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メリカから帰ってこられたのはその頃で

したね。

村角　何もできないから倉庫に入れられ

て・・。12月の寒い中、ひたすら値札貼りを

していました。当時は納品後すぐに店頭に

出せるようにお得意先様の値札を卸の方

で付けていたんだよ。

田中　その頃は朝から倉庫前に10トント

ラックがずらっと並んでいて、時間がない

ので外に停めたまま荷積みして出荷とい

うような状況でした。

村角　忙しかったよね。パートナーさん

に夜7時くらいまで頑張ってもらっても

追いつかなくて、営業が帰ってきてから

出荷作業を朝まで、なんてことは普通

だったよね。

松村　私は一人に1台パソコンが配布さ

れた頃に入社しました。1年くらいは配

達、その後先輩に同行しながら営業に携わ

るようになり、仕事を覚えていきました。

山根　私は入社当時唯一の女性の営業担

当だったので、初めは緊張していたんです

が、皆さんにとても良くしていただいて。

あっという間になじむことができました。

有本　新人から女性の営業を育てようと

自転車で配達、バブル、一人1台の・・・
いつの時代も熱くまっすぐでした
　

̶̶̶̶ヒメプラの変遷をたどる、皆さん

の入社当時の様子をお聞かせください。

有本　創業10年の年に初の経理担当とし

て入社。社員は30人くらいだったかな。自

転車で銀行に行こうとすると「ポリケース

運んで」と先輩に言われる、何でもやる経

理でしたね。

平瀬　阪神支店に配属。名刺には“営業”と

ありましたが、社用車は2トントラックの

みで、それに乗って週4日は配達。残業代

が基本給を大きく上回っていた、そんな時

代でした。

田中　入社はバブル崩壊のちょっと前、東

京営業企画部に配属。倉庫で商品の勉強を

みっちりさせてもらいました。当時は８割

が関西出身で単身者も多かったので、遅く

まで仕事をした後ご飯を食べにいろんな

所に連れて行ってもらいました。社長がア

有本　我々の時代からだったよ。仕事の後、

先輩が食事に連れて行ってくれて「なぜわ

しがあそこで怒ったか分かるか」と諭して

くれた。会社の誰もが失敗すれば必ずフォ

ローしてくれる、兄貴のような存在でした。

新社長への期待
そして夢は大きく膨らんで

̶̶̶̶新社長に期待することは？

そして皆さんの目標は？

山根　女性がもっと働きやすい環境に、特

に結婚・出産を経て戻ってこられる職場に

なってほしいと思います。

村角　仕事の分担方法などを今模索して

います。会社としても今後さらに女性の能

力を活かしていきたいと考えていますか

らね。

佐藤　商品開発の立場からですが、もっと

幅広い販路がほしいと思います。開発

チームのモチベーションアップにもつな

がります。

村角　営業シフトなどの検討を要します

が、販売チャネルが多様化している中、販

路の拡大は積極的に進めていかなければ

ならない課題だと思っています。

佐藤　では、MISM商品が消費者の目に触

れる機会が増えることを期待して、私は世

の中で取り合いになるような大人気商品

をつくりたいと思います。

山根　私はヒメプラといえば山根、山根と

いえばヒメプラ、と言われるような得意先

をつくりたいです。そして、松村さんを抜い

て産業資材のナンバーワン営業担当に。頑

張ります！

松村　ハードル高いで（笑）。私は個人より

も産業資材全体で家庭用品を追い越すくら

いの事業規模にしたいと思っています。

村角　産業資材は関東を筆頭に取引先の

新規開拓など果敢にチャレンジしても

らっていますが、姫路産業資材のさらなる

飛躍を楽しみにしています。

田中　先ほど販路拡大の話がありました

が、そのチャネルの一つとして、また当社

3本柱の一つとしてNET販売部の売上増

を全力で目指します。

