を入れている︒供給の４割以

発するプライベート商品に力

画からでデザインまで自社開

広げる狙いとして一般の方の

県に
﹁プロノ宇都宮西川田店﹂ 来店しやすい店舗づくり︑陳

そしてこの３月１日には栃木
列方法などを工夫し︑知名度

北海道を中心に店舗展開して

ノ﹂に変更した︒その店内を

店を同時にオープンさせる︒ の高かった店名までも﹁プロ
いる︒

ての地位も確立したいとして

上を目指し商品メーカーとし

﹁プロノ宇都宮テクノ店﹂
の２

いる同社だが東北︑北関東︑ 見渡すと一見普通の衣料品店

長の父︑篤氏が札幌で創業し

同社は１９７５年︑武居社

大させたい考えである︒

北信越なども早期に店舗を拡

や若いお客様など一般の方々

並び﹁おかげさまで家族連れ

ァッション性の高い作業服が

と見間違うほどカラフルでフ

株式上場準備を進めてい る︒

店︑売上２千億円を目標に︑

店︑東北 店︑全国で８００

全国展開を掲げ北海道

トーである︒その精神をベー

入れている︒

︵札幌︶

その先には海外進出も視野に

減する中︑ 年社長に就任し
スに積極的な事業展開を行っ

とが納得できる︒

た秀幸氏は自らの会社の生き
ているが︑大きな市場を前に

がスタート︒その後︑作業用

た靴店﹁ハミューレシューズ﹂ も多くなりました﹂と言うこ

残りをかけ︑店舗形態などの
しても︑自らの強みを発揮で

﹁お客様第一主義﹂
は︑創業

作業服︑作業用品販売﹁プ
改革を実施した︒農業や建設
きない分野には手を出さない

当時から変わらぬ同社のモッ

ロノ﹂を展開するハミューレ
業以外にも客層を広げるた
という慎重な経営姿勢もある︒

を開業︒しかし公共投資が激

︵武居秀幸社長︶
は︑北海道で
め︑
一般の人々にプロ用品を紹
現在︑〝他社との差別化︑新

品の店﹁ワークショップ光成﹂

店︑
宮城５山形２岩手１
︵１
介するフリーペーパー﹁てま

ど︶／橙＝免疫力アップ︵ニ

鈴木あさみ氏の協力を得て︑ 菜︑ほ う れ ん 草︑明 日 菜 な

ジーミキサー﹂を使えば︑簡

ープブレンダー﹂と﹁スムー

／緑＝デトックス効果︵小松 ﹁ファイトケミカル﹂も︑
﹁ス

より美容と健康の効果の高い

単に摂ることができる︒

ベリー︑ブラックベリー︑プ

まずは付属の冊子︑鈴木あさ

プ︑スムージーも作れるが︑

自分だけのオリジナルスー

ンジン︑かぼちゃ︑みかんな

これは野菜やフルーツの持つ

ルーンなど︶／黄＝疲労回復

ムージー﹂を提唱している︒ ど︶／紫＝老化防止︵ブルー

﹁カラースープ﹂
︑
﹁カラース

色に注目し︑それらの栄養と

グレープフルーツなど︶に対

レシピ﹂を一読することがお

カラーセラピーを融合させ︑ ︵ パ パ イ ヤ︑パ イ ナ ッ プ ル︑ み監修﹁キレイを作る５色の
ダイエット︑肌荒れ改善︑健

不足している野菜やフルーツ

﹁カラースムージー﹂
の５色

など︶に対応︒

るといわれ

がアップす

︵本部︶
すすめだ︒
カロチンや

一方︑β

応している︒

アントシア

を気軽に美味しく摂取できる

る植物由来
マト︑スイカ︑イチゴなど︶ の化学物質

の効果は︑赤＝美肌効果︵ト

と好評だ︒
同社ではファームマエスト

70

康向上などで今︑注目されて
﹁カラースープ﹂
の５色の効

ニ ン な ど︑

いる手法である︒
果 として は︑ 赤 ＝ 美 肌 効 果

疫力アップ

︵トマト︑赤唐辛子︑イチゴ

宏会長︶は︑温かい野菜スー ︵ニンジン︑かぼちゃ︑とう

やアンチエ

野菜やフル

もろこしなど︶／黒＝アンチ

など︶／緑＝デトックス効果

エイジング︵ひじき︑黒豆︑ イ ジ ン グ︑

ーツに多く

プが簡単に作れる﹁スープブ

デトックス

︵キャベツ︑ほうれん草︑枝

レンダー﹂と野菜スムージー

黒ごまなど︶／白＝ほかほか

含まれ︑免

が作れる﹁スムージーミキサ

などの作用

豆など︶／黄＝免疫力アップ

ー﹂
を発売した︒両商品とも︑ 効果︵かぶ︑大根︑にんにく

㈱シービージャパン︵青木
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ロ協会理事長で料理研究家の

月末現在︶の店舗を構えてい

ハミューレ
シービージャパン

しい市場の創造〟を狙い︑企

〜プロの使う作業着、作業用品を一般の方々に〜

る︒３月に岩手北上に１店︑ ひま﹂を創刊︒さらに客層を

北海道札幌市東区北34条東14丁目1-23
☎011-712-8300
http://www.hamure.co.jp
東京都足立区梅島2-18-2
☎03-5888-1051
http://www.cb-j.com

