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第 2662 回例会 
2011 年 11 月 11 日(金)12 時 30 分から 13 時 30 分 

司会者：成田孝則君 
ソング：手に手つないで 四つのテスト斉唱 
卓上花：チュ－リップ ナデシコ 
ゲスト：恒川憲一君（安城） 
    安藤竜二様 ブランディングプロデューサー 
ﾋﾞｼﾞﾀ-：なし 

 
出席報告 

出席委員会：内藤教恵君 
会員 57 名 出席義務者 44 名 出席 30 名 欠席 14 名 
内出席免除者の出席 10 名 出席率 74.07％  
修正出席率 10 月 28 日第 2660 回例会 94.44％ 
 

会長挨拶  会長 沓名俊裕君 

    

（連絡事項等） 
１． 本日は２０１１年１１月１１日で、１が６つ並んだ珍し

い日です。美術家の横尾忠則氏はニュ－ヨ－ク近代美術

館、ボストン美術館をはじめ国内外１００以上の主要美

術館に作品が収蔵されています。その横尾氏がこの１が

並ぶ珍しい日を記念して発表したポケットチ－フにもな

るメガネ拭きをデザインしましたので、皆さんにプレゼ

ントします。 

  横尾忠則氏デザインメガネ拭き 
２．安城ＲＣ事務局員の 1 名増員を決定し採用者が決まりまし

た。＜臨時理事会＞  本間育子さん（安城市） 

 
 
 
 

ご案内 
１１月１９日、２０日 地区大会 

１１月２３日 ガバナ－補佐杯ゴルフコンペ 

１２月２５日 会員家族親睦例会（クリスマス家族会） 

 

３．１１／１２（土）第２１回安城福祉大会開催 
  副会長 石川博君出席  
４.その他 

 ・１１／９（水）俳句同好会 土筆にて 

    

 ・会員の磯貝廣治君の会社が新聞紹介されました。 
（あいさつ） 

本日の元気印企業の紹介は、「リニアが日本経済を変える」

と題して、東海旅客鉄道株式会社です。今月２０日（日）に

開催されます地区大会の記念講演の講師が、須田寛（すだひ

ろし）氏（東海旅客鉄道株式会社相談役）で、演題は「観光

とリニア中央新幹線」です。 

そこで、本日は、リニア中央新幹線を中心にお話を進めま

す。 

東海旅客鉄道㈱の現在の社長は、山田佳臣氏（やまだよし

おみ）氏（６２歳）です。同社は２０１１年３月期現在、時

価総額１兆４，１９０億円、売上高１兆５，０３０億円、営

業利益３，４９３億円を計上しています。同社の前身は旧国

鉄で、１８７２年新橋-横浜間で鉄道を開業したことに始ま

ります。１８８９年には東海道本線が東京-神戸間で開通し

ています。１９８７年に国鉄民営化により、東海旅客鉄道㈱

が設立され、初代社長に須田寛氏が就任しました。 

 同社は、リニアが日本経済を変えるとして、リニア中央新

幹線の実現に社運をかけています。１９６２年にはリニア開

発をスタートしています。１９６４年東海道新幹線が東京-

新大阪間で開通し、東京-名古屋間の所要時間は最速のひか
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り号で２時間３０分でした。２００７年のぞみ７００系