平瀬　私は阪神支店を再び売上ナンバー

ワン支店に。厳しい状況は続くでしょう

が、諦めずに目標に掲げていこうと思って

います。

村角　当社を取り巻く環境や社会情勢の

変化は激しく、今まで通りのやり方では対

応できなくなってくることはよくお分か

りでしょう。新たな発想、ユニークなアイ

デアが必要です。産資、開発、NET販売の3

本柱を中心に、さらなる事業拡大を目指し

ていきたいと思っています。皆さんの力に

期待しています。

いう方針で、私が山根さんを面接しまし

た。最初に「営業をやる気はありますか」と

尋ねたね。

佐藤　私は関東支店での採用です。入社当

初から大手量販店を担当。調整が上手くい

かず夜中まで残って作業をしたことがあ

りました。最初ひどく怒っていた担当の方

が、次第に「頑張れ」と声をかけてくれるよ

うになって、一生懸命やれば見ていてくれ

る人がいるのだなと思いました。たくさん

のことを学ばせてもらいました。

ヒメプラの魅力は、仕事の面白さか
家族的な雰囲気か

̶̶̶̶今まで頑張ってこられた理由は

何だと思いますか。

有本　19年経理を担当した後、営業経験

がないまま福岡支店長に。何も分からない

では済まされないと、自分から進んで掃除

から始めました。いつも会社のことばかり

考えていましたね。

松村　自分がつくったものを消費者に届け

たいとヒメプラに入りました。初めて担当

したパッケージの商品が店頭に並んだ時は

とてもうれしかったですね。今でもその気

持ちは忘れていません。

山根　私は部品の梱包材などを担当。お客

様のご要望に耳を傾けた結果、「業務改善

ができた」「何度も使えてエコになった」な

どの評価をいただき、うれ

しく思いました。

佐藤　大手量販店などメ

ジャーな企業を担当する

ことがやりがいにつながっ

ていました。影響の大きさ

から使命感が強くなって

いったのだと思います。

平瀬　私は仕事への使命

感よりも人間関係、ですかね。

田中　平瀬支店長が東京に配属されてい

た頃は、特に東京支店は仲が良かったです

よね。仕事も面白くて、いろいろなことを

一緒にやらせてもらいました。

村角　どこも同じだと思うけど、当社には

拠点ごとにみんなで頑張ろうという家族

的な雰囲気がありますね。

「新社長を囲んで」
社 員 座 談 会

村角昇新社長と各世代の社員が集い
仕事や会社に対する思いを語り合いました

社員座談会
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も産業資材全体で家庭用品を追い越すくら

いの事業規模にしたいと思っています。

村角　産業資材は関東を筆頭に取引先の

新規開拓など果敢にチャレンジしても

らっていますが、姫路産業資材のさらなる

飛躍を楽しみにしています。

田中　先ほど販路拡大の話がありました

が、そのチャネルの一つとして、また当社

3本柱の一つとしてNET販売部の売上増

を全力で目指します。

平瀬　私は阪神支店を再び売上ナンバー

ワン支店に。厳しい状況は続くでしょう

が、諦めずに目標に掲げていこうと思って

います。

村角　当社を取り巻く環境や社会情勢の

変化は激しく、今まで通りのやり方では対

応できなくなってくることはよくお分か

りでしょう。新たな発想、ユニークなアイ

デアが必要です。産資、開発、NET販売の3

本柱を中心に、さらなる事業拡大を目指し

ていきたいと思っています。皆さんの力に

期待しています。

いう方針で、私が山根さんを面接しまし

た。最初に「営業をやる気はありますか」と

尋ねたね。

佐藤　私は関東支店での採用です。入社当

初から大手量販店を担当。調整が上手くい

かず夜中まで残って作業をしたことがあ

りました。最初ひどく怒っていた担当の方

が、次第に「頑張れ」と声をかけてくれるよ

うになって、一生懸命やれば見ていてくれ

