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 立命館大学経営学部校友会 

 

ＡＣＲＯＳＳ 速報版 
                                      

2015 年 9 月 1 日 第 78 号 
----------------------------------------------------------------------------------- 

小岸弘和氏講演 

「最強のホスピタリティ集団 創造への挑戦」 

 

2015 年 8 月 29 日、京都ガーデンパレスにおい

て、2015 年度経営学部校友会経営学振興事業第１

回セミナー、そして懇親会が行われました。 

講演会は立命館大学経営学部 1986 年（渡辺峻ゼ

ミ)卒業の、株式会社ディアーズ・ブレインおよび

株式会社プラネットワークの代表取締役社長 

小岸弘和氏による『最強のホスピタリティ集団創造

への挑戦!!  ～楽しくなければやったところで知れ

たもの」から始まった試行錯誤の組織創り～』と題

するお話しでした。 

 

  
        講師  小岸 弘和 氏 

 

小岸弘和氏は 『KOTOWA 京都 八坂』『KOTOWA

奈良公園 Premium View』 『迎賓館（万博記念公

園）』ほか、全国 22 ヶ所のゲストハウスウエディ

ング施設の運営、レストラン事業、ウエディングド

レス事業、目黒雅叙園のコンサルティング事業等を

手がけられています。映像を交えながら実に楽しい

お話しをして頂きました。映像は当然ここではお伝

えできませんし、その楽しさは十分お伝えできませ

んが、ご容赦下さい。 

 

「楽しくなければやったところで知れたもの」 

今私は、ゲストハウス型の結婚式場を運営してお

り、そこには約 700 名のメンバーが活躍してくれて 
います。常々私は「楽しくなければやったところで 
 

知れたもの」という想いで仕事をしておりますが、

それは社員全員にも根付いています。例えば現場の

ウエディングプロデューサーには、「自分が仕事を

楽しんでいないとお客様の幸せを創れない」、すな

わち、メンバーがチームとも共鳴し、パートナーも

含めて楽しんでいるかというのが重要だと思ってい

ます。そういうお話しをさせていただきます。 

 

