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レボックス株式会社

「光で未来を変えてゆく」
インの仕事だった。先輩社員から脈々と続く顧客とメーカー
の間で調整する仕事をする中で、やりがいはあったが本当に
顧客に役立ち、喜ぶ仕事をしているのか疑問を感じる日々を
送っていた。そして、フィンランドの集成材製造メーカーに
転職したが、フィンランドのヨエンスーへ出張している最中
に倒産。入社してわずか半年のことだった。「何か人の役に
立つ事がしたい。」帰国の飛行機の中で起業を決断。それは
2000年12月のことだった。そして、2001年1月4日に起業。
1月16日から開催された国際建築資材・建築システム・改築専
門見本市(BAU)2001の会場ミュンヘンへ飛んだ。環境にやさし
い人が求めている商材を探した。三層ガラス窓・塗料・ＬＥ
Ｄなどの商材と出会う。そして同年、同じ頃ＬＥＤ関係で起
業していた現在の代表取締役ＣＴＯである三留氏と出会うこ
とになる。2005年からオフィスを一緒に仕事を始めた。会社
の柱として選んだものはＬＥＤ応用製品だった。この二人の
営業力と技術力を融合させたレボックス株式会社が誕生した
のは、2008年の7月だった。

【事業紹介】

画像処理用・産業用・基礎実験用・建築用ＬＥＤ照明光源
及び電源の設計・開発・製造・販売。
●光が持つ特性を理解し、あらゆる生産現場において発生し
ている照明や光に関する問題を迅速に解決する。
●レーザー、ＬＥＤ等、光源の最適なアプリケーションを設
計・開発。
現在、取引の80％が検査装置関係、15％が建築用そして5％
が医療用である。
また同社では、光応用のシーズを探す為に、大学と連携を
図り、若手研究家の支援を開始した。

【これからの夢または目標は？】

【代表プロフィール】

“光で未来を変えてゆく。”社長をはじめ、全スタッフの名刺
に書かれている言葉である。
光は色々な可能性がある。食もしかり。鎌田社長は輸入に
頼る日本の食に疑問を投げかけている。「自給自足できる日
本の農業であってほしい。」と畑を含めた植物工場など多角
経営を模索している。
不安は常にあると言う鎌田社長だが、起業時に見る驚くば
かりの行動力は、これからも私たちを驚かせるに違いない。

今、食べることの楽しさ、大切さを身に染みて実感している。

最後に、SIC-3に入居して感想をお聞きしました。
「ここは、風水がバッチリと、取引先の社長に褒められまし
た。思っていたよりも暖かいし、オフィスや食堂を含め使い
かってがいいですね。」

左上より

舘岡 進さん 鎌田 英洋さん（代表取締役 CEO）
高橋 徹さん 鈴木 昭次さん
吉山 由希乃さん 松澤 彩子さん
本海 朋子さん
梅澤 芳弘さん
岩田 尚美さん
廣瀬 進志さん
青木 克巳さん
神宮司 眞人さん
井上 達也さん
ジェームズ 林さん

レボックス株式会社
代表取締役ＣＥＯ 鎌田 英洋（かまだ ひでひろ）39才
北海道美瑛町（びえいちょう）生まれ 町田市在住
※今回は、ＣＥＯの鎌田さんにお話をお聞きしました。
代表取締役ＣＴＯ 三留 正浩（みとめ
神奈川県川崎市生まれ 町田市在住

【起業しようと思ったきっかけは？】

まさひろ）38才

大学卒業（環境工学専攻）と同時に北海道から東京都中央区
にある産業用機械専門商社へ入社。ここでの4年間は、顧客の火
力プラントを安全運用できる定期点検での修繕・補修提案がメ

レボックス株式会社
SIC-3 3315
TEL:042-786-0371
URL: http://revox.jp/
今回写真に掲載されなかった方々
三留 正浩さん 高橋 和佳子さん

中山 貴砂子さん

山口 裕之さん

ご案内
ご案内

ご報告
ご報告

天然酵母ベーカリー「カリメーラ」

SIC-３の竣工式について

SIC-1・2 での販売について

平成 24 年 1 月 17 日（火）
「SIC-3 イノベーション・ラボ」
の竣工式が行われました。
加山俊夫相模原市長を始めとして、行政、議会、地域か
ら 100 名を超える皆様にご参列頂きました。また、たくさ
んの皆様からお祝い、ご祝辞を頂き、大変感謝いたしてお
ります。改めまして、御礼を申し上げます。

