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スノーピーク社は、日本はもとより世界のど
こにもなかったオートキャンプにおける新しい
ライフスタイルを創造したアウトドアメーカー
である。海外においても知名度の高いグローバ
ル企業であると同時に、自社製品の約4割を燕
三条で生産する産地企業の一面も併せ持ってい
る。常に「ユーザーの立場で考える」姿勢を創
業以来貫いており、製品開発においても徹底し
てエンドユーザーの視点に立つ会社であり、こ
うした製品開発の考え方や手法をアメリカの
アップル社が燕三条のスノーピーク本社まで学
びに来ている。本講演では、燕三条産地の技術
と生産基盤を生かしながら、世界に打って出て
成長を続けているスノーピーク社の Key Factor 
for Success についてお話し頂いた。

はじめに
皆さん、こんにちは。スノーピークの山井と

申します。本日はお招きいただき大変ありがと
うございます。

本日は、企業ミッションや企業ビジョンが企
業の成長や日々の意思決定や企業行動にとって
いかに重要であるかということ、その前提とし
て当社における企業ミッションや企業ビジョン

去る3月4日に、金沢市のANAクラウンプラザホテル金沢において、東レ株式会社と株式会社東レ経営研
究所の共催で、繊維産業シンポジウム『北陸産地の新たな成長と産業競争力強化』を開催しました。当日は、
神戸大学大学院経営学研究科原田勉教授、株式会社スノーピーク山井太代表取締役社長、東レ株式会社田中良
幸取締役の3人の講師にご講演いただきました。
本号では、そのうち、株式会社スノーピーク山井代表取締役社長の講演内容をご紹介します。なお、神戸大
学原田勉教授の講演内容については、弊社の経営情報誌『経営センサー』6月号にて、また東レ田中良幸取締
役については『繊維トレンド』5・6月号にて、それぞれ紹介済みです。

東レ株式会社・株式会社東レ経営研究所 共催　繊維産業シンポジウム講演抄録

The Snow Peak Way
－スノーピークのミッションと事業戦略－

株式会社スノーピーク　代表取締役社長

山井 太（やまい とおる）氏
1986年に燕三条産地の登山用品・釣具、本格アウトドアメー
カーである株式会社スノーピーク（1958年初代創業）に入社、
アウトドアをライフスタイルととらえ、“スノーピーク” をオー
トキャンピングブランドとして本格的に事業展開を開始、オー
トキャンピングのパイオニアメーカーとして日本のアウトドア
シーンを革新。1996年に社長に就任。新潟燕三条産地を起
点に、国内では SPA としてスノーピークストアを全国展開し、
2015年11月にはアパレル旗艦店を表参道にオープン。海外
では、北米･ヨーロッパ・アジア･オセアニア地域に市場進出
するとともに、　産地からの情報発信を行っている。創業以来
貫き通す「自分たちもユーザーである」との原点から、ミッショ
ンステートメントとして掲げる“The Snow Peak Way”のもと、
革新的な新製品の開発を行い、人間と自然が豊かに触れ合え
るライフスタイルの提案として、徹底的にユーザーの立場に
立ったプロダクツやサービスを提供し続けている。2013年に
は、日刊工業新聞主催「第31回優秀経営者顕彰」において最
優秀経営者賞を受賞。2014年には自身初の著書『スノーピー
ク「好きなことだけ！」を仕事にする経営』を執筆。一方で
スノーピークを 2014年12月に東証マザーズ、2015年12月
に東証一部へ上場させるなど、精力的な活動を続けている。
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が経営陣だけでなく日々の実務を担うミドルを
含めた社員一人一人から純粋なコミットメント
を得ていること、また当社の成長が熱心なエン
ドユーザーによって支えられていること、さら
にそのための当社の取り組み過程などについ
て、できる限り手の内や実状を明かしたいと思
いますので、これからの時間が、今日お集まり
の皆さまの企業経営やマネジメント上のヒント
に少しでもなれば、私としても大変幸せなこと
であります。

ちなみに私の会社では、企業ビジョンや経営
理念、あるいは経営判断や実務判断の拠り所、
企業としての目指すべき方向などをミッション
ステートメント「The Snow Peak Way」と位置
付けていますので、本日の主テーマは、ミッショ
ンステートメント「The Snow Peak Way」がス
ノーピーク社にとっていかに大きな意味を持っ
てきたかということと、スノーピーク社のミッ
ションステートメントへの取り組みの実践の軌
跡ということになります。

会社の概要
主題に入る前に、ごく簡単に当社の沿革と業

績についてお話しします。図表1をご覧ください。
まず沿革ですが、1958年に私の父が燕三条で

金物問屋を創業しました。翌年登山が趣味で
あった父は、既存の登山用品に不満と疑問を持
ち、自らオリジナル商品を開発して全国販売を
始めました。これがメーカー業態としてのス
タートであります。以降ほぼ 30年間は登山用
品と釣り具を作っていました。その後1986年
に私が入社し、1988年から現在の本業でありま
すオートキャンピングというビジネスを国内で
手掛けることになりました。また ʼ90年代後半
からは海外展開をスタートさせました。さらに
2003年から Snow Peak Store という小売店の
出店を始めました。つまり現在の当社業態は
メーカー出身の SPA（製造小売業）と理解い
ただければと思います。2014年に東証マザーズ
に上場し、2015年12月には東証一部に上場い
たしました。現在全世界で、直営店が 18店舗、
インストア形態が 53店舗、ショップインショッ

図表1　スノーピーク会社沿革

1958年 7月　 初代社長 山井幸雄が金物問屋として、山井幸雄商店を創業。

1959年　 登山を趣味とする初代社長は当時の登山用品に不満を持ち、オリジナル登山用品を開発・製造。全国に販売を開始。

1963年　 「スノーピーク」を商標登録

1964年 1月　 有限会社 山井商店を設立。法人組織化。釣具ブランド「カープ」を商標登録し、フィッシング業界に参入。本格的アウトド
アレジャーのメーカーとして事業領域を拡大。

1986年　 現社長である山井太が入社。アウトドアをライフスタイルととらえ、スノーピークをオートキャンピングブランドとしてリ
ニューアル開始。

1988年　 オートキャンプ用品の本格的リリース。オートキャンピングのパイオニアメーカーとして日本のアウトドアシーンを革新。

1996年12月 山井太が代表取締役社長に就任。同時に株式会社スノーピークに社名変更。新規事業としてフライフィッシング事業に参入。 
アメリカの拠点である子会社Snow Peak U.S.A.,Inc. をオレゴン州に設立。