出自・経歴 生まれは奈良で、予備校、立命館大学

と京都で計 5 年間過ごしました。卒業後リクルート

に入社、大阪で働き、神戸で住んでいた時には震災

にも遭いました。そして今はこうしてブライダルの

業界にいて、仲間が、最高のパフォーマンスを発揮

できるような環境づくりを行い、チームが同じゴー

ルに向かって、自律的に力強く動き始める組織作り

に励んでいます。リクルートで 14 年、起業して 14
年となりますが、その原点は渡辺ゼミで、その後も

交流しています。本当に大学で時間を過ごすことは

よかったと思っています。 
 

人材系からウエディングへ リクルートに入社し、

最初の 10年は人材採用そしてコンサルティングに携

わった後、当時廃刊寸前だった、ブライダル情報誌

「ゼクシィ」に 4 年携わりました。これがこの仕事

へのきっかけです。1 年関西、3 年東京で働きまし

た。その後、現在の邸宅型結婚式場を運営する「株

式会社ディアーズ・ブレイン」を立ち上げ、4 月か

らは大阪ガスグループ企業の「株式会社プラネット

ワーク」を引き受け、代表取締役も兼務していま

す。ディアーズ・ブレインとしては全国で20か所、

プラネットワークとして 2 か所、ゲストハウス型の

結婚式場を運営しています。すでに準備室としては

稼働していますが、梅田のブリーゼブリーゼに来年

1 月に新店がオープンします。今までは 1 年に 2 店

舗のペースで出店してきましたが、今後はスクラッ

プ・アンド・ビルドしていかなければならないと思

っています。 
 

私がお伝えしたいこと 私はウエディングに関して

は大いなる素人で、組織創りをし、最高のチームを 
 



- 2 -

創りたいと思っています。今日のお話は、あくまで

小岸私論です。 

 
１．小岸の作られ方 

私は「楽しくなければやったところで知れた 

も の 」 という理念に共感しているチームを作り 

たい。どのようにつくるか。自分より能力のあ 

る人間を集めてやりたい。共通している DNA 
をもっている人間を集めたい。 

２．ディアーズ・ブレインの DNA 創造 

３．ディアーズ・ブレインをどう進化させたいのか 
 

台湾事業でいきなり全財産を失う寸前の危機に直

面！、でもやり続けるから失敗したことがない

（笑）と言い続けたい。 

 
＜ここで映像紹介＞ 
 

同業大手企業は多店舗の際は同じ見た目の施設を

展開しますが、我々は、建物の姿や形が、20 店舗す

べて違う個性あふれた外観で、街のランドマークに

なるように建物を作っています。その土地に失礼で

ない、周辺の街の価値が上がるように留意していま

す。数千万設計にかかるため、金融機関からムダだ

といわれたことがありますが、我々は大切だと思っ

ています。 
自らの体験をさらに昇華させることを求めていま

す。プラスのスパイラルを生み出したい。採用にお

いては、新卒にシフトしており、中途採用も業界出

身は僅かで多くが未経験者です。固定概念にとらわ

れない、たくさんの個性が集まることで組織は強く

なると思っています。 
小岸の作られ方ですが、リクルートに入社してか

らゼクシィ事業へ、そして、2001 年に 1 人で起業

し、2004 年結婚式場運営事業を開始しました。それ

もコンサル先が破綻寸前で、投資会社に頼まれ仕方

なく引き受けたというのが実際です。2008 年 IPO
か？否か？という選択が迫られました。IPO では経

営の自由度が保てないと判断し、千趣会の出資をう

けてグループにはいりました。今年 4 月には大阪ガ

スのグループ企業を M＆A し、また７月にはワタベ

ウェディングに資本業務提携を発表しました。 
 

リクルート入社と貴重な経験 両親が教師というこ

ともあり、企業社会がどんなところなのか知らずに

育ったため、企業研究をするために最もその情報が 
ある場所だと考えてリクルートを志望しました。 

内定してすぐ、採用担当者から、「何年でやめる

の？」と言われ、「3 年で」と答えました。これが

リクルートマジックです。当時リクルートでは社員 
 

はそこで育って、「卒業」して独立するのが基本姿

勢でした。 
リクルートで私にとって最悪かつ最高のスタート

になったのは、「西の鬼」と呼ばれた初めての上司

との出会いです。入社してから 4 年間、たっぷり鍛

えていただきました。その方のおかげで今の自分が

あります。社会人にとって最初の 3 年が大事だと実

感したからこそ、新卒教育こそが大事であると考

え、どこでも通用する人間をと意識し、実践してい

ます。 
 

 

 
 ディアーズ・ブレインでは内定後、入社前の内定

期間中から研修を行っています。会社としてNPO法

人と連携して、アジアエリアに学校を作るという社

会貢献活動を行っています。内定者にはそこに通う

子供達との交流会をゼロから企画してもらい、交流

会当日は現地に全員で渡航をして実際に交流会を行

ってもらっています。それをすることで、何かをや

り遂げるという達成感を味わってもらったり、同期

の絆が創り上げられるという、ひとつの成功体験を

積むことになります。その絆の深さが入社後も続

き、お互い支え合っていて、それが離職率の低さに

もつながっています。退職後もフェイスブックでよ

く情報共有されています。フェイスブックのありが

たさを感じています。 
 
 リクルート時代何を学んだかですが、当時の上司

から社会人の基本を学びました。その方が栄転で異

動となり、別の上司についたときは楽になったので

すが、それもつかの間、すぐにまた入社当時の上司

のもとで働くことになりました。その時は極限まで

働き、多くのクライアントにも育てていただきまし

た。特に、新卒採用の戦略を提案する時期はすべて

のクライアントの仕事が同時期に集中しますので、

睡眠時間が 1 週間に 9 時間しかとれないこともあり

ました。そうすると、仕事を効率化せざるをえな

い。そこで、企画書を書くのが早くなりました。 
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その頃、リクルート事件に遭遇します。当時のリ

