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事業領域の壁を飛び越え、
目指すは
総合コンテンツプロデューサー

英国発のヘアケアブラシを
日本に持ち込み大ヒット

途中で引っかかることなくスムー

ズに髪をとくことができたら楽なの

に──。絡まった髪をブラッシング

するたび 、そう考えている女性は多

いはずだ 。

じつは 、髪の長い人ならではの悩

みを解決してくれるブラシがある 。

イギリス生まれのヘアケアブラシ

「タングルティーザー」だ 。通常のブ

ラシは 、髪が引っかかるとそこで止

まってしまう 。しかし 、タングルテ

ィーザーはブラシの部分が長短２段

の構造になっていて 、柔らかい素材

でつくられている 。そのため一度引

っかかっても 、髪はブラシに弾かれ

て次のブラシに 。このメカニズムで

髪が少しずつ解けていくため 、力を

入れずともスルスルとブラッシング

できるのだ 。

タングルティーザーは 、
「ヘアブラ

シ」ではなく「ヘアケアブラシ」と名

乗っている 。ブラッシングは 、もと

もと髪をケアして美しく保つために

おこなわれるものだった 。しかし 、

パーマや染めで傷んでいる髪にブラ

シを通すと 、引っかかったり切れた

りして 、かえって傷みがひどくなる 。

そのために近年はトリートメントで

ヘアケアをするという考え方が美容
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業界の主流になっていた 。しかし 、

明することが困難な会社の一つだ 。
主な事業は 、人気ブラシの輸入代

理店と 、アマゾンの中間流通事業。
それだけでも謎を呼ぶが 、さらに

ＥＣ販売を通してブランディング
を手がけたり 、日本のいいものを