1998年　 キャンプイベント「Snow Peak Way」の開始。

2001年 1月　 ヨーロッパへ輸出開始し、韓国をはじめアジア市場へ本格参入。

2001年10月 オセアニア地区へ輸出開始。

2011年　 キャンプ場を併設した店舗・工場・オフィスが一体となった「Headquarters」へと移転。

2014年　 東京証券取引所マザーズ市場に上場。

2015年11月 東京・渋谷にアパレル旗艦店舗スノーピーク表参道を出店。米国にアパレル旗艦店舗Snow Peak Soho を出店。

2015年12月 東京証券取引所一部上場。全世界での直営店が 18店舗、インストアが 53店舗、ショップインショップが 99店舗に。
出所：スノーピーク社の HP を基に編集部が抜粋作成
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プ形態が 99店舗という構成で展開しています。
インストアやショップインショップ業態の中味
については後程もう少し詳しくお話しします。
また海外進出は、1996年に米国からスタートし、
欧州、アジア、オセアニアの順で拡大して現在
18 の国と地域で展開しています。海外売上比率
は現在約30% の水準です。また 2015年11月に
ニューヨークの SOHO と東京の表参道にアパ
レル旗艦店を出店しました。海外市場とアパレ
ル部門のさらなる拡大は、今後の当社の重要な
成長エンジンになると考えています。

次いで、当社の最近の業績推移については、
図表の 2、3 をご覧ください。新しい市場を創
出して独自の市場ポジションを占めた結果おか
げさまで、売上高は前年比二桁増を維持し、各
段階利益は二桁増から三桁増を維持しておりま
す。ちなみに 2016年12月期の売上高は 95億
円になる見込みです。

ここまでの話の中で、私が皆さんにお伝えし
たかったことの真のポイントは、自社の成長自
慢ではなく、私が入社した 1986年には社員15
人、年商5億円の片田舎の小さな会社が、前決
算期（2015年12月期）では、社員は 10倍以上
の 198人、売上高が約15倍にそれぞれ成長し
ましたが、その歩みの根幹にあって、かつトッ
プの日々の経営判断や社員の日々の実務判断の

拠り所になってきたのは、当社のミッションス
テートメント「The Snow Peak Way」であった
ということです。

唯一無二の経営指針 ミッションステートメント
「The Snow Peak Way」

スノーピーク社は、ミッションステートメン
ト「The Snow Peak Way」を約30年前に設定
以降、このミッションステートメント「The 
Snow Peak Way」に対して愚直といっていいく
らい本気で取り組んできました。実際のところ
定着するまで私はあらゆる機会を見つけて折々
何百回となく、役員や社員に対して、あらゆる
次元あるいは局面での判断や日々の行動につい
てミッションステートメントに立ち返って選択
するように求めてきました。

私が入社した 1986年当時社内にはミッショ
ンステートメントがありませんでした。その時
私は「企業理念がないと社員は何のために働く
か分からない。目指すべき方向をしっかり決め
て明文化する必要がある」と考えました。そこ
で社員全員に「自分にとってのミッション」を
書いてもらうことから始めました。さらに加え
て、それぞれの部署のミッションも作っても
らって私に出してもらいました。そこに私の思
い入れを少し加味してまとめていき、1989年に

図表2　売上高推移グラフ
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新規顧客の獲得がさらに進み、昨年を上回る大幅な成長！
出所：（株）スノーピーク

図表3　段階利益推移グラフ
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出所：（株）スノーピーク
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「The Snow Peak Way」が出来上がりました。
そして設定以降変更はしていません。

The Snow Peak Way
Mission statement

私達スノーピークは、一人一人の個性が最も重
要であると自覚し、同じ目標を共有する真の信頼
で力を合わせ、自然指向のライフスタイルを提案
し実現するリーディングカンパニーをつくり上げ
よう。

私達は、常に変化し、革新を起こし、時
代の流れを変えていきます。

私達は、自らもユーザーであるという立場
で考え、お互いが感動できるモノやサービ
スを提供します。

私達は、私達に関わるすべてのものに良
い影響を与えます。

自らの「ミッション」
もちろん私自身も自らのミッションを作りま

した。それは大きく 2 つあります。1 つ目は、
自分がこれから参加するスノーピーク社を自分
にとってアウトドアの理想のブランドメーカー
にするということ。それはなぜか、アウトドア
が大好きな人間である私から見て、それまで市
場や世の中には、私が本当に心底いいなぁと思
えるアウトドアのブランドや商品はありません
でした。なので、一人のアウトドア大好き人間
としてもスノーピーク社を理想のアウトドア・
ブランドメーカーに育てようと思いました。こ
れが私の経営者としてのミッションの 1 つ目で
す。2 つ目は、自分たちがこれから作り出す製
品やサービスは、機能性、耐久性、使い勝手、
使い心地を含むデザイン性など、一人のアウト
ドアが大好きな人間として、自分でも心から欲
しいと思うものだけにするということです。ス
ノーピーク社のアウトドア製品は現在約700ア
イテムがあります。またアパレル製品もシーズ
ンごとに 100型近くのアイテム数があります。
その一つ一つについて私の目で全て見て、一人

のアウトドア大好き人間である私が心から欲し
いと思う製品だけにスノーピークというブラン
ドを与えています。つまり、そういう思い入れ
の入った製品だけで集積されたブランドがス
ノーピークだと思っていただいて結構です。だ
からスノーピーク社の製品には全て永久保証を
つけています。だからパーツが外れたら無料で
交換し、故障すれば無償で修理します。しかも
不具合が出た製品が本社のアフターサービスセ
ンターに着いて修理を終えて出荷するまでを平
均0.8日にしています。スノーピーク社は今年
度でおそらく 95億円の売上規模になりますが、
この規模の企業で修理時間は世界最速だと思っ
ています。なぜそういった対応・体制にしてい
るか？　それは、私自身を含めて社員一人一人
がユーザーの立場に立って自社の製品やサービ
スを考えているからです。具体的には、お客さ
んは土日にキャンプに行く方が多く、不具合が
起こるとすれば大体土日になります。それでお
客様は月曜日に不具合の出た製品をお店に持っ
て来られます。次いで火曜日に当社アフター
サービスセンターにその現物が着きます。それ
を当社において 0.8日で修理すると水曜日には
出荷して木曜日にはお店に届きます、そうする
とお客様は次の金曜日からまたキャンプに行け
ちゃいます。なので、絶対に 0.8日で修理を終
えなければいけない。そこから逆算して業務工
程や要員配置などを設定しています。ミッショ
ンステートメント「The Snow Peak Way」に基
づきエンドユーザーの都合や期待を最優先して
一事が万事こういうロジックで日々動いている
会社がスノーピーク社といえます。