る人がいるのだなと思いました。たくさん

のことを学ばせてもらいました。

ヒメプラの魅力は、仕事の面白さか
家族的な雰囲気か

̶̶̶̶今まで頑張ってこられた理由は

何だと思いますか。

有本　19年経理を担当した後、営業経験

がないまま福岡支店長に。何も分からない

では済まされないと、自分から進んで掃除

から始めました。いつも会社のことばかり

考えていましたね。

松村　自分がつくったものを消費者に届け

たいとヒメプラに入りました。初めて担当

したパッケージの商品が店頭に並んだ時は

とてもうれしかったですね。今でもその気

持ちは忘れていません。

山根　私は部品の梱包材などを担当。お客

様のご要望に耳を傾けた結果、「業務改善

ができた」「何度も使えてエコになった」な

どの評価をいただき、うれ

しく思いました。

佐藤　大手量販店などメ

ジャーな企業を担当する

ことがやりがいにつながっ

ていました。影響の大きさ

から使命感が強くなって

いったのだと思います。

平瀬　私は仕事への使命

感よりも人間関係、ですかね。

田中　平瀬支店長が東京に配属されてい

た頃は、特に東京支店は仲が良かったです

よね。仕事も面白くて、いろいろなことを

一緒にやらせてもらいました。

村角　どこも同じだと思うけど、当社には

拠点ごとにみんなで頑張ろうという家族

的な雰囲気がありますね。
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したね。

村角　何もできないから倉庫に入れられ

て・・。12月の寒い中、ひたすら値札貼りを

していました。当時は納品後すぐに店頭に

出せるようにお得意先様の値札を卸の方

で付けていたんだよ。

田中　その頃は朝から倉庫前に10トント

ラックがずらっと並んでいて、時間がない

ので外に停めたまま荷積みして出荷とい

うような状況でした。

村角　忙しかったよね。パートナーさん

に夜7時くらいまで頑張ってもらっても

追いつかなくて、営業が帰ってきてから

出荷作業を朝まで、なんてことは普通

だったよね。

松村　私は一人に1台パソコンが配布さ

れた頃に入社しました。1年くらいは配

達、その後先輩に同行しながら営業に携わ

るようになり、仕事を覚えていきました。

山根　私は入社当時唯一の女性の営業担

当だったので、初めは緊張していたんです

が、皆さんにとても良くしていただいて。

あっという間になじむことができました。

有本　新人から女性の営業を育てようと

自転車で配達、バブル、一人1台の・・・
いつの時代も熱くまっすぐでした
　

̶̶̶̶ヒメプラの変遷をたどる、皆さん

の入社当時の様子をお聞かせください。

有本　創業10年の年に初の経理担当とし

て入社。社員は30人くらいだったかな。自

転車で銀行に行こうとすると「ポリケース

運んで」と先輩に言われる、何でもやる経

理でしたね。

平瀬　阪神支店に配属。名刺には“営業”と

ありましたが、社用車は2トントラックの

みで、それに乗って週4日は配達。残業代

が基本給を大きく上回っていた、そんな時

代でした。

田中　入社はバブル崩壊のちょっと前、東

京営業企画部に配属。倉庫で商品の勉強を

みっちりさせてもらいました。当時は８割

が関西出身で単身者も多かったので、遅く

まで仕事をした後ご飯を食べにいろんな

所に連れて行ってもらいました。社長がア

有本　我々の時代からだったよ。仕事の後、

先輩が食事に連れて行ってくれて「なぜわ

しがあそこで怒ったか分かるか」と諭して

くれた。会社の誰もが失敗すれば必ずフォ

ローしてくれる、兄貴のような存在でした。

新社長への期待
そして夢は大きく膨らんで

̶̶̶̶新社長に期待することは？

そして皆さんの目標は？

山根　女性がもっと働きやすい環境に、特

に結婚・出産を経て戻ってこられる職場に

なってほしいと思います。

