のメルマガやソーシャルメディアを愛読していますか？
地元の名所は、すべて行ったことがありますか？
地元で生産している銘品と、生産・販売者を知っていますか？
地元の美味しい店は、すべて味わったことがありますか？
なるべく地元の製品を、地元で買うようにしていますか？
地元の製品を愛用して、身につけて、人に語りますか？
お土産ものやお使いものには、地元の銘品を贈りますか？
ガイドには出ていない、とっておきのスポットがありますか？
お客様に、とっておきのスポットを積極的にガイドしますか？
地元のイベントや地域活動に積極的に参加していますか？
地元の素晴らしい点を、ネットで積極的に発信していますか？

95



勝手に観光協会とは
【私の勝手な定義】

ある地域を熱愛する人が （ヨソモノの場合も多い）

誰に頼まれることなく 報酬をもらうことなく

わが地域を愛してくれそうな人たちのために

自分が好きな場所で、好きなモノ・コト・ヒトを

自分自身で好きなように案内する行為のこと

96



⑯トミイ
ホットケーキを使った
不思議サンドイッチ
が美味しい純喫茶

⑰蕎麦前小まつ
雰囲気も酒も蕎麦の
旨さも申し分のない
大人の店

⑱ラバンボッシュ
パティシエ界で有名
モンブランで知られ
どんなケーキも◎

⑲TOMTOM
東向島本店の下町イ
タリアン名店。窯焼ピ
ザなど楽しめる

⑳人形焼山田家
奥久慈の卵を贅沢に
使った下町の銘菓。
私のお土産定番

㉑アジアカレ-ハウス

味も雰囲気も日本と
は思えぬ気分に浸れ
るカウンターの名店

⑮ヴェヌス
南インドカレー専門店
ランチタイムのカレー
ビュッフェがおすすめ

⑦みかづき
唎酒師でソムリエ
の女性板前の創作
和食。甘味も絶品

⑥久米繊維
1935年創業の国産
Tシャツメーカー。
NPO資金調達支援

⑤ラーメン匠屋
さっぱり醤油と梅塩
ラーメン。超特大の
スカイツリーつけ麺

④江戸切子館
切子ガラス職人の技
に触れ創作体験もで
きる工房ショップ

③トワモワカフェ
子連れNG！オシャレ

女子御用達の錦糸
町らしからぬ隠れ家

②すみだ珈琲
江戸切子で自家焙煎
の珈琲と絶品自家製
チーズケーキ

①エワタリ
駄菓子問屋＆小売り
イベント用景品など
買い出しに最適

⑧大三元
中華街に負けない
辣醤麺とカニあん
かけ炒飯がお薦め

①

②

③

④

⑤⑥

⑦
⑧

⑨乳糖製菓
下町のバームクー
ヘンを製造販売の
直営アウトレット

⑭サイゴン
マジェスティック
ベトナム料理の老舗
生春巻きソース絶品

⑩松月庵
昼はお蕎麦のセット

夜はお酒も楽しめる
創作和風料理

⑨

⑪バスモティ
カレー２品＋総菜＋
デザート＋飲物つき
990円のランチ

⑩
⑪
⑫

⑬

⑭
⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

墨田区観光協会
visit-sumida.jp/

東京商工会議所墨田支部
www.tokyo-cci.or.jp/sumida/

墨田区文化振興財団
www.triphony.com

新日本フィル
www.njp.or.jp

すみだ北斎美術館
hokusai-museum.jp

すみだモダン
sumida-brand.jp

東京東信用金庫
www.higashin.co.jp

フウガドールすみだ
www.fuga-futsal.com

⑫⑬タイランド
日本人向けのレスト
ランとタイ人向け食
材屋兼ラーメン店

久米繊維

社）墨田区観光協会理事
久米繊維三代目 iU教授

墨田区 「勝手に観光協会」 マップ

㉒MOXY cafe
マリオットのデザイ
ナーズホテル。ピン
クと黒カレーやフォー

㉓真鯛ら-めん麺魚
鯛で出汁をとる新感
覚のラーメン。スープ
を雑炊にしても旨い

㉒

㉓

…を見に来たらぜひとも訪ねたい
久米 信行 nobukume