　

ミッションステートメントが
「経営のコンパス」になる

アウトドアを愛する者として必須用具である
“コンパス（方位磁針）” の話から、今回の主題
であるミッションステートメントについてご説
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明します。「“コンパス” はアウトドア愛好者に
とってなくてはならない道具ですが、ではコン
パスとはどんな機能を持っているのでしょう
か？」それは、皆さんご存知のように「“コン
パス” は常に真北の方角を示す」ものです。つ
まり地図とコンパスがあれば、どんな場所や気
象条件の中でも自分たちの位置や進んでいる方
向を知ることができます。そこで「真北の方角」
を経営に置き換えますと、「会社や仕事の目指
す方向」と捉えることができます。そういう意
味で「経営のコンパス」は経営者にとっても企
業にとっても必要不可欠なものになります。つ
まり会社にとって「真北の方角」がはっきりし
ていれば経営の判断は安定します。進む方向も
はっきりします。「真北の方角」からのズレ幅
が認識しやすいため修正方向や修正幅も確認し
やすくなります。逆に目指す方向がはっきりし
なければ、経営者もミドルも若手社員も判断の
岐路のたびに迷いが生じ、時流に流されたりし
て正しい決断が下せないことが多々出てきま
す。スノーピーク社では、目指すべき「真北の
方角」をミッションステートメント「The Snow 
Peak Way」として定めました。もちろん「真
北の方角」を決めても経営の目的地（＝真北の
方角）に着かないことがあるかもしれません。
でも最低限「真北の方角」を決めていないと目
的地に到達できないのは確かですね。1989年に
このミッションステートメントを作ったことに
よって、スノーピーク社の今の姿があると私は
確信しています。

スノーピーク社がミッションステートメント
「The Snow Peak Way」を作った時は、社員15
人、年商5億円の燕三条という片田舎の小さな

企業でした。でもこの時に、「自然指向のライ
フスタイルを提案し実現するリーディングカン
パニーをつくり上げよう」というミッションス
テートメントを掲げました。ふつうこの程度の
規模の会社のミッションステートメントに

「リーディングカンパニー」とか「時代の流れ
を変えていきます」というキーワードはまずは
使いませんよね。でも、その時点でスノーピー
ク社は「リーディングカンパニー」とか「時代
の流れを変えていきます」「自らもユーザーで
ある」などを「真北の方角」として設定しました。
その結果、社員15人の小さな会社が提案し仕掛
けてきたオートキャンプという新しいライフス
タイルを楽しむ人たちの数が、ゼロに近い水準
から 2,000万人になりました。総人口1億2,700
万人の 2,000万人ってかなり高い水準だと思っ
ています。スノーピーク社は、現在のオートキャ
ンプにおけるライフスタイルの原型＝「ドーム
型テント＋タープ（屋根部だけの日除けや雨よ
け用の幕体）＋ SLS（スノーピークレイアウト
システム 1」を創った会社として知られていま
すが、実は、このスタイルは当社が 1988年に
提唱するまで、日本はもちろん世界のどこにも
なかったのです。そして、このキャンプの楽し
み方に合った用具を「世界で初めて」「どこに
もない」にこだわりながら作り、新しい市場を
切り開いてきました。オートキャンプを通して
人と自然をつなぎ、同時に人と人をつなぐ、そ
のためにまず自分たちが本当に欲しいかどうか
に徹底的にこだわって、製品やサービスを開発
してきました。スノーピーク社の製品は、高性
能・高品質を志向するユーザー（ハイエンドユー
ザー）向けであり、決して値段は安くはありま

1：  SLS（スノーピークレイアウトシステム）：スノーピーク社の各製品はどのアイテムもまた何年版を買っても、全て同社の “快適基準寸法” をベース
にサイズコントロールされていること、さらに個々の製品の設計思想にはシステムデザインというコンセプトが根底にあることなどから、人数や状
況に応じて個々のアイテムを接続したり、また取り外して使用しても無駄な空間が生じない上に、その操作作業は簡単で短時間で済むように設計さ
れている。それまで世の中にあったテントは、40㎏の重さがあり、設営には手慣れた人でも約4時間かかるものであったが、スノーピーク社のテン
トは、設営に 10分、使える内部スペースも広く、システムデザインされた椅子やテープルは、レイアウトがしやすくコンパクトで使い勝手よくシ
ステム設計されている。
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せんが、「スノーピーカー」と呼ばれる熱心な
エンドユーザーであるファンを世界中でつかん
でいます。だから今、欧米のアウトドアメーカー
の社長に「スノーピーク社は世界のアウトドア
メーカーの中のリーディングカンパニーの 1 つ
か？」って聞いていただけたら、特に嫉妬深い
人を除いて、「そうだ」と言うと思います。まあ、
アウトドアの会社で上場している会社は少ない
ですしね。

アウトドアとは、自然の中で五感を研ぎ澄まして
シャープで健全な判断力を取り戻すこと

…スノーピーク社のコーポレートメッセージは
「人生に、野遊びを」…

アウトドアというカテゴリーは先進国特有の
市場です。先進国的なライフスタイルで生活す
る多くの現代人や都会人は、好むと好まざるに
かかわらず人工的な空間の中で人工的なものに
囲まれて便利で効率的な暮らしをしています。
文明の高度化や発達は、人間にさまざまなベネ
フィットを与えてくれます。反面、人は現代社
会特有のストレスを抱え込んでしまいます。だ
から、ふだん都会的で現代的で効率優先の暮ら
しをしている人ほど、満天の星空の下で、ある
いは真っ白な朝靄の中で、あるいは透明度の高
い大気と日差しの中で、自然や生命の息吹、風
のざわめきや山の冷気・霊気みたいなもの、大
地や草木の発する香りなどを、五感で感じ取る
時間や空間が必要になります。つまりあえて原
始的な生活をすることで、人は自然の中で生き
る力を取り戻し、全人格的な人間性と健全でバ
ランスのとれた判断力の回復をもたらします。
また現代の日常では、ともすれば途切れがちな
家族というユニットも、キャンプを通してそれ
ぞれ役割を分担しつつ、家族が力を合わせてテ
ントを建て、ご飯を作りそれをシェアして食べ、
食後焚火に当たってお茶を飲みながら語り合
い、一緒に自然の中で豊かな時間を過ごせると

