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井上 直美 （いのうえ なおみ）

略歴

昭和49年4月 株式会社富士銀行

(現株式会社みずほ銀行)入行

平成19年4月 株式会社みずほ銀行常務取締役

平成22年3月 みずほ情報総研株式会社取締役社長

平成25年4月 常磐興産株式会社入社 顧問

平成25年6月 同代表取締役社長(現任)



会社概要

設立 ： 1944年(昭和19年)3月31日（創業1884年）

所在地 ： 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50

売上高 ： 362億円（2017年3月期）

当期利益： 5億円（同）

総資産 ： 552億円（同）

純資産 ： 149億円（同）

時価総額： 141億円（2017/3/31現在）

従業員数： 928名（うち臨時従業員311名）



事業概要

事業内容

観光事業 スパリゾートハワイアンズ、ゴルフ

卸売業 石炭・石油等の販売

製造関連事業 機械、鋳物製造販売

運輸業



3.11東日本大震災/4.11いわき巨大余震

〈3.11〉施設にダメージなし→6月には営業再開を検討

〈4.11〉いわき直下型地震(震度6弱)→深刻なダメージ

出所：2011/10/16 福島民報



復興に向けて

『観光から復興』―「いわきへ、ふくしまへ、人の流れをつくる」

創業時以来となる全国キャラバンを実施

（ 26都道府県125カ所、247公演実施）

炊き出し、広野町からの避難者を約4か月受入れも。



業績推移
入場者数は震災前水準に回復、宿泊者過去最高水準

（2016年3月過去最高を記録）
2010年3月 2011年3月 2012年3月 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月 2017年3月

実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績

3/11東日本大震災 10/1部分ｵｰﾌﾟﾝ2/11完全ｵｰ
ﾌﾟﾝ

入場者数 1,487 1,336 374 1,408 1,507 1,482 1,472 1,411

宿泊者数 363 336 85 382 459 473 481 469

売上高 347 332 296 468 544 495 358 362

(観光事業) (121） (108） (27） (116） (130） (131） (135） (127）

経常利益 10 4 ▲22 12 17 14 15 11

当期利益 5 ▲4 ▲89 26 15 15 13 5

総資産 532 520 577 594 580 585 544 552

純資産 160 151 95 125 110 131 138 149
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社長就任、何を考え、何をやったか
復興半ばの三重苦の中、2013年6月経営トップの交代、

しかも外部からの経営トップは初

リゾ－ト施設なのにお金がない！ハンデ付きで始まった経営

今ある資源をビジネスに最大限生かせ！

「現場主義」、東京ドーム6.4個分のﾚｼﾞｬ-施設・宿泊施設を自ら巡回。

コアコンピタンスを自分目線で再発見。

「巨額の負債」
震災復興のために新たに１００億円を調達。約３００億円の負債。

「大規模な設備投資ができない」
90%強のリピ－タ-が支えるﾊﾜｲｱﾝｽﾞに集客の目玉がつくれない。

「時代の変化に対応」
少子化、若者の旅行離れ、団体客の大幅減少。



社長就任、何を考え、何をやったか
「知恵で勝負！」➊

『接客にハワイらしさを導入』
「ALOHA（ｱﾛﾊ）」の挨拶と、到着したお客様へのｳｴﾙｶﾑｽﾀｲﾙを徹底。

『女性の管理職登用』
顧客目線に近い女性社員を登用し、

改革・改善提案をしてもらうことで会社や組織を変える力に。

『無料ﾊﾞｽ利用者へのｻｰﾋﾞｽ向上』
首都圏発の宿泊専用無料送迎ﾊﾞｽの路線拡大（4拠点→11拠点）。

ﾁｪｯｸｲﾝ時間を早めお待たせ時間を短縮。

『フラガールショーのクォリティアップ』
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞの設備を導入、ﾀﾞｲﾅﾐｯｸでｽﾄ-ﾘ-性のあるｽﾃ-ｼﾞへ。



社長就任、何を考え、何をやったか
「知恵で勝負！」➋

『フラガールコンテンツの積極活用』
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾌﾗｶﾞ-ﾙﾌｨｷﾞｭｱ、ｼｮ-ＤＶＤ、ゆるｷｬﾗ「Cocoネエさん」等を作成。

