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企業概要

て︑祖父が実際にフレームを製造

は眼鏡の製造もやっておりまし
馬鹿にしません︒

ので︑今でも問屋が来ても決して

メガネのコイケ
１９２１年創業の老舗メガネ小売店。 全日本眼鏡連盟認定店。
お客様ひとりひとりの要望に寄り添った経営を続け、 間もなく百年企
業になろうとしている。
老舗としての伝統を守りながらも、 検査機や加工機は常に最新の機
材を採り入れ、 技術革新も怠っていない。
九十六年目を迎えまして︑私で三

大正十年︵一九二一年︶︑今年で

小池社長︵以下︑小池︶ 創業は

やってしまおうと小売にも入りま

た︒そこで奮起して小売屋まで

鹿にされたという過去がありまし

さんに行った時に商品を非常に馬

のを作っていたのですが︑小売屋

時は技術を持って一生懸命よいも

に移っていったという形です︒当

していたのですが︑製造から販売

特に営業を兼ねながら眼科の先生

修行じゃないですが︑病院周り︑

からずっとここです︒その代わり︑

二歳で学校に行って︑二十五歳頃

私は社長という肩書でした︒二十

らあまり店には立たないけれど︑

ど前です︒父が生きているときか

私が社長になったのは十五年ほ

ひとりひとりのお客様を
大事にする眼鏡専門店

代目になります︵注

たちとお付き合いさせていただ

取材日は二

島津 浩平︵中小企業診断士︶
した︒そのような経験もあります

るということ︒どんなお店でもそ

をやっていて︑よく見えるメガネ

開発の動機は︑自分がラジコン

ル先まで見えるというものです︒

ルで飛んでいる機体を二百メート

すときに︑時速百八十キロメート

要は︑ラジコンの飛行機を飛ば

いかもしれません︒

飛行機業界以外の人には分からな

具体的な数値を挙げてもラジコン

小池 色がまったく違う眼鏡です︒

技用は人口が少ないです︒

人ぐらいでしょうけど︑さらに競

す︒ラジコン人口も十五〜十六万

万部ぐらいに減ったと聞いていま

度出版されていましたが︑今は三

ラジコン雑誌も以前は十万部程

ような競技です︒

ドを競うのではなくて演技を競う

やるもので︑Ｆ１のようにスピー

模型飛行機の中でも競技・大会を

が欲しくなったから作りました︒
ラジコンと一言で言いましたが︑

◯一七年十二月八日︶︒創業当時

き︑本当にいろいろ覚えました︒
うでしょうけれど︑購入したあと

写真 石田 紀彦︵中小企業診断士︶

お客様としては︑七割くらいが
までしっかりと面倒見る︑という

のがポリシーですね︒

過去に眼鏡を作ったお客様です︒
ここ最近は︑日本に留学してい
﹁何年経っても何十年経っても︑

作ったものには責任を持ちます﹂

る中国やベトナムの若い方がポツ
ポツ来てくれています︒そのくら
という考えで接客をしています︒

小池さんのお店は︑普通の眼

いの若い年齢層の日本人はあまり
岡

鏡のほかにパワーグラスといっ

来ないのですが …
︒
心がけているのは︑ひとりひと
りのお客様が快適に眼鏡をかけて
て︑趣味の世界ではとても名の知

れたサングラスがあるのです︒

他とは違う見え方やかけ心地にな

岡 隆太

るよう︑ひとりひとりを大事にす

RYUTA OKA

世界チャンピオンも使う
パワーグラス

猿川 明︵中小企業診断士︶

X

岡 隆太 （おか りゅうた）
中小企業診断士。 株式会社クラウド ・ アカデミア代表取締役。
２０１６年より荒川区にぎわいコーディネーターとして商店街支援を
行う。 現在は、荒川区ＬＡＮＰコーディネーターとして区内商店のネッ
トワーク化支援を担当。 専門分野はＩＴとマーケティング。 株式会
社クラウド ・ アカデミアではｗｅｂサイトやアプリを開発している。

文

連載二回目となる 『城北
』。
今回は、 荒川区にあるメガネの
コイケ様にお邪魔しました。
日 々足 しげ く 通 い相 談 に乗 る
岡 隆 太 先 生 の支 援 を 通 じ て、
意 識 が いか に変 わ っていった の
か。 そ し て、 二 人 は 商 店 街 の
未 来 を ど のよ う に描 いている の
か、 取材しました。