いうこともキャンプの利点や醍醐味の一つで
す。ふだん日常生活では忘れてしまったような
本能的な生命力や五感を研ぎ澄まして得られる
シャープな感受性を取り戻してリフレッシュす
ることは、現代人にとって絶対に必要なことだ
と思っています。アウトドアというのは、そう
いう遊びだと思います。それで、スノーピーク
社は「人生に、野遊びを」というコーポレート
メッセージを掲げて頑張っています。アウトド
ア、オートキャンプを通して、人と自然をつな
ぎ、同時に人と人をつなぐ、そして一人一人が
知身心ともに活き活きとなってもらう、ユー
ザーの人生を豊かにする製品、場や機会、利用
しやすい仕組みやスタイルなどを提供する、そ
れがスノーピーク社の 1 つの大きな社会的ミッ
ションだと考えています。

次代の流れを変える、
キャンプの価値観を変える

スノーピーク社が 1988年に新しいキャンプ・
スタイルを提示する以前にも、もちろん日本に
キャンプをする人はいました。その 1 つは、学
校で行く夏の林間学校のようなキャンプです。
コットン製の三角テントを建てて、周りの地面
を掘って、飯盒でご飯を炊いて、おかずは水っ
ぽいカレーをつくって、それを使い捨ての食器
などに盛って食べる、みたいなキャンプです。
もう 1 つは、9,800円か 1万9,800円の雨漏りす
るテント（注：世の中にはそれしかなかった）
を買って、カップラーメンをすすって、旅館や
ホテルに泊まるお金を節約して旅行費用を安く
済まそうとするパターンでした。もちろんそれ
ぞれ意味はあるのですが、スノーピーク社は、「自
然の中で豊かで贅沢な時間を過ごすためにキャ
ンプをしましょう」というもう一つ別の新しい
提案をしました。これが日本のキャンプの価値
観とキャンプ用具や設えも含めたライフスタイ
ルを一新したといえましょう。当社が参入する
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前までは、日本では家型のテントが主流で、そ
のテント内の3分の2ぐらいの面積をベッドルー
ム・スペースとして使い、残りの 3分の 1 ぐら
いを土間として使います。土間にテーブルと椅
子を置くわけですが、テーブルも椅子もバラバ
ラに設計されているので収まりがよくなく、あ
まり使い勝手がいい快適な空間とはいえません
でした。またテントは約40kg と非常に重く、組
み立てるのも大変で設営には 4時間ぐらいかか
るのが当たり前でした。特に完全週休二日制が
定着する前の時代ですと、土曜日昼まで忙しく
働いて、やっと 1.5日の週末時間をやり繰りし
てキャンプに行っても、テント設営に 4時間も
かけていると、それだけで日が暮れてしまいま
すし、疲れますし、ゆっくり家族や仲間と話す
時間も十分とれません。そこで、スノーピーク
社が新たに提案したスタイルは、ドーム型テン
トに屋根だけのタープ（幕体）、さらにシステム
デザインされたさまざまなキャンプ用具群とそ
のレイアウトシステムです。それは、まずドー
ム型テントをベッドルーム・スペースとして設
営します。これは設営が 20分ぐらいで OK です。
隣接させてタープという屋根だけの幕体を張り、
その下の空間をリビングキッチンとして使いま
す。これもほんの 20 ～ 30分以内で済みます。
タープの下には、フレームと脚とユニットを参
加人数などに合わせて組み立てる椅子、テーブ
ル、調理台などを置きます。それぞれがシステ
ムデザイン化されているので、全体が機能的で
無駄な空間が出ないようにレイアウトできるシ
ンプルで快適なスタイルになっています。その
結果、日本のキャンプ人口は、それまでの旧来
的なスタイルの 5万から 10万人程度から、90
年代の半ばには、2,000万人にまで拡大しました。

ロジックを磨きプロセスをマネジメントして
いくが、マーケティングはしない

規模の大きい会社では情報共有のためにも

マーケティング的な検証作業が必要なこともあ
りますが、だからといって、まずマーケットリ
サーチをして、ここに市場機会がありそうだか
ら、その担当部門を立ち上げてというような市
場アプローチをするより、まず自分たちにしか
できないことは何かを見極めることが大前提
で、その中で社会的な意味があってかつ自分た
ちが本当に心から情熱を傾けることのできる事
業は何かを見出すことこそが、特にこれから事
業を立ち上げる上で、その成功確率を高めるこ
とになると思っています。ブルーオーシャンを
どうやって見つけられるかということです。こ
れまでスノーピーク社は、同業他社の取り組み
を研究したり、他社の製品をベンチマークして
研究したり、市場調査ありきのマーケティング
やイメージ価値訴求型のマーケティングはして
きませんでしたし、これからもするつもりはあ
りません。しかしスノーピーク社がいくら自分
の好きなことを事業としてやっているからと
いって、体験知と勘と情熱と運と印象だけでは
当然のことながら企業経営、事業運営は成り立
ちません。一方で私は企業規模がもっと小さい
時期からデータにこだわってきました。ロジッ
クを磨き科学的にマネジメントして、課題の見
極めと解決策を練り上げることを私は重視して
きました。つまり会社として現状の立ち位置を
客観的データに基づいて把握し、問題点を見極
め、それを課題として認識し、その解決のため
にリアルな目標を設定し、さらに具体的な行動
計画にまでつなげていく、その一連の流れを客
観的にロジカルに突き詰めながら目標に向けて
実行していく、そのようにロジックでプロセス
をマネジメントしていくことを企業としての仕
組みにまで仕上げていくことに私は長年腐心し
てきました。例えば販売の現場でなかなか結果
が数字として出ない時に、来店者数、ポイント
カードの新規発行数と売上高の相関関係などか
ら売上高を伸ばす要因をあらかじめ分解・分析
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した上で、店舗の問題点から課題と目標を客観
的なデータを駆使してロジカルに探っていくよ
うなアプローチを日々行っています。

　