京

経済界倶楽部

東

氏

株式会社
Ｃ・Ｓ・Ｒ
代表取締役社長

天野 智仁

京

鍾柱

代表取締役社長

田

福

岡

氏

株式会社グローバル
ネットプランニング

代表取締役

伊藤 圭史

会員の横顔

同社はモノがあふれかえっ 空間演出﹂を様々な店舗︑施

学で研究開発された確かな健 で強い絆を築くことができる

創業者でもある天野社長の 康食品の卸売業︑通販業を軸 ことで大きく注目されてい

理念そのままに︑職場は厳し に︑新規事業として独自の香 る︒今春より︑新たに東京事

岡

プトを訴求する﹁香りによる を目指していく方向︒

福

氏

株式会社
メディエイター

代表取締役

黒木 英隆

﹁中古パソコン市場
︵店舗︶
﹂ にＰＣ環境を再構築する事

景気回復に伴い︑建設・飲 の全国展開やパソコンの全国 業︒同社はマイクロソフト社

Microsoft Authorized

いづ﹂など︑様々な業態の店 め︑収益性を高める計画だ︒ して︑ＯＳの切り替えと同時 古パソコンの販売実績がある︒

り源治﹂
︑うなぎ・そばの﹁に らの相談案件が減っているた ドウズＸＰサポート終了に際 により︑年間６万台以上の中

る﹁ながさき﹂や﹁炭火やきと 売却を希望する地方の地主か いるのが︑４月９日のウィン 選ばれている︒同プログラム

事業では︑長崎料理を提供す ている︒地価の上昇で不動産 そして今一番成長を期待して 事業者として︑西日本で唯一

︵ＭＡＲ︶
プロ
展開︒建設事業では店舗の改 産を取得︑リノベーションを フトバンクショップの運営︑パ
Refurbrisher
修工事を手掛けており︑飲食 行い︑収益物件として販売し ソコン教室の運営を行う同社︒ グラム﹂の正規認定再生ＰＣ

おける不動産の売買・仲介を 動産事業では︑首都圏の不動 ー︑システムの開発・販促︑ソ ス﹁

力の不動産事業では︑地方に 食の両事業が好調に推移︒不 通販︑サポートコールセンタ の中古パソコン再販ライセン

の３事業を手掛けている︒主

同社は不動産︑建設︑飲食 舗を都心で運営している︒

氏

日本新都市開発
株式会社

東

ンフラ診断事業を中核に４つ ている︒

オフィス移転支援事業︑イ い中にも温かい笑顔があふれ りで嗅覚からブランドコンセ 業本部を立ち上げ︑全国展開

ている︒

とに︑積極的に営業を展開し

京本社を含め３つの拠点をも 企業を目指す︒

年は関西にも進出︒現在は東 し︑お客様と一緒に成長する 指している︒事業内容は︑大 される︒結果︑感情的な部分

は︑着実に業績を伸ばし︑昨 ある︒協調性と積極性を追求 提供できる最先端の企業を目 の店舗や施設が印象深く記憶

２００７年に創業した同社 のが︑人と人とのつながりで し︑新たな価値観を創造し︑ を使う手法はお客様の中でそ

く働けるいい会社﹂を目指し︑ 社が何よりも大切にしている た現代社会を多方面から視察 設などに提案している︒香り

﹁みんながもっと気持ちよ の事業を手掛けているが︑同

【生年月日】1982年7月18日
【出身地】福岡県久留米市
【趣味】音楽、ゴルフ
【座右の銘】思考は具現化する
【会社概要】フレグランス拡散機器の販売・レ
ンタル
【所在地】福岡県福岡市南区高宮5丁目3-9-7F
【HP】http://www.gnp-group.jp

【生年月日】1967年5月15日
【趣味】サーフィン、ギター
【座右の銘】天は言葉を持たない（中村天風）
【会社概要】パソコンおよびパソコン周辺機器
の販売、買い取り
【所在地】福岡県福岡市中央区大名2-9-35
【HP】http://www.mediator.co.jp

「プロノ」全国展開の布石として
東北での店舗を拡大
美しく健康的なカラダは
毎日の5色のスープ、スムージーから

【生年月日】1981年9月9日
【出身地】東京都杉並区
【最終学歴】杉並工業高等学校
【趣味】サッカー、フットサル、トレーニング
【会社概要】オフィス移転支援事業、インフラ
診断、通信サービスの販売、情報通信端末
機器販売・施工・保守
【所在地】東京都豊島区池袋2-54-3
【HP】http://www.csresolution.jp

【生年月日】1972年1月3日
【出身地】東京都
【会社概要】不動産業、建設業、飲食業
【所在地】東京都港区南麻布1-5-32
【HP】http://www.nihonshintoshi-group.
com

………………ビジネス最新情報………………
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商品情報

40
プロノ山形西店

「スムージーミキサー」
（サイ「スープブレンダー」
（サイズ：
ズ：幅13.2×奥行き13.2× 幅26×奥行き19.5×高さ40cm、
高さ39cm、
容量：570mL） 容量：1.2L）

平成26年3月5日
（第三種郵便物認可）
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