メガネのコイケ
中小企業診断士
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小池
本当に趣味でラジコンを

やっている人しか手を出さない商
品で︑弊社しかパワーグラスの取
り扱いがないので︑お客様は値段
を一切聞きません︒
だから︑ホームページでどうい
う種類があるかを説明していたの
ですが︑実際に現物を見て確認し
たいということでお店に来られ

天候や時間によって眼鏡を変

る︒そんな商品です︒
岡
えてくるような人たちですよね︒
サングラスがいくつも種類があっ
て朝昼晩でかけかえてくる︒全部
見え方が違うので︑何本も持って

二◯一七年十一月︑アルゼ

いらっしゃる方もいます︒
小池
ンチンで行われたＦ３Ａ世界選手
権で︑日本で連勝を続けていた音
田選手が日本人三人目の世界チャ
ンピオンになりました︒
小池社長は親交睦商店街の副

商店街全体に対する
未充足感
岡

そのような状況ですので︑正直︑
それまではあまり商店街活動は活
発ではありませんでした︒
しかし︑楽には楽なのですが︑
せっかくこれだけの規模ではある
ので︑本当にこのままでよいのか
なという気持ちもありました︒

ちょうど前任の方が引退さ

区の支援を活用した
新たな取り組み
小池
れて︑私が副理事長になったタイ

区のコーディネーターとして

ミングで岡先生に出会いました︒
岡
定期的に各商店街を周って︑商店
街の状況やお店の様子を伺った
り︑セミナーや補助金などの区実
施事業を案内したりしています︒

当時の商店街は︑公的機関
腰の低い方が商店街にいるのかと

したが︑そのときの印象はこんな

その中で小池社長とお会いしま
や区の支援などまったく受けず︑
いうくらい紳士な方でしたね︒

小池
本当に商店街だけで活動していま

荒川区では商店街を支援するた
類が全部届いてきて︑それらの書

弊社に荒川区からいろいろな書

をやっているのだと︑商店街の人

区は商店街に対してこんなに支援

した︒

レームの種類は細かく書いてある
めに﹁にぎわいコーディネーター﹂
類を商店街のお店すべてに弊社が

岡先生をきっかけに︑荒川

のですが︑レンズについては一言
という支援担当員を配置していま

小池

パワーグラスとしか書いてなく

たちも気がつきました︒
が本当に一つずつ丁寧に説明して

個々の支援内容について岡先生

でした︒

小池

手権でよい成績の選手がかけてい

トラリアの人も︑やっぱり世界選

フィリピン︑タイ︑オース

ら買いに来ていただいています︒

ラと見て︑そうかと納得するだけ

配っているのですけれど︑パラパ

私は当時その任にあったとき
に︑この商店街と出会いました︒

海外展開支援

せっかく全国から買いに来て

岡

る眼鏡になってくると︑どこの眼

海外向けには全く広告を打って

いただいているので︑販売チャネ

スムーズに対応したい︑もっと売

なかったのですけれど︑なぜか注

鏡だということで調べていらっ

小池 商店街の支援だけではなく︑

上を上げたいというテーマがあっ

文は入っていました︒でも︑ホー

ルを増やしていきたいという気持

に先生はいろいろなことを御存知
パワーグラスに関する支援もして

て︑それを解決するためにホーム

ムページで対応するといってもど

しゃる︒

で︑あらゆる視点から商店街を見
いただきました︒パワーグラスは

ページを強化していこうかという

ちや︑海外からの問い合わせにも

てくれるので面白いです︒いろい
世界中から買いに来てくれます︒

パワーグラスの
海外展開へ向けて

ろなことを知っている人は話して

流れがありました︒

ご相談いただく中で︑具体的

ホームページを作ったこと

ました︒

た︒そのときも︑岡先生に相談し

占的に契約したいと言ってきまし

から連絡がありまして︑うちと独

で︑中国人のバイヤーのような方

小池

だきました︒

ましょうという提案をさせていた

中国語でサイトをリニューアルし

が高かったので︑最終的に英語と

いますが︑当時から︑中国で評判

くの国からお店に来ていただいて

てお話させていただきました︒多

うですとか︑アピール方法につい

なターゲットをどの国にしましょ

岡

く分かりませんでした︒

う対応するのがよいのか︑まった

国内でも新幹線で浜松とか遠方か

好きなんですよね︒
この数年間の先生の活動には︑
みんな本当に喜んでいます︒補助
金に関して言えば︑今までそうい
うものがあることを誰も知らな
かったので︑アドバイスは本当に
必要とされていると思います︒
私も実際にどういった公的な支
援があるのかというアンテナやそ
の知識が全くなくて︑全部自分た
ちでやってしまっていたというの
もあります︒自分たちだけでやっ
ているときは諦めていることもあ
りましたが︑先生が来てから変わ
りました︒
今年でいうと︑先生と商店街に
イルミネーションをつけてみよう
かという話をして︑実際に始めて
みましたよ︒