スノーピーク社の企業戦略、製品開発戦略、
流通戦略

スノーピーク社の事業戦略は、もちろんミッ
ションステートメント「The Snow Peak Way」
から導き出されますが、私は、スノーピーク社
として根源的に 3 つの選択の自由を持っている
と思っています。1 つ目の自由は「誰に売るか」、
2 つ目の自由は「何を売るか」、3 つ目は「ビジ
ネスモデル」の選択も自由だと思っています。
原田先生が先程の講義で「経営者の仕事って未
来をつくるということだ」とおっしゃいました
が、それを言い換えますと、経営者は自分たち
の会社の未来の理想像に合った 3 つの選択をど
う組み合わせるかにあると思います。その選択
の結果が、企業戦略と呼ばれるものになるのだ
と思っています。皆さんの会社も含めてどの会
社にも基本的にはこの選択の自由はあります
し、経営者は企業の未来のために、この選択に
命を掛けなければならないと思っています。

それでは、スノーピーク社の選択はどうなっ
ているかということですが、まず「誰に売る
か？」　それは、「ハイエンドなアウトドア愛好
者（＝高性能・高品質な商品を求めるアウトド
アユーザー）」をコアな顧客として選択してい
ます。次いで「何を売るか？」　それについては、
分かりやすくテントを例にお話ししましょう。
1980年代半ばまでのアウトドアのマーケットで
は、テントといえば、おおむね風が吹くとつぶ
れ、雨が降るとすぐ雨漏りのする 9,800円のテ
ントと、それより少しましではあるが、少し強
い雨ではやはり雨漏りする 1万9,800円のテン
トの 2種類しかなかったのです。当時父の会社
は、釣り用具と登山用品が主体の会社でアウト
ドア用のテントは作っていませんでした。その

時私は、私のように年間60泊ぐらいキャンプに
行く人間が使い倒しても、「少なくとも 5年10
年はビクともしない、もっとしっかりしたス
ペックのテントが欲しい」と強く思いました。
そして、私は、その当時の最良の素材とテクノ
ロジーをつぎ込んで「これ以上はない」と思え
るテントを作りました。納得のいく自信作でし
たが、その分コストが嵩

かさ

み、価格は 16万8,000
円になりました。9,800円と 1万9,800円のテン
トしか市場になかった時代に 16万8,000円です
から、周りから見るとあまりにクレイジーです
よね。私が入社する前から居る 15人の社員は
皆、「そんな高いものは1張も売れるわけがない」
と当時笑っていました。「外資系の商社に勤め
ていた大卒の倅が戻ってきて、何をやるかと
思ったら 16万8,000円のテントだって！　あほ
ちゃうか」みたいなことですよ。では実際どう
だったか、初年度で 100張ほどが売れました。
私以外にもアウトドア好きの変人が 100人もい
たのです（笑い）。言い換えますと、「もっとい
い製品が欲しい」と思っていたユーザーにとっ
て、初めて納得できる製品を手に入れることが
できた瞬間でもありました。16万8,000円のテ
ントが、現在のスノーピーク社ビジネスの起源
になりました。まさにこの時こそが日本のアウ
トドア史上において、ハイエンドのキャンプ市
場が誕生した瞬間でした。ただ 16万8,000円の
テントのような商品だけでは市場が限定され過
ぎます。流通改革を含めてもう少し価格を抑え
る工夫によりビジネスの可能性を広げることは
必要だと考えましたが、「何を売るか？」につ
いて突き詰めた答えは、今も 16万8,000円のテ
ントに象徴されるようなアウトドア大好き人間
である私たちが心から欲しいと思う製品だけを
顧客に提供し続けることを選択しています。

その具体的な証しとして、私は父の会社に入
社した 1986年、すぐに「製品を永久保証にする」
と宣言しました。昔から居る社員はびっくりし
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ていましたが、私は開発担当も兼務していたの
で実現に向けて諦めずにトライし続けました。
そのポイントになったのは製品の基準づくりで
した。永久保証には当然、それを支える根拠が
必要です。アウトドアの製品は工業試験データ
だけで品質を作り込めるわけではありません。
フィールドで確実に機能する製品を開発するの
に最も有効なのはフィールドテストです。実際
にサンプルを作って、アウトドアで想定される
最も過酷な条件で「仮説～検証」というプロセ
スを何回も経て、必要なスペックを見極めてい
く作業を商品ごとに繰り返しました。こうして
定めた基準は当時の業界常識からすると、「オー
バースペックだ」と言われることも多く、販売
店にサンプルを持っていくと、「こんなにいい製
品はうちの店には要らない」と言われることも
しばしばありました。それでもあくまでユーザー
目線に立って「壊れない」「使い勝手がよい」こ
とにこだわって基準づくりを進めました。基準
づくりの作業は楽ではありませんでしたが、地
道に試行錯誤を繰り返しながら、アウトドア
フィールドで快適に過ごすための数値である「快
適基準寸法」をはじめとした品質スペックを確
立させました。これに基づいて、オートキャン
プ市場に参入した 1988年当初から永久保証を
スタートさせることができました。またその基
準は今もなお絶えずチェックして見つめ直して
います。例えば自社から見て落ち度がなくても、
顧客からクレームや不満の声が出てくれば、明
らかに使用上の問題がある場合を除いて、「顧客
に何らかの不満があるということは、その製品
に値段分の価値がなく改良されるべきだ」とい
うユーザー目線に立ってスペックの見直しや製
品改良をしてきました。ユーザー目線でモノづ
くりをしていると、その分工程が増えてコスト
が上がることもあります。それでも改良した方
が長期的に見て「勝ち」だと思って十数年取り
組んできました。そのことが、世の中にないモ