過去のﾌﾗｶﾞ-ﾙア－カイブの作成。

『清掃スタッフの地位向上』
清掃ｽﾀｯﾌの名称を「アロハエンジェル」とし、制服もｱﾛﾊ柄のﾃﾞｻﾞｲﾝに。

『フラガ-ルＯＧの再雇用制度』
平均10年で引退していたﾌﾗｶﾞ-ﾙの再雇用制度「ＯＨＡＮＡ」制度創設。

元ダンサ－の知識やﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｲを、顧客ｻ-ﾋﾞｽ向上に活用する。

『社内改革の仕組みづくり』
社内改革の実行部隊として業務改革室を設置。

同時に総務部内の人事課を独立させて人事部を新設し、業務改革室長に人事部長を兼任させる。



今後の環境変化とその対応
（１）人口の集中化

人材の集中化 → 優良企業への傾斜配分

情報の集中化

⇒ 効率的な日本国のManagement

必要な人材の取捨選択自由

（２）人口減少の時代に成り立つか？

－ＩｏT技術革新の伸展

－低成長経済（煮詰まった国）

－人の使い捨てが許されない時代

（３）観光のコンテンツはどこにあるのか？

－独自性、オリジナルテイ

－気候・風土に根ざした生活習慣・プロダクツ・料理・風習

－“住んでよし”、“訪れてよし”



今後の環境変化とその対応
（４）直近の課題

深刻な人手不足

（５）その対応

「働き方改革」の推進

ICT活用による自動化推進

スパリゾートハワイアンズが考えるICT活用のイメージ

「肉体」労働 「頭脳」労働 「感情(感動)」労働

ロボット AI 人(人が人に対するサービス)

効率化の先に、「おもてなし」



鈴木 祥高（すずき よしたか）

常磐興産株式会社 システム企画室 室長

元々金融機関システムの開発SE及びインフラSE
及びPMとなんでもやってました。

2016年に常磐興産へ中途入社。

現在は、常磐興産グループ全体のシステムの新規
企画立案・導入を担当してます。

入社時に言い渡された案件が、弊社収益の

源泉たる、宿泊基幹システムの刷新でした。



入社当時の現状

ITの積極利用

ベンダー

丸投げ

金額高い

IT有識者

が居ない

悪循環



入社当時の現状

IT有識者が居ないの解決



入社当時の現状

ベンダー丸投げの解決

※当時、いわきから東京へ何度も足を運びました。



入社当時の現状

金額高いの解決



Why AWS

選定の経緯



Why AWS
AWS選択の経緯資料（抜粋）



基幹システム入れ替えるぞ

インフラ大丈夫だっけ



クラウドシフトの壁
現状のネットワーク構成でAWS使える？

回線



クラウドシフトの壁
回線見直し要件(抜粋)



現状のAWS利用状況



今後のAWS利用展開



最後に
ベンダーサイドの皆さんへ

・確実にクラウド転換の波が来ています。

やったことないから出来ないは言い訳です。

・良くあるのは、当社でクラウドサービスとして提供して
ます！（裏はAWSですけど）ってのは、インフラはユー
ザー側でやるから、アプリに集中してコストダウンしてっ
ていいたくなります。

・本気で、顧客のことを考えてクラウドシフトしていきま
しょう。



最後に
ユーザーサイドの皆さんへ

・世の中の動向を勉強しましょう。

→システム面だけでなく、契約内容・サービス内容も要確認

・もう、1社にお願いしていればOKな世の中ではないです。

・抵抗勢力・失敗への恐怖等々色々あると思いますが、やら
ないよりやったほうが100もましです。



最後に
AWSの皆さんへ

・引き続きコストダウンお願いします！

・色々サービスが有りすぎて、ぱっと見分からないので

体系だった公式のもの(IT専門でない人でもわかる記述で)

があるとサイコーです。手間かかりますが是非お願いした
いです！



最後に

誰もが最初は怖いし、メンドクサイし、失敗が怖いってな
るかもしれません。



Click to add slide title (size 48)

勇気をもって一歩ふみだしてみましょう。
そこにはきっと、挑戦しただけの価値のある未来が
あると思います。



Thank you!