2020/11/01
更 新 版

★START

or GOAL
☜両国

☜
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー



勝手に観光協会のメリット
【案内してもらった人】

正規の観光協会が案内するよりも面白い

ガイドに載っていないような「穴場」を

ブラタモリ的に「よりみち」しながら

「愛情とウラ話」たっぷりのトークで

地元の「達人」たちと接して交流

時には「ハプニング」まで楽しめる
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スミファ自転車ツアー＞路地裏の町工場＆名店めぐり

100 nuuiee（小倉メリヤス製造所）

岩 澤 硝 子

すみだ北斎美術館

浜野製作所



勝手に観光協会のメリット
【案内して歩く人】

自分の愛するものを愛する人に伝える喜び

驚いてくれて嬉しい＞先駆者・オタク勝負

感動してくれて嬉しい＞寂しがり・演技者

買ってくれて嬉しい＞あきんど・サポーター

広めてくれて嬉しい＞伝道者・奉仕者

101



勝手に観光協会のメリット
【地域の観光担当者】

ヨソモノ×ワカモノ×バカモノ力の超有効活用

お金がかからない＞地域イベント特別招待

人も組織も要らない＞名誉と表彰活動を

コンテンツ開発が要らない＞編集して活用

広報活動が要らない＞クチコミポータル

マップが要らない＞スマホアプリ
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観光地域づくり
地方創生のカギは

103

「勝手に観光協会」的
リーダー・パートナーを
自己増殖させること



勝手に観光協会な新しい仕事人が
地元を全国区に変える

地元の銘品名店に足を運んで味わう買う

それを身につけて贈って物語の語り部になる

ソーシャルメディアでも物語を発信する

地域のイベントやNPOに積極参加する

ソーシャルメディアで地域要人とつながる

独自の地域新企画を誰にでも話し続ける

いざ大役が回ってきたら立候補して行動する
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地元をイチバン
愛する発信者兼
ネットワーカーを
目指そう
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21世紀の新しい仕事人が
今日から「すぐやる」こと

１日１つは地元の新しい魅力を自分で探す

それをオモシロイ・カワイイ・オイシソウな写真に

１日１本Instagram→twitter＆Facebookで発信

名刺交換した全員にSNSで友達申請をする

同僚.部下はもちろん仲間全員をSNSに勧誘

⬇

１年後 365記事＋1000人友達＋100人勧誘
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Ｃ Ｓ Ｖ と は ？
Creating Shared Value

共通価値の創造
ｂｙ マイケル・ポーター教授



ＣＳＶの３要素
製 品 と 市 場 の 見 直 し

バリューチェーンの再定義

地元支援の産業集積創生



毎夏開催 。今年で 1 0年目

構想段階で主催者からＴｗｉｔｔｅｒ

Ｔシャツを創りたいと聴き面談

実はお金もコネもない状態

墨田区観光協会でプレゼン

鉄道から地元商店まで支援

アマバンドのノーギャラ出演

オー プ ン 空間で鑑賞無料

Ｔシャツや飲料販売等で収入

2019/09/14 駒澤大学

すみだストリートジャズフェスティバルとＣＳＶ経営

https://sumida-jazz.jp/sj/

https://sumida-jazz.jp/sj/


ライブアンダーザスカイ

VS.