ノを開発し、また独自の品質基準を確立するこ
とにつながりました。それがベースとなって現
在スノーピーク社は品質マネジメントができて
います。またその結果として、スノーピーカー
と呼ばれる熱狂的なファンを生むことにもなり
ました。メーカーとしてのクリエイティブなモ
ノづくり魂と、築き上げた「快適基準寸法」を
はじめとする品質基準と、さらに最初から永久
保証をつけるという前提で製品開発に入るとと
もにスペックテストを課すため、製品のクオリ
ティは高くキープできますし、また自ずとクオ
リティは上がってきます。こんな仕事を続けて
いけば、感動してくれる顧客が増えます。ブラ
ンドメーカーと今呼ばれている会社は、成長の
プロセスでユーザーの期待以上の製品やサービ
スを提供してきたのだと思います。そんな企業
姿勢に感動した顧客が口コミで仲間や友人に紹
介し、イメージ付加価値訴求先行型のマーケティ
ングを一切しなくとも、自ずとブランド力は高
まります。スノーピーク社は永久保証を宣言す
ることでユーザーに安心して製品を使ってもら
い、そこから「実際に使い勝手がいい」「これま
で使っていたものより頑丈で耐久性がある」と
いう感動を体感してもらう。その結果「スノー
ピーク社の製品はすごくいい、いやいやそれ以
上にスノーピーク社の製品でなくちゃ！」とい
う思いを広げてもらうことにつながっているよ
うです。そんなスノーピーク社の開発のメソッ
ドに興味を持った米国アップル社の企画開発セ
クションの連中5人が当社に見学にきました。

次に 3 つ目の「ビジネスモデル」の選択、中
でも「どう売るか」という流通形態の選択につ
いてお話しします。スノーピーク社の販売戦略
や販売形態は最初から今のような SPA（製造
小売業）形態であったわけではありません。大
きな転換を経て、現在の形にたどり着いていま
す。そして、この転換こそが成長の原動力になっ
ています。ここで、スノーピーク社の販売形態
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について少しお話しします。
先程申し上げましたように、世界中に直営店

18店舗、インストアという形態で53店舗、ショッ
プインショップという形態で 99店舗と、3 つの
形態で店舗を運営しています。2003年から直営
店としてスノーピークストアの出店をスタート
し、2005年からは正規特約店の上位店舗を中心
にインストア形態で店舗展開をスタートさせま
した。インストアというのは、アウトドア専門
店や大型スポーツ量販店に 20 ～ 30坪の専用売
場を開設してもらいスノーピーク社が運営しま
す。スノーピークストアでは、直営かインスト
アかにかかわらず、スノーピーク社の社員が店
長として張り付いて来店客の相談に乗り、必要
に応じて商品選択のアドバイスをして販売する
スタイルを特徴としています。アウトドアの小
売りは一般的にアルバイトが多い業種ですが、
スノーピーク社が運営する売場ではスノーピー
ク社のミッションステートメントをしっかり理
解したスノーピーク社員が販売を担当します。
業界内の競争が激化する中で、取引先のアウト
ドア専門店ではコスト削減のため販売員を減ら
し対面販売からセルフ方式に変えざるを得ない
状況が昨今あります。しかしアウトドア用品は
顧客の使う場面や使い方の状況に合わせた商品
アドバイスをしながら売るのがふさわしい商品
なのでセルフ方式販売では限界があります。そ
こでスノーピーク社は取引先に社員を店長とし
て送り込むインストアという新しいビジネスス
キームを作って展開することにしました。結果
は、一般的なアウトドア専門店やスポーツ用品
店の年間坪効率が平均約100万円と言われてい
る中で、スノーピーク社員が店長として張り付
いているインストアの坪効率は年間250万円で
すので、このインストア形態は当社社員を店長
として送り込むという人件費負担をしても十分
ペイする水準が確保できていますし、坪効率の
高さはそれだけ顧客満足度が上がっている結果

だとみています。つまりインストアは、スペー
スを貸してくれている取引先母体店にとっても
集客増と売上増という大きなメリットがあるの
で取引先とスノーピーク社がウィンウィンの関
係にあるというビジネス形態といえましょう。
一方2014年からスタートしたショップイン
ショップという形態は、取引先の小売店に 15坪
ほどのスペースを占有させてもらい商品展開を
しますが、インストアとの違いは店長がスノー
ピーク社の社員ではなく取引先の担当者になり
ます。ただし、製品知識を含む接客水準を一定
以上に維持するために、取引先の担当者にはス
ノーピークの社員と同じようにキャンプ研修を
受けてもらうほか、製品についての研修も受け
てもらいます。また同時にスノーピーク社のミッ
ションステートメントを理解してもらいます。
スノーピーク社の製品を取り扱うにふさわしい
知識・知見を身に着けた上で、スノーピーク社
が認定する「スノーピークマイスター」という
資格を得てスノーピーク製品を売ってもらう仕
組みにしています。われわれがこの形態を採用
して出店するのは、直営店やインストアという
形態ではスノーピーク社として採算のとれない
商圏立地でも、店長コストがかからない分コス
ト面のハードルが下がり店舗展開できると判断
したケースです。さらにここで、もう一つ触れ
なければならいこととして、当社は問屋さんを
使っていないということです。問屋さんとの取
引を止めたのは 2000年のシーズンからです。問
屋流通を止めた理由は、一つにはエンドユーザー
から「スノーピーク社の製品は高い」という声
があったことです。当時のエンドユーザーに言
わせると「ハイエンドな製品を作っているのは
スノーピーク社だけであり、他の選択肢がない
から買っているが、それでもやはり高い」とい
うことでした。当時のスノーピーク社のテント
は問屋経由で建値上代10万円、実際の小売店頭
では大体2割引き 8万円くらいで売られていま
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したが、それでも顧客は高いと感じていました。
2 つ目は、エンドユーザーから「近くにスノー
ピーク製品を扱っている店は数店舗あるものの、
自分の欲しい製品はどの店にもない」という声
が多々あったことです。この背景にあるのは、
問屋流通ゆえに小売店の選別もある程度問屋任
せにせざるを得ないですし、各小売店の品揃え
も問屋と小売店任せになるため、「全製品を揃え
ている店がない」、「品揃えのいい店がない」、逆
に「ハイエンドなコンセプトやイメージとはか
け離れたブランドステイタスを損なうような店
に製品が置かれている」などといった問題がみ
られたことです。そこで、価格問題に関して試
算すると、問屋経由で実勢8万円のテントをダ
イレクト流通に切り替えることで、上代5万
9,800円で販売が可能と分かりました。さらに品
揃えの問題では、50万人商圏に 1店舗ずつの割
合で全国に店舗を配置していくと、250店ほど
あれば欠品のない効果的な流通網を作ることが
できると分かりました。そこで問屋抜きのダイ
レクト流通に切り替えることにしました。問屋
さんの中には父の代からお付き合いのある企業
もありましたし、当初軋轢は予想されましたが、
ミッションステートメントに立ち返ってユー
ザー目線で考えると、やはり後戻りはできませ
んでした。また直接販売のネットワークを構築
するために、エリアごとに「もしこの店が新し
い正規代理店になってくれたら理想の販売網が
できる」という小売店を当社でリストアップし、
私も同行して日本中を趣旨説明に回りました。
これまでスノーピーク社が果たした市場創造の
実績や今後の市場活性化への熱意や可能性を各
エリアの有力経営者に認めてもらうことができ
て、それぞれに本気になってもらったことから
比較的スムーズに特約店契約は進みました。幸
いにも最初のリストに選んだ 250店舗は 1店残
らず特約店を引き受けてくれました。そこで
2000年から流通をそれまでの問屋経由から正規