クルートは、社員 2 千人、アルバイト 3 千人で、ど

ちらかというとロイヤルティには縁遠い（笑）集団

でしたが、事件のおかげで社員間の連帯感が生じま

した。事件後の武道館で行われた社員総会で、マス

コミが「リクルートが潰れるまで」というテーマで

取材に入っていることが共有された際の大いなる盛

り上がりを見て、組織への愛着の大切さを学びまし

た。 
リクルートでは大手企業のトップの方と直接会う

機会を得ることができ、また会社の空気感というも

のを感じる体験をしました。企業のトップが優秀

で、会社の空気もよかった企業は、やっぱり今でも

成長し続けていますね。リクルートは社員の思いを

まとめ上げることで組織がまとまり、成長していき

ました。人が組織を創り、組織が事業を創ると言う

のが分かりました。ビジネスパーソンとしての基本

をたたき込まれただけではなく、人が仕事を通して

成長する面白さも学び、極限まで働くという、いい

経験をしました。3 年で辞めるはずのリクルートで

10 年が経ち、異動計画書を自分でつくり、それが認

められ、異動できることになりました。当初は海外

旅行情報誌の予定でしたが、スカウトを申し出てく

れた事業部長が、当時、廃刊の危機にあった『ゼク

シィ』立て直しに行くことになり、思わぬ展開にな

りました。 
 

『ゼクシィ』での経験 『ゼクシィ』では、まずは

関西、次は東京と各拠点の立て直しに奔走しまし

た。面白かったのは、関西では、何をしてきた？と

過去を聞かれましたが、東京では、何したくて来

た？と未来を聞かれる。関西と東京の違いを感じま

した。これは面白い仕事だと思えました。当時、変

革が始まった業界で多くの新興系企業に触れること

ができました。業界を変革を加速する実感ももちま

した。この雑誌では新たなマーケットをつくれるこ

とが分かり、自ら起案し全国展開しました。 
2000 年 5 月にリクルートを卒業し、あるウエディ

ング企業で、日本で初めてのウエディング・プラン

ナーを専門に育成する「マリッジ・カレッジ」とい

うスクールを立ち上げました。そののち、ウエディ

ングプランナーを一般化すべく、テレビ・ドラマ

「ウエディング・プランナー」という番組の実現に

も走りました。 
 

起業 2001 年 6 月、「マネジメントウィザード」を

設立・起業しました。起業の理由はあったらいいな

をカタチにしたい、です。「楽しくないことはやり

たくないし、やったところで知れたもの」と言う企 
業理念を掲げ、やりたいことに全力投球できる環境 
 

さえ整えることができれば、自ずと人はそこに集い 
ビジネスは動き始める。だからこそ、まずはそのス

テージを創ることを第一に考えました。 

 起業時に自分の中で心に決め、徹底したことがあ

ります。それは、1 年間は 1 人でやる。1 年間はリク

ルート時代の得意先から仕事を受けない、3 年間は

規模の拡大はしない、でした。初期の代表的な仕事

が、沖縄県のリゾート局とさせていただいた、「沖

縄リゾートウエディングアイランド構想」です。沖

縄県をリゾートウエディングのメッカにしようとい

うもので、当時まだ 500 組程度だった、沖縄でのリ

ゾートウエディングの組数を 1 万組まで導こうとい

うものでした、結果、14 年には 1 万組を突破し、実

に20倍となりました。また多くの雇用を生み出しま

した。経済波及効果 200 億円とも言われるプロジェ

クトに成長することになっていきます。 
2004 年、結婚式場の運営に乗り出し、社名も「デ

ィアーズ・ブレイン」へと変更しました。マネジメ

ントウィザードでは社員数 4 名でしたが、経営破た

ん寸前だったコンサル先の会社を買収したことで 70
名に増えました。チームの得意領域を決めて、展開

していき、新店舗を開発しつつ、2 年半で旧店舗 7
店舗すべてを閉鎖、売却しました。この再生案件か

ら、ダメな組織に生じるポイントが何かを学びまし

た。意思疎通、戦略がない、組織、マネジメントラ

インが複雑、資金がないということです。強い組織

には必ず明確な理念が存在するし、またわかりやす

い。そこで、意思は明確に、戦略は簡単に、組織は

フラットに、マネジメントラインは簡素にする、資

金は潤沢に準備していこうと、すべてを反面教師に

しました。 
 

  

 
 理念を言い続ける組織が強い組織と思っていま

す。「楽しくなければやったところで知れたもの」 
というマネジメントウィザードの理念をディアー

ズ・ブレインでも引き継ぎ、そこで組織を築きまし

た。新しい DNA を浸透させ「戦わずして勝つ」を

基本戦略としました。 
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『ゼクシィ』が強くなる場面を思い出します。媒