すみだストリートジャズ

同じジャズフェス？どこが違う？



ＣＳＶ→製品・市場・バリューチェーン再定義

演奏者
プロ→アマバンド

披露する場所ない悩み
無報酬but会場費不要
ジャズからロックまで

聴 衆
マニア→通行客＋α
街角で無料チョイ聴き
アマバンドの友人親類
関係者・ボランティア

会 場
郊外→駅前・街角
駅前と近隣の公園中心
オープンで出入り自由
近隣カフェ～銭湯まで

運 営
プロ→実行委→社団
よそ者・若者・馬鹿
ボランティア・出展者
軌道に乗り一般社団に

資 金
入場料→協賛＋物販
スポンサーの広告協賛
会場テントの出展料
飲食・グッズの直販

スポンサー
大手一社→大小分散
交通・飲食など大企業
地元密着の大中小企業

地元の各種公益団体

出展者
専門業者→地元企業
地元の各種メーカー
地元の人気ショップ
地元の各種公益団体

Ｔシャツ製販
専門業者→地元企業
会場＋店舗とネット
出演・出展者専用Ｔ
毎年買うリピーター

地元支援の産業クラスター集積創生



withコロナ→テレワーク時代の

ものづくり×ことづくり×ひとづくり

１ 日本でこそ創りえるものを世界に未来の子供たちに

２ よそ者若者馬鹿者と「勝手に観光協会」してCSV

３ すぐやる×やり抜く 社会人基礎力あふれる人財を

112
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すぐやる→やり抜く→認められる
人生を自分の手で切り拓く３つの技術

すぐやるシリーズ 著者：久米信行×編集者：佐藤聖一ブログ

http://blog.canpan.info/suguyaru/

http://blog.canpan.info/suguyaru/


大原則

「見る前に跳べ」

114
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迷ったら、
失敗する可能性が高い方、
自分がダメになる方を選べ。
そうするとエネルギーが
湧いてくる

http://k-hisatune.hatenablog.com/entry/20160107
久恒啓一先生ブログ 「名言との対話」より

http://k-hisatune.hatenablog.com/entry/20160107
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Q19 

周りの反応がない

A17

社内で無視
されていることを
試しに社外で
発表してみる
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Q22 

大勢に反対されると
自信をなくす

A22

みんな同じメニュー
をオーダーしたら
自分だけ
変えてみる
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Q25 

最初は
盛り上がるが
すぐに飽きて
熱が冷める

A25

上がってよし
下がってよし
もちあってなおよし
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Q31 

消極的に
考えてしまい
あきらめる

A31

思い切り悲観的×
楽観的なシナリオを
両方味わう
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日経210301