特約小売店への直接取引に切り替えました。当
社製品を扱う小売店数は一気に 4分の 1 に減り
ましたが、スノーピーク社の売上高は 2000年か
ら減るどころか増加しました。

燕三条産地の地場産業を世界に展開
次いでスノーピーク社のモノづくりの仕組み

についてお話しします。モノづくりは、大きく
開発と製造に分けることができます。開発は
100％スノーピーク社で行いますが、製造の多
くを信頼できる地場の協力工場にスペック発注
しています。スノーピーク社の本社は新潟県三
条市にあります。隣の燕市と合わせた燕三条産
地は江戸時代から続く金属加工の伝統があり、
製造業に必要な人材やノウハウがそろっている
強みがあります。そこで、スノーピーク社は自
社の強みである開発に経営資源を集中し、製造
機能の多くを地元の協力工場に委ねる今の形態
にしました。つまり燕三条産地に点在している
技術や製造機能を、スノーピーク社がプラット
フォームとなり、アウトドアというライフスタ
イルに変換し世界市場に向けて販売展開してい
ます。その意味で、スノーピーク製品は、ロー
カルからグローバルに事業展開するグローカル
な「燕三条ブランド」の一つだと思っています。

スノーピーク社の開発体制
スノーピーク社の開発担当者は、大企業の開

本社オフィス内

フリーアドレスで社員は好きな席に座って仕事ができる。
前日と同じ席で同じ人とは隣にならないルール。



15繊維トレンド　2016年 7･8月号

The Snow Peak Way

発担当者やデザイナーとは求められる役割が少
し違います。スノーピーク社の製品開発では、
最初の企画段階からデザイン、協力工場と連携
して量産の製造ラインにのせるまでを一貫して
一人の担当者が担当します。もちろん原価管理
も同じ一人の担当者が担います。これには、ハ
イエンドのアウトドア製品ならではの理由があ
ります。アウトドア製品は機能と表裏一体に
なっていなければエンドユーザーの評価を得る
ことはできません。そのため全ての工程を一人
で担うのが一番であり、あえて分業にはしてい
ません。担当者は試作のために協力工場に何度
も足を運んでやりとりしますので、その過程で
協力工場の職人さんのモノづくり魂や製造技術
を身体で体得していきます。スノーピーク社員
はアウトドア製品に対するユーザー感覚はもと
もと身に着いているので、それに加えて、協力
工場の職人さんの製造技術、モノづくり精神、
感覚的なことまでをみっちり学ぶことにより、
若いうちから完成度の高い製品の開発の担い手
として育ちます。ちなみに協力工場への支払い
は手形ではなく、月中仕入れ分は全て現金決済
の月末支払いにしています。

エンドユーザーとの距離が世界で最も近い
アウトドアメーカー

スノーピーク社の現在のビジネスモデルを内
部では CtoC だと考えています。自らもユーザー
として考えるという理念的な次元以前に、そも
そも私たちは実体として本当にヘビーなキャン
パーです。その私たちがヘビーなキャンパーに
向けて製品を作って売っているのですから、
まぁ極論すれば、スノーピーク社はコンシュー
マー to コンシューマーという思想で運営され
ている会社ともいえましょうか。もちろん形式
定義としてのビジネスモデルは CtoC ではない
のですが、BtoC をちょっと超えて、今私たち
が実現しているのは B with C だと思っていま

す。スノーピーク社は事業会社なので、ビジネ
ス面からコンシューマーに寄り添っている会社
であり、そしてコンシューマーもスノーピー
カーと呼ばれているファンがたくさんいらっ
しゃってスノーピーク社のビジネスに寄り添っ
てくださっています。そういう意味で、新しい
ビジネスモデル「B with C」をスノーピーク社
は実現しつつある会社だと思っています。

コンシューマーとの「つながり」については、
私はヘビーユーザーの顔や名前をだいたい覚え
ていますし、またユーザーも私や社員のことを
よく知っています。その意味でお互いが「いい
意味で、バレバレで透けて見えている会社」と
いえるのかもしれません。会社と顧客の間に
ファイアウォールを作らないことが他のアウト
ドアメーカーにない特徴だと思っています。

そのためには、二つの取り組みがポイントに
なっています。一つはキャンプイベント「スノー
ピークウェイ」の開催です。顧客と私も含めた
スノーピークの社員が一緒にキャンプを楽しむ
イベントで、スノーピーク社の魅力や目指す方
向を直接伝える意味合いも含めて会社のミッ
ションステートメントと同じ名称にしていま
す。製品の送り手と受け手がフェース・ツー・
フェースで話し合いながら、スノーピークの提
供する輪に顧客がどんどん参加する仕組みとし
て実施しています。このイベントは 1998年に
スタートし 17年以上続けています。現在は毎
年6 ～ 10回程全国各地で開催しています。人
気が高く、参加希望者の中からの抽選制になっ
ています。キャンプ期間が大体2泊3日の催し
です。私も特別な事情がない限り必ず参加して
顧客と向き合ってさまざまな話をします。イベ
ントのハイライトは太陽が沈んでから、焚火を
囲んで行う「焚火トーク」です。そこで私はア
ウトドアの楽しみ方や体験などについて話した
ります。また参加者に呼ばれたら、私はその全
てのテントを訪問し、一緒にお酒を飲んだりし