「いろいろなことを知っている人は話してい
て面白いし、 私はそういう人が好きなん
ですよね」

いて面白いし︑私はそういう人が

印象でした 笑
( ︒)
話をして分かるのですが︑本当

紹介してくれちゃったな︑という

そのとき︑荒川区はすごい人を

だと思いましたよ︒

くれて︒わあ︑これはすごいもの

でした︵笑︶︒

を使ったのか分からないのは残念

す︒

理事長をされています︒

「岡先生をきっかけに、 荒川区は商店街に
対してこんなに支援をやっているのだと、
商店街の人たちも気がつきました」

て︑パワーグラスの中でどの製品

このときも︑雑誌に眼鏡のフ

ご息女の美穂さんと一緒に。近寄りがたい「先生」ではないから真の悩みを引き出すことができる。

岡
バイヤーは︑パワーグラスの

よいという話をしました︒

り評判の悪化につながるのが嫌で
境の中で︑生き残る商店街の形を

事です︒少しずつ変わっていく環

小池

みんなで模索しています︒

した︒
実際にバイヤーと契約しなくと
た︒来店経緯などの詳細は聞けて
店街があって店があるのか︑店が

も中国の方は買いに来てくれまし
はいないのですが︑ホームページ
あって商店街があるのか︑と頭を

商店街と︑うまくいっていない自

人を集めることに成功している

悩ますテーマがいつもあります︒

その通りだと思います︒商

の効果はあったのだと思います︒

外部環境が少しずつ
変化していく中での商店街
分たちの商店街や自分の店を比
べ︑改善・活性化を諦めてしまい

商店街の話もそうですし︑先

ほどのパワーグラスの話もそうで
そうになることもありました︒

岡
すが︑訪問させていただく際にい

お店をどうしていくのかを考え

います︒直近では︑今後商店街・

といった形での活動が主になって

ことがあれば都度対応していく︑

に︑組織力を高めることが次のス

織としてみんなで頑張れるよう

しているだけなので︑もう少し組

今は本当に少人数が頑張って活動

岡

ろいろ雑談した中で︑困っている

て︑そのゴールに到達するまでど
テップだと思っています︒
ですけれど︑今後のことを考えて

眼鏡店に関して言うと今はよい

商店街全体に関して言うと︑

うしていくべきか︑について都度
アドバイスをさせていただいてい
ます︒

購入された後の面倒は見られな

と契約をしてしまうとお客さんが

うポリシーの側面から︑バイヤー

にする︑後々まで面倒見る︑とい

りましたが︑ひとりひとりを大事

きました︒冒頭の社長の話にもあ

関係がずれて︑クレームにつなが

れなくなってしまう︒そこで人間

いったときに︑我々から直接は売

ピオンがパワーグラスを欲しいと

ました︒やはり︑中国人のチャン

スを受けて結局やらないことにし

小池

にやっていこう︑とか︑商店街・

るようなことを考えていくのが大

小池

今現在︑目標売上いくらと

今の行動をしなければいけないな

い︑ということで契約しない方が

手が回らないですし︑投資余力の

お店の三十年後に向けてどうして

外部環境が︑ゆっくりですが確

やっているわけではなくて︑正直
側面で本当に目標設定の達成のた

いこうか︑という発想を出してい

というのは思っていて︑すぐに後

行き当たりばったりでやっている
めに投資をしてよいのかという点

くのは本当に大変なのが実情なの

実に変わってきている中︑すぐに

部分もあって︑そこが一番よくな
など︑どうしても経営者たちだけ
だと思います︒

私は商店街の活性化とは︑組織
の活性化だと思っています︒

■定休日 ： 日曜日

中国での販売権がほしいと言って

いところという気持ちは持ってい
では決められていない︒理想を言

継者の話まで行かなくても長期目