新卒採用特集

ＤＸ革命→シンギュラリティ時代の自己実現と他人実現のために

新社会人基礎力を究めよう



新社会人基礎力を究めよう
日経210301

新卒採用特集

前に踏み出す力 考え抜く力

チームで働く力

ライフワーク志向

生涯かけ実現する夢

１０年後目指す仕事

今すぐ学ぶべき技術

就職・転職

まだ人気ない
→競争が少ない

知恵受発信のハブ

あらゆる知恵を収集

知恵を編集して発信

企画に昇華して提言

独創共栄チーム

全員が夢と理念を共有

各自が独創し才能発揮

オーケストラ型自律経営

親が勧めない
→未知の可能性

好きじゃない
→期待を超える

ＮＰＯ活動

お金より志
→本気になれる

貴重な出会い
→異業種の達人

リーダー研修
→手を挙げ学ぶ

お金を
稼いで
能力増

10人の師匠を探せ
面

談

著

書

Ｓ
Ｎ
Ｓ

勉
強
会

人生のロールモデル

夢を
実現する
ための手段

夢を
強化する
ための手段

読
書

美
術

音
楽

映
画

美
味

時空を拡げる情報収集
ＳＦ小説

古典名著

国際報道

地域観光

情報収集で
師匠探し

日々の習慣化

人生を変える哲学・方法論

師匠の
お薦め

豊かな感性・想像力

×

社内
研修 OJT

個性の 発揮と
チーム ワーク
両立で 楽しく
独創的 効率的

ＳＮＳ発信

学びは当日に
→脳と外部記憶

写真or図解で
→わかりやすく

論文or散文で
→構造的か詩的

職場・現場

休憩中の雑談
→気軽に話せる

会議中の発言
→最初に挙手

新事業企画
→積極的に提案

学びをシェア
考えを提案

１日最低１つは
学び・感動して
発信する

「夢」を繰り返し語り続ける
→実現したい事業・商品・サービス案

3日3か月3年の壁
10年＝1万時間の法則

共感する仲間が増える

社外で

師匠仲間ファン

社内で

上司同僚部下

日々の仕事も創意工夫
努力怠らず実績上げつつ

サブスクで

文化芸術

チーム候補が
集まる

相互尊重

エニアグラム
→互いを知る

コーチング
→能力引き出す

ファシリテート
→合意形成

ネット活用

テレワークOK
→場所の拘束少

Z00M+PG管理
→時間の拘束少

ＳＮＳで交流→

もっと仲良し

新しいリーダーシップ

自由と
規律



新たな「志」を持った
「２１世紀型人財」を目指そう

社畜
↓

独立自尊
↓

独創共栄

理財
↓

経世済民
↓

修郷福民

唯物
↓

和魂洋才
↓

和魂和才
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私は失敗した
ことがない。
ただ、1万通りの、
うまく行かない方法を
見つけただけだ。

http://iyashitour.com/archives/28321

http://iyashitour.com/archives/28321


狂信力
×

継続力
=

縁×運×勘



地球でイチバン

○○な企業と

◎◎な仕事人を

目指そう
126



働くように遊ぶ人

遊ぶように働く人が

２１世紀型仕事人
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未来企業とは 「８つの定義」
百年後にも通じる
夢と理念を掲げて
みんなをときめかせる会社

そこでしか創れない商品や
味わえないサービスを
考えて磨き続ける会社

成長よりも 共生を目指し
株価よりも笑顔を
大切にする会社

さりげない佇まいや
社員の所作言動に
美しい社風を感じる会社

先端技術を生かしつつも
昔ながらの手仕事や対話も
大切にする会社

もの言わぬ自然や
かよわき人たちにも
心配りをして思いやる会社

地域に根ざし末永く愛されて
持続的に発展する
未来の老舗企業

多様な人財の個性と可能性
を引き出し恊働の喜びと
幸せを最大化する会社
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今日の素敵なご縁に深謝

地域のため自分のため

幸せに生きてゆく道を

共に歩んで行きましょう

facebook nobukume
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＜連 載＞
日経産業新聞SmartTimes

＜書 籍＞
「メール道」 「ブログ道」

(NTT出版)

「すぐやる技術」「やり抜く技術」

「認められる技術」

「３３のエール」
（日本実業出版社）

「ビジネスメール道」
（中継文庫）

「コミュ力の鍛え方」
（宝島社）

「仕事と人生が同時に

上手くいく人の習慣」
（青春出版社）

「入社３年目までの仕事術」
(PHP研究所)

「ピンで生きなさい」
（ポプラ新書）

「すぐやる人の出会う技術」
（かんき出版）

ご清聴ありがとうございました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
久 米 信 行 https://www.facebook.com/nobukume

https://www.instagram.com/nobukume/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
iU 情報経営イノベーション専門職大学 教授 https://www.i-u.ac.jp/
久米繊維工業株式会社 取締役相談役 https://kume.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著書一覧 【amazon 著者ページ 】http://amzn.to/ohUO9Z
連載コラム【日経産業 SmartTimes】https://tinyurl.com/nikkei-kume
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
多摩大学 客員教授 / 明治大学 講師 / 社会貢献支援財団 評議員
東京商工会議所 墨田支部 副会長 / 墨田区観光協会 理事
新日本フィルハーモニー交響楽団 評議員 / 日本舞台芸術振興会 評議員