入居企業の皆様へご案内
２月の販売予定日 in SIC-1・2
かわせみの家

http://17.ocn.ne.jp/kahasemi/
なくなり次第終了です。

９日 （木）

クッキーやケーキを販売します

2 月より、相模原市中央区清新にてお店を開いている自家製
天然酵母ベーカリー「カリメーラ」さんが SIC-1 と 2 の間の通
路に、毎週金曜日に出店することになりました。
酵母はレーズンから起こした自家製天然酵母。小麦粉は国産
の南部小麦粉。その他、砂糖・塩・バターなどの素材もこだわっ
て吟味したものばかりだそうです。
2 月 3 日（金）から販売スタートです。
営業時間は 11：45 〜 13：00 までの予定です。
外はパリッと、中はモチモチの天然酵母パンを、ぜひご賞味
ください。
＜パンの一例＞他にもいろいろな種類があります

営業時間 11 ： 30 ～ 13 ： 00

かわせみの家では、毎週火曜日と金曜日にお弁当の配達をし
ています。（４５０円。大盛り５００円）
クリームパン

ご注文は、当日の朝１０時まで受付しております。

URL：http://e-sagami.jp/karime-ra

TEL：042-783-1333
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フィッシュサンド

経理：1 月源泉税・地方税納付、給与計算・試算表作成

31

1

6

7

8

会議室 4 月分
予約受付開始

「カリメーラ」さん出店日
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経営塾

11 建国記念の日
SIC-2
SIC-1 ・ 2
シャッター点検 エレベーター法定点検

＊SIC-1
エレベーター点検
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TEL：042-750-1949

「かわせみの家」さん出店日

【今月の経営スケジュール（３月期決算の会社参考）
】
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＊ エレベーター点検 9 ： 30〜11 ： 00 の間はご利用になれません。
＊＊ 揚水ポンプ点検 13 ： 30〜14 ： 30 の間は断水します。

1

会議室 5 月分
予約受付開始

お問い合わせは 生井 （内線 1116） まで
SIC の WEB サイトでもご覧頂けます。

中嶋社長のつぶやき

No.13

【少しお話してもいいですか？・・・中嶋 隆】

「リーダーシップ」と「フォロワーシップ」

リーダーは、フォロワーを支援し、フォロワーはリー
ダーを支援する。この関係性から組織が回り始める。組
織内で批判し合っていても何も生まれない。まずは、経
営幹部の信頼関係が基本になるのではないか。このテー
マは奥深い。引き続き考えていきたい。

第二象限

第一象限

実行者

パートナー

第四象限

第三象限

従属者

個人主義者

批判（高）

批判（低）

最近、リーダーシップに関しての議論や論評が多くな
っているように感じている。今年は、1月の台湾総統選挙
に始まり、世界の各国で大統領選挙などが予定されてい
る。また、災害に直面した際のリーダーのあり方。経済
環境が大きく変わる局面での企業経営での決断など、リ
ーダーをめぐる議論をすることが多くなっている。
しかし、リーダー1人だけでは、組織は動かない。必ず
リーダーを助ける役割である参謀やサポーターが必要で
ある。大きな組織になればなるほどフォロワーの役割が
重要となる。この議論は、あまり聞くことができない。
『ザ・フォロワーシップ』の著者アイラ・チャレフ氏
は「たいていの人は、状況によってリーダーにもフォロ
ワーにもなりうる。」「当然ながら、リーダーだけで成
り立つ世界は存在しない。」「フォロワーを無視してリ
ーダーを考えるのは、生徒を無視して教師について考え
るようなもの。」「どちらも大切な存在である。」と述
べている。
さらに「どうすれば機能しないリーダーシップを批判
するだけに終わらず、リーダーシップの育成に貢献でき
るのだろうか。」と問題提起している。
ならば、フォロワーは誰のために働くのか。「”フォロ
ワー”は、”部下”と同義語ではない。部下は上司の指示に
従って動くが、上司の味方とはかぎらず、実際には敵か
もしれないし、敵味方のどちらでもないかもしれない。
一方、フォロワーはリーダーと目的を同じくし、組織が
成し遂げようとしている目的の正当性を信じ、リーダー
と組織の成功を願い、目的を達成すべく精力的に働く。」
「リーダーとフォロワーは共通の目的を中心にしてまわ
る行動集団である。」
「目的を達成しようとする組織にとって、フォロワー
はリーダー同様、頼りになる世話役であり、その対象に

はリーダーも含まれる。リーダーがフォロワーの世話を
するのと同じくらい、フォロワーもあらゆる面でリーダー
の世話をする。」「リーダーや利害関係者の為でなく、
自分のことだけに働くとしたら、それはフォロワーでは
ない。組織のエネルギーを吸いとって、自らの目的のた
めに使おうとする利己主義者である。」
「リーダーシップとフォロワーシップが、どちらもス
チュワードシップ（世話役としての責任と奉仕の精神）
に満ちていれば、忠誠心は組織の目的と利害関係者に正
しく向けられることになる。利害関係者には、組織の行
動によって影響を受ける原則や人間、環境が含まれる。」