ます︒一番力を入れているディス
えば︑事業計画を作って︑毎年一

大きく変わらないからといって︑

プレイ装飾も︑毎月必ずやっては
年の活動を振り返るまでになって

商店街という構造上︑硬直した

■ＦＡＸ： ０３−３８０６−３５３５

はい︒そのようなアドバイ

いるのだけれど︑具体的に毎月の
欲しいと考えてはいますが︑商業

組織となってしまっているのが一

標を立てていくようなことを本当

何日にやるとか決めていなくて︑
者の常として︑その日のことしか

般的です︒そのような状況の中で︑

何も考えないで今の延長線上とい

時間が空いているときにやってし
考える余裕がない人も多く︑環境

活性化を目指すためには︑広く会

はやった方がよいかなと思ってい

まっています︒
変化は起こってから対応するもの

員を募り︑少しでも組織運営に参

うのはダメだと考えています︒商

もうちょっとお客様に眼鏡を認

という考えが一般的なので︑第一

加してもらい︑多様な意見が反映

ます︒この次は目標設定ですかね︒

知してもらいたいのですが︑最近

段階としては︑どんな目標でも出

されるような組織づくりを行う必

店街が昔の形を維持するのが難し

の流行りの眼鏡の販売手法は︑価

てくればよいと思っています︒

要があると考えています︒そのた

■電話 ： ０３−３８０６−３５３５

くなってきたときでも︑継続でき

格競争的な色が濃くなってしまっ
ていて︑値段でみられてしまうか

めに意識が変わることは重要だと

だけでよいというぐらいの意識に

その先の商店街の未来は︑地域

本当にそうだと思う︒食う

パワーグラスと普通の眼鏡の二

なってしまっていた部分もある

や会員店舗により個別に目指すと

小池

本立てになっているから︑なかな

し︑そういう企業も多いと思いま

ころが違うので一概にはいえませ

らやっていません︒

か踏み出しにくいところもありま

す︒意識改革が大変︒

思います︒

す︒

んが︑﹁人が集まる街﹂を目指し
でも︑どれも一日で大きく変わ

我々は岡先生の講習会に行った
頑張らなきゃいけないという気持

るものではないので︑一つのアド

てもらいたいと思っています︒
ちになっています︒意識改革が必

バイスで劇的に変わることはあり

り︑日々先生と話をしていると︑

目標設定それ自体はよく簡単

要な企業に︑どんどん岡先生のよ

ません︒一つひとつ︑日々の雑談・

少しずつ確実に経営者の
意識を変える診断士
に言われるのですけれど︑内実の

うな診断士の人が支援に来てほし

相談から気づいた点の改善提案な

岡

深いところは経営者単独ではどう

いと︑本当に思います︒

当に大事だと思っています︒

ずつ変えていく︑これが着実で本

どを通じて︑経営者の意識を少し

しても甘くなってしまったりして
適切な目標が決められないところ

岡

具体的な目標設定に加えて︑

があります︒そもそも一人二人で

公的な支援を使ってもっと積極的

鼻パッドのないメガネフレーム

「商店街の活性化とは組織の活性化だと思って
います。 多様な意見が反映されるような組織
づくりを行う必要があると考えています」
経営していると将来の目標設定に

■住所 ：〒１１６-００１４ 東京都荒川区東日暮里６-３-３

検 索

メガネのコイケ
■営業時間 ： ９:３０〜１９:００

ていたものを頬骨で支
えるため鼻に跡がつか
ない。荒川区で取扱が
あるのはメガネのコイ
ケ様のみ。岡先生も愛
用している。

メガネのコイケ

ＰＩＣＫ 『ＮＥＯＪＩＮ（ネオジン）』
ＵＰ
従来、鼻パッドで支え
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