繊維トレンド　2016年 7･8月号16

特別レポート

ながらさらに深く語り合うのを一つの約束事に
しています。毎年何千人もの顧客と直接会うこ
とができるこの場は、私にとって何にも代えら
れない大切な楽しみであり、顧客ニーズを感じ
取る機会でもあります。年間の参加者は約
5,000人で、これまでの参加者は延べ 7万5,000
人となっています。またこのイベントでは、た
またまテントが隣り合った家族同士が友達に
なったりすることがたくさんあります。人生に
おいて損得抜きの本当の友を得ることは何物に
も代えられません。人と人がつながり、人と自
然をつなぐお手伝いとして、スノーピーク社が
そういった場を提供しているとすれば、それは
私たちのミッションの一つが達成できている瞬
間でもあります。ユーザーを幸せにしている実
感を直接持つことができるメーカービジネスは
今時それほどないと思います。しかしこの実感
をスノーピーク社員は持つことができますし、
また社員間で共有もできます。それが間違いな
く私たちの仕事への高いモチベーションにつな
がっています。

さらに顧客との距離を近くするもう一つの工
夫が、インターネットの活用です。キャンプイ
ベントは毎日開催できるわけではないので、日
常的に顧客とコミュニケーションを深める方法
として立ち上げたのが、SNS（交流サイト）の「ス
ノーピーククラブ」です。インターネット経由

で登録すれば、誰でも参加できます。「プロダ
クツレビュー」「アウトドア料理レシピ」「おす
すめキャンプ場」など、アウトドアについての
トピックを自らエントリーすると同時に、他の
顧客のトピックを自由に閲覧して書き込むこと
ができます。また顧客同士も自由に活発な意見
交換やアイデア交換をしています。「この製品
を使ったら○○だった」「先週○○へキャンプ
に行ったら、△△の花が八分咲きながら見事
だった。今週末いっぱい見頃だよ」とか実感・
実体験に基づいた書き込みがいろいろ集まりま
す。また「この製品とこの製品のどちらを買お
うか迷っている」という質問が一人のユーザー
から発信されると、「自分のケースは○○な使
い方だったので、△△がこう良かった」といっ
た投稿が次々に集まってきます。こうして SNS
を通じ顧客同士が「同じスノーピーク製品の
ユーザー」としてどんどんつながっていきます。
また顧客との距離を縮める IT活用の取り組み
は、このスノーピーククラブだけではありませ
ん。例えば多くの企業が活用するフェイスブッ
クをメーンの広報手段と位置づけて、ここでも
コミュニティづくりを図っています。スノー
ピーク社は 3月1日現在で 14万6,513人から「い
いね！」をいただいています。ちなみに「いい
ね！」の数は MUJI やユニクロは約100万人で
す。で、この数値を社員数で割って比較すると、
ユニクロは社員1人当たり 21人、MUJI は同じ
く 166人になります。それに対してスノーピー
クは 559人になります。売上高1億円当たりで
はユニクロが 16人、MUJI は 394人、スノーピー
クは 1,800人です。ここで何が言いたいかとい
いますと、フェイスブックの「いいね！」のカ
ウント数はわれわれが意図してコントロールで
きるものではありませんよね。エンドユーザー
は本当に共感して「いいな」と思わないと「い
いね！」を押してくれません。そこで、私はこ
の数値をある意味でブランドに対する共感人口

社長室

社長室の扉はいつも開いている。オープンな作りであり、
外から社長の執務の様子が見える。
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だと思っています。これだけスノーピーク社に
共感していただいている方が多いということ
は、私たちが提案しているアウトドアのライフ
スタイルに対する潜在ニーズはまだまだありそ
うです。言い換えますと、スノーピーク社とし
ての売上伸長余地がこれからも十分あると思っ
ています。

東証一部で 1,900社ぐらいありますけれども、
昨年1年間で 40%売上を伸ばした会社ってあま
りないと思います。時価総額も 2015年1月1日
と同年12月31日では 3.7倍になっています。
これもベスト10 に入って伸び率として上から 7
番目くらいだと思います。こうした順調な業績
推移もスノーピーク社として、これまでお話し
したような 3 つの選択を吟味して取り組んでき
た結果だと思います。全製品に永久保証をつけ
るのはそんなに簡単なことではないかもしれま
せん。また私のような変人でもないかぎり
5,000人、7,000人のエンドユーザーさんと一緒
にキャンプはなかなかできないかもしれませ
ん。ただそれ以外の 1 つ 1 つはそんなに難しく
はないと思います、だから組み合わせも含めて
1 つ 1 つにちゃんと取り組んでいくと、その結
果としてスノーピークができるわけですね。
まぁ、皆さんがスノーピーク的なものを作りた
いかどうかはちょっと疑問ですが、本日は、ス
ノーピークの秘密を全て皆さんにお話ししまし
た。私の話の中に、皆さんの会社経営やマネジ
メント上のヒントが数多く含まれていれば私と
しても大変幸せなことです。

おわりに
直近の「日経ビジネス」の年末年始号特集で

「次代を創る 100人」の中で、私は “Tomorrow 

明日を創る” というカテゴリーで選ばれました。
あの建築家の隈研吾さんの推薦文で選ばれてい
ます。その他「ダイヤモンド・オンライン」では、
“2030年のビジネスモデルを先取りしている経
営者100人” の中に選んでいただきました。ア
ウトドアの仕事を 30年間ぐらいやってきて、
オートキャンプというカテゴリーを日本にライ
フスタイルとしてある程度根づかせてきました。
私が仕掛けてきたオートキャンプ人口が約
2,000万人になって、一つの使命を果たしたこ
ともあり、後は引退するばかりかなとも思って
いましたが（笑い）、「次代を創る 100人」の中で、
アウンサン・スーチーさんやドイツのメルケル
さんなどとともに選ばれてしまうと、「改めてこ
れから未来に向けて何かやりなさいよ」と新た
なミッションで背中を押されているような気も
しまして、また「The Snow Peak Way」の原点
に立ち返って、今までよりもう少し大きな枠組
みでアウトドアを中核にした人間性を回復する
ようなビジネスに、これからもさらに積極的に
挑戦していきたいと思っています。すでに手掛
けている住宅メーカーやマンションデベロッ
パーとの異業種連携、自治体の地方創生事業の
お手伝いをはじめ人間性の回復という私たちの
ミッション、コアバリューをキャンプのフィー
ルドから、例えばアーバンアウトドアというキー
ワードの下でオフィス空間や都会の住宅まで空
間やシーンを広げて、あるいは、われわれが料
理や設えを全部セットで用意して、現地に行け
ばやや贅沢なキャンプができるグランピングと
いう旅の提案や隈研吾さんと今取り組んでいる
マルチハビテーションの提案、さらにアパレル
の事業というふうに広げていきたいと考えてい
ます。本日はご清聴ありがとうございました。