（フォロワーシップの詳細は次表参照→）

私の好きな漢字
私の好きな漢字

【 株式会社テクニカルエンジニアリングサポート 菅原 美穂 さん】

このコラムでは、SIC入居企業スタッフの皆様を紹介し
てまいります。
今月号ではSIC-2 701号室に入居されている、株式会社
テクニカルエンジニアリングサポートの菅原さんにイン
タビューしました。

「『仕事』はヒトとヒトのつながりが大事だと思って
います。そのためにマイナスなスタートでは無く、前向
きな接し方が出来るように、出来るだけ『笑顔』でいた
いと思っています。それに、何より笑うことが好きなん
です。」と話してくださいました。

(株)テクニカルエンジニアリングサポートは、「熱意
を尽くし、誠意を尽くし、創意を尽くし、情報処理産業
の一端を支援する」という経営理念の元、ソフトウェア
開発を主に行っています。昨年は「相模原市トライアル
発注認定制度」に同社製品「eureka! Nets（社内SNS）」
が認定されました。
その中で、菅原さんは総務・人事業務及び、システム
営業部を兼任されています。「主に『社員』と『会社』
と『お客様』を繋ぐ仕事です」と説明して下さいました。

終始笑顔で受け答えくださった菅原さん。お話を伺っ
ているこちらも自然と笑顔になり、笑顔の効用を実感し
ました。

好きな漢字は『笑』。
「笑う門には福来る」を信じ、できるだけ「笑顔」で
いるように心がけているという菅原さん。
笑うことの効用として①気持ちがすっきりし、心を和
ませ、とても元気を与えてくれる。②人間関係の潤滑油
になる。③健康にも良い効果があると言われている（NK
細胞活性化によるガンの予防と治療など）。 これら3
つを挙げてくださいました。

㈱テクニカルエンジニアリングサポートの
カラーは青。「TES Blue」というそうです。
若手芸人のお笑いを見るのが大好きという
菅原さん。先日もルミネ the よしもとに同僚と
お笑いを観に出かけたそうです。

（前頁より続く→）

＜フォロワーシップのタイプ＞
実行者

パートナー

・頼りになる
・協力的
・気が利く
・賛同する
・擁護する
・チームを重視する
・従順である
・権威を尊重する
・リーダーの見解を補強する

従属者

・目的に導かれる
・使命を重視する
・冒険的
・人間関係を育む
・自分と他者に責任を課す
・デリケートな問題に立ち向かう
・長所と成長に重点を置く
・権力と対等の関係を築く
・リーダーの見解を補完する

個人主義者

・ただ存在している
・利用できる
・予備の人手
・特殊技能の持ち主
・中立的
・第一の興味はほかにある
・最低限の義務は果たす
・第三者に不満をこぼす
・権力者の注目を避ける

・対立的
・率直
・怖いもの知らず
・独自の考えを持つ
・現実主義
・不遜
・反抗的
・孤立しがち
・権力を恐れない
参考資料：『ザ・フォロワーシップ』
アイラ・チャレフ著 野中香方子訳
2009年11月 ダイヤモンド社

山本のめし屋レポート

台湾家庭料理 「亜味庵

（アジアン）」

橋本駅北口に台湾発見。

台湾家庭料理「亜味庵（アジアン）」は住宅街の真った

だ中、戸建て住宅の一階がお店です。

台南と台中出身のご夫妻が切盛りする、小さくていい感

じのお店です。家でお母さんのご飯を食べているような気
分になります。

今回は 11 月の台湾ビジネスマッチングに参加したメン

バー 8 名で楽しくやってきました。

エビチリ、切り干し大根が入った台湾風卵焼き（菜脯蛋）、

大きなタイ一匹使った香味揚げ、ひまわりスープなどたっ
ぷり食べてきました。どれも、あっさりとした上品な味。

会社の仲間と、お客様とアットホームな感じを存分に楽

しんでください。

■所在地 〒252-0143 相模原市緑区橋本 5-28-19 ■℡

編集
後記

042-773-3301 ■営業時間 火〜土 11:00-14:00 ／ 17:00-21:00

日 13:00-21:00 ■定休日 月曜日

暦の上では春を迎えました。この冬はとても寒いですが、寒波も峠を越えたとのこと。
冷たい風に身を縮めて歩く毎日ですが、ふと目をあげると、木々の枝に新芽や花芽の小さく固いつぼみがついています。
とはいえ、本当に暖かくなるのはまだまだ先になりそうです。体調管理にお気をつけください。

三露

★ご意見・ご感想をお待ちしています。（株）さがみはら産業創造センター（SIC) 〒252-0131 相模原市緑区西橋本 5-4-21
電話 :042-770-9119 FAX:042-770-9077 ホームページ：http://www.sic-sagamihara.jp E-mail: koho@sic-sagamihara.jp