体営業からコンサル営業へと顧客接点の仕組みを変

え、自分たちの得意分野に主戦場を移すということ

をしました。私はチーム創りは得意ですが、ウエデ

ィングの各論は分からない（笑）。だから各論には

近づかず、チーム創りに専念しました。弱い組織を

強くするには、負け癖からの脱却が必要です。あた

かも神風に出会った錯覚を持たせるようなこともし

ました。勝ち癖ほど強いノウハウはありません。だ

からこそ、小さな勝ちパターンをいかに設定し、達

成できるか？が組織には重要です。勝つために、強

い組織を創る、その構成要素は人ですから、人にこ

だわります。そのためには、求める人物像の明確化

が必要です。 

従業員数が 100 名くらいまでは私の意思は徹底で

きますが、100 名を超えると難しい。私の、ディア

ーズ・ブレインに対する意図を理解して、伝える、

語れる人を採用＆育成しないといけない。採用が強

くない会社は勝てません。採用し、夢を語り続ける

ことが大事なんです。リーダーは実現可能な夢を語

る必要があります。 

私たちディアーズ・ブレインは「幸せのステージ

を創造する企業」であり、ウエディング事業はワ

ン・オブ・ゼムでしかない。「言っておくけど、こ

のままで終わらない」とメンバーには言い続けてい

ます。組織の可動域をひろげることで思考と行動は

加速すると思うのです。 
 

ディアーズ・プレインのＤＮＡ 新卒採用にはこだ

わっています。2006 年から本格的な新卒採用を展開

しました。なぜ新卒採用かというと、われわれの

DNAを創り、強化するためです。ウエディングの仕

事がしたいのではなく、ディアーズ・ブレインで働

きたい人を採用したいと言い続けています。初めて

新卒採用を行った年、分不相応ではありましたが、

東京の国際フォーラムで説明会を行いました。当時

のメンバーが驚いたことを覚えています。今では新

卒採用を全社的なプロジェクトにしています。ま

た、徹底した映像メッセージを整備し、言葉に加

え、映像で伝える、これも DNA 創りの一環です。

内定者フォローとしての社会貢献活動を展開し、入

社後は DNA 注入の場として導入研修を実施し、店

舗配属後は、チューター制の導入による DNA 相互

確認をしています。 
 
＜ここで、ネパールでの内定者 Ring 社会貢献 
活動の映像紹介＝Ring 活動による DNA 注入＞ 

 
 
 

 
同期の絆を深め、学生時代とビジネス場面での仲

間との関係性の違いを感じ、やり遂げることの大切 
さを学んで貰います。 
 

＜ここで初スマイル映像紹介あり＞ 
 

初スマイル(新卒が初めて担当する結婚式)を全員

分撮り残しています。 
成長する組織は、時と共にその理念を変化して

DNA を進化させると考えています。創業時の「楽

しくなければやったところで知れたもの」という理

念を「OPEN DOORS!!」に変更しました。成長す

るたびに、企業理念を変える。それが我が社のDNA
です。チャレンジすることを忘れずにいたいと思っ

ています。 

 

ディアーズ・ブレインの今後 ディアーズ・ブレ

インをどう進化させたいのか、次世代にどのよう

なステージを提供すべきか？を考えています。ま

ずは、ブライダル業界にやってくる「業界再編」

に挑むということです。 

 では、何を目指したいか？ それは、ウエディン

グ系コングロマリット企業を創りたいのです。海外

にも展開したい。今回、ワタベウェディングと資本

業務提携をしたことで、さらにエンパワーメントな

集団をつくりたい。そこで働くことがたまらなくお

もしろく、仕事を通して成長することを楽しむ集

団、でありたいと思っています。かつてのリクルー

トの社是である「自ら機会をつくり出し、機会によ

って自らを変えよ」これを折に触れてメンバーには

伝えています。自ら動きつつ、自分で成長していっ

てほしいということです。 

 

＜一体感をもてるようにする映像紹介＞ 

 

より楽しくより力強いチームを創造し続けたいと

思っています。 
 
その後の質疑の中での質問に答えていわれたこ

と。ディアーズ・ブレインはウエディングらしくな

い社名です。その意味は「親愛なる仲間たちのブレ

ーン集団でありたい」という意味です。（松村） 
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