は東京-名古屋間を１時間４０分で走ります。２０２７年

開業予定のリニア中央新幹線では品川-名古屋間の所要

時間は、たったの４０分です。品川から大阪までは１時

間です。 

  9ﾍﾟｰｼﾞ8ﾍﾟｰｼﾞ

リニア実現のスケジュールリニア実現のスケジュール

２０１１年２０１１年 ２０４５年２０４５年２０２７年２０２７年

品川

２０１５年２０１５年 ２０２０年２０２０年 ２０２５年２０２５年 ２０３０年２０３０年 ２０３５年２０３５年 ２０４０年２０４０年

品川――名古屋名古屋
工事着工工事着工

建設指示建設指示

品川品川――名古屋名古屋
営業開始営業開始

品川品川――大阪大阪
営業開始営業開始

１６年後１６年後 ３４年後３４年後

５０歳５０歳 ６６歳６６歳 ８４歳８４歳

６０歳６０歳 ７６歳７６歳 ９４歳９４歳

その時その時 何歳？何歳？

所要時間所要時間 ４０分４０分
所要時間所要時間 ６０分６０分

２０分 ４０分 料金１１，５００円

２０２７年頃２０２７年頃
品川品川――名古屋名古屋

２０４５年頃２０４５年頃
全線営業開始全線営業開始

名古屋駅

中津川市
甲府

相模原市 品川駅

３大都市圏の一体化３大都市圏の一体化
--６０分圏内に約７０００万人６０分圏内に約７０００万人--

飯田市

所要時間所要時間 ６０分６０分

経済効果経済効果

約１０．７兆円約１０．７兆円
経済効果経済効果

約１６．８兆円約１６．８兆円

名古屋名古屋――東京東京 約１００分約１００分
１０，０７０円（のぞみ１０，０７０円（のぞみ 自由）自由）  

 現在想定されている料金は、１１，５００円（品川-

名古屋）で、現在運行されているのぞみ（自由席）名古

屋-東京間１０，０７０円と比べても決して高くありま

せん。 

 １６年後の開業時には、現在６０歳の方は７６歳で

す。大阪までの延伸は、３４年後の２０４５年になりま

すので難しいかもしれませんが、ぜひリニアで品川まで

乗りたいものです。 

 リニア開業による経済効果は、品川-名古屋間で約１

０．７兆円、品川-大阪間で約１６．８兆円が見込まれ

ています。 

 本日のまとめは、「時代は変わる。リニア大都市圏出

現！」とします。 

 

幹事報告  幹事 永谷文人君 
＊例会終了後ガバナー補佐杯実行委員会を行います。 

＊12/2（金）年次総会を開催いたします。委任状を往復

はがきにて郵送いたしましたので、当日欠席されます

方は返信お願いいたします。 

＊11/19（土）.20（日）開催の地区大会のプログラム・

名札をお配りいたしました。当日の交通手段を幹事ま

で連絡ください。両日欠席の方はプログラムをお持ち

帰りください 

 

委員会報告 
・親睦活動委員会 委員長 横山真喜男君 

１２月２５日 クリスマス家族会を名古屋マリオッ

トアソシアホテルにて開催します。 
ふるってご参加を！ 

 

ニコボックス報告 近藤裕保君 
本日のニコボックスメッセージの紹介 

 

卓 話 
・テーマ：「三河を世界に発信するサムライブランド」

・担当者：恒川憲一君（安城） 

・卓話者：安藤竜二様 ブランディングプロデュ－サ－

 
恒川憲一君 

  
安藤竜二氏をご紹介します。安藤さんは株式会社

DDR 代表取締役社長でブランディングプロデューサー

です。 
 １９７１年、愛知県岡崎市生まれで、１９９３年岡崎

の老舗木材会社に入社し、作業員からスタートして営業

マンになり、値段ではなくストーリーやこだわりで売る

中小企業だからこそできるブランディング技術を創造

しました。 
 現在はフリープロデューサーとして２００６年ブラ

ンディング・カンパニー株式会社 DDR を設立し、２０

０７年１月にサムライ日本プロジェクトを立ち上げて

おられ、日本各地の地域の老舗こだわり企業や商品をブ

ランディングする活動を精力的に行っておられます。２

０１１年、月刊ビジネスチャンス「日本を変える起業家

100 人」に選ばれています。 
また、本業の傍ら２００９年４月からラジオ放送局

FM AICHI「R-STYLE SHOP」にてパーソナリティを

務めておられます。著書に、『 地元の逸品を世界に売り

出す仕掛け方‐「知る人ぞ知る」を「カネのなる木」に

変える‐』（ダイヤモンド社）があります。 
 

安藤竜二様 

        
（ＤＶＤ放映） 
冒頭ＤＶＤを放映し、安藤竜二氏の仕事の流儀を紹介

されました。 
キ－ワ－ドは、 
『安藤の仕事は依頼者の社長との握手から始まる。』

『サムライはサラリーマンから学ぶ。』 
『人は値段でなく“こだわり”でものを買う。』 
『値段は商品の価値を映す鏡だ。正当に評価すること

が大切だ。』 
『中小企業（の社長）はスピード感がいのちだ。』 
 



 
（卓話） 
八丁味噌は、仲間の太田油脂さんが説明できるように

しようよ。自身の会社を一緒の仲間が正しく説明でき

る。これが“サムライニッポンプロジェクト”です。２

社３社複数社が集まり、各社の商品や企業の特色を、仲

間の会社の社長が正当に人に伝えられることから、地域

ブランド作りの仲間作りからスタ－トし、現在では全国

６地域でそのプロジェクトが立ち上がっています。 

        
ブランド（ブランディング）とは？ 

このような言葉や表現は２０年前には誰も言わなかっ

たように思います。 
ブランドとは『消費者との約束の証』です。そして、

ブランドとは『ぶれないこと』です。 
約束をする相手はどんな会社にもあります。また、す

べての会社は自社の技術力、品質、社長の人間味などを

消費者へ伝えたいのです。貴社のロゴマークは、味、瓶

の形、店の中の雰囲気、香りなどを見ただけで想像させ

ます。これはすごいことです。マックの“Ｍ”を見たら、

“ＣｏｃａＣｏｌａ”を見たら、・・・。ロゴマークを

見ただけで、商品の味、香りなどを想像してしまいます。

自身の会社では当たり前が、ひょっとしたらすごいこ

とかもしれない、ということに経営者や生産者は気づこ

う。 
 私の会社では、黒い封筒、黒の名刺、黒のホームペ－

ジと黒を基調色にしています。ただ、黒い封筒は字が書

けないことに気がつきましたが、でも目立ちます。 

   
 ある方が言いました。ＤＭは受け取り見た瞬間に、０．

３秒で必要か不要か判断され捨てられる、そうです。 
 また、私の知っている会社で、同じ会社なのに名刺が

５種ありました。社員が思い思いに名刺を作っており、

この会社はどんな会社か想像できません。これはいいこ

とでしょうか？社員ですら自分の会社の特徴をいくつ

も想像できてしまうのでは、約束相手の消費者は分かり

ません。自身の会社の印象をどう伝えるか、自社のイメ

－ジを連続して伝え続けること！、が重要です。 

また、自社の商品のターゲットは誰か。３０歳代女性

＋地方に住んでいる＋だんなの年収はこのくらいの家

庭・・・・・。 
とことん突き詰めることが、中小企業にとって最も重

要なことです。 
マックは１００人いれば１００人をターゲットに営

業展開するから、莫大な広告料をかけなければなりませ

ん。１００人の中で１人に伝わればいいのではないか。

 私たち“サムライニッポンプロジェクト”では、会社

説明を１００字、商品のこだわりを７５字で表現するこ

とをしています。それもその説明文は簡単なことばで、

中学生が分かることばで。 
 現在、中小企業の元気な社長を招いてＦＭ放送の番組

を２年半続けていいます。というより、番組が続いてし

まっています。元気な社長はいっぱいいます。 
 やれない言い訳をしない。それは、ただやってないだ

けです。皆さん、１％でいいから、チャレンジしましょ

う。 

 

波及効果

安藤竜二（あんどう・りゅうじ）

1971年、愛知県岡崎市生まれ。高校卒業後、ロックスターを
夢見て上京するが挫折、1993年に岡崎の老舗木材会社に入社。
作業員からスタートして営業マンに。値段ではなくストー
リーやこだわりで売る中小企業だからこそできるブランディ
ング技術を創造。さらに住宅材輸入に関わり北米・中国へ。
2003年、社内ベンチャーで家具ブランド「SIKI」を立ち上げ
話題に。2004年、上海で中国初のデザインギャラリー
「KOO」をオープン。2005年、月刊室内「次代をつくる50
人」に選ばれる。

フリープロデューサーとして東京で店舗プロデュースやブ
ランド開発を手がけた後、故郷に戻り、2006年、ブランディ
ング・カンパニー株式会社DDRを設立。2007年1月にサムライ
日本プロジェクトを立ち上げる。2007年8月、経済産業省の地
域中小企業サポーターに委嘱される。2008年、広島県中小企
業・ベンチャー企業の“支援専門家”、中小企業基盤整備機構
関東支部・中部支部“経営支援アドバイザー”に任命される。
2009年4月からJFN系列、愛知県内・周辺地域を放送対象地域
とするラジオ放送局FM AICHI80.7「R-STYLE SHOP」にて
パーソナリティを務める。著書に、『 地元の逸品を世界に売
り出す仕掛け方‐「知る人ぞ知る」を「カネのなる木」に変
える‐』（ダイヤモンド社）がある。2011年、月刊ビジネス
チャンス「日本を変える起業家100人」に選ばれる。同年6月
「安藤竜二診療所DVD」其の壱～見方を変えろ！企業の強み
と弱み～(名古屋テレビ映像)をリリース。

現在、日々活動の幅を広げ、日本各地の地域の老舗こだわ
り企業や商品をブランディングする。

 