村角　仕事の分担方法などを今模索して

います。会社としても今後さらに女性の能

力を活かしていきたいと考えていますか

らね。

佐藤　商品開発の立場からですが、もっと

幅広い販路がほしいと思います。開発

チームのモチベーションアップにもつな

がります。

村角　営業シフトなどの検討を要します

が、販売チャネルが多様化している中、販

路の拡大は積極的に進めていかなければ

ならない課題だと思っています。

佐藤　では、MISM商品が消費者の目に触

れる機会が増えることを期待して、私は世

の中で取り合いになるような大人気商品

をつくりたいと思います。

山根　私はヒメプラといえば山根、山根と

いえばヒメプラ、と言われるような得意先

をつくりたいです。そして、松村さんを抜い

て産業資材のナンバーワン営業担当に。頑

張ります！

松村　ハードル高いで（笑）。私は個人より

も産業資材全体で家庭用品を追い越すくら

いの事業規模にしたいと思っています。

村角　産業資材は関東を筆頭に取引先の

新規開拓など果敢にチャレンジしても

らっていますが、姫路産業資材のさらなる

飛躍を楽しみにしています。

田中　先ほど販路拡大の話がありました

が、そのチャネルの一つとして、また当社

3本柱の一つとしてNET販売部の売上増

を全力で目指します。

平瀬　私は阪神支店を再び売上ナンバー

ワン支店に。厳しい状況は続くでしょう

が、諦めずに目標に掲げていこうと思って

います。

村角　当社を取り巻く環境や社会情勢の

変化は激しく、今まで通りのやり方では対

応できなくなってくることはよくお分か

りでしょう。新たな発想、ユニークなアイ

デアが必要です。産資、開発、NET販売の3

本柱を中心に、さらなる事業拡大を目指し

ていきたいと思っています。皆さんの力に

期待しています。

いう方針で、私が山根さんを面接しまし

た。最初に「営業をやる気はありますか」と

尋ねたね。

佐藤　私は関東支店での採用です。入社当

初から大手量販店を担当。調整が上手くい

かず夜中まで残って作業をしたことがあ

りました。最初ひどく怒っていた担当の方

が、次第に「頑張れ」と声をかけてくれるよ

うになって、一生懸命やれば見ていてくれ

る人がいるのだなと思いました。たくさん

のことを学ばせてもらいました。

ヒメプラの魅力は、仕事の面白さか
家族的な雰囲気か

̶̶̶̶今まで頑張ってこられた理由は

何だと思いますか。

有本　19年経理を担当した後、営業経験

がないまま福岡支店長に。何も分からない

では済まされないと、自分から進んで掃除

から始めました。いつも会社のことばかり

考えていましたね。

松村　自分がつくったものを消費者に届け

たいとヒメプラに入りました。初めて担当

したパッケージの商品が店頭に並んだ時は

とてもうれしかったですね。今でもその気

持ちは忘れていません。

山根　私は部品の梱包材などを担当。お客

様のご要望に耳を傾けた結果、「業務改善

ができた」「何度も使えてエコになった」な

どの評価をいただき、うれ

しく思いました。

佐藤　大手量販店などメ

ジャーな企業を担当する

ことがやりがいにつながっ

ていました。影響の大きさ

から使命感が強くなって

いったのだと思います。

平瀬　私は仕事への使命

感よりも人間関係、ですかね。

田中　平瀬支店長が東京に配属されてい

た頃は、特に東京支店は仲が良かったです

よね。仕事も面白くて、いろいろなことを

一緒にやらせてもらいました。

村角　どこも同じだと思うけど、当社には

拠点ごとにみんなで頑張ろうという家族

的な雰囲気がありますね。

社員座談会

33 創立60周年記念誌 社員座談会 34創立60周年記念誌社員座談会

姫プラ_創立60周年記念誌_P37-38_社員座談会


	60周年記念誌 32
	60周年記念誌 33
	60周年記念誌 34
	60周年記念誌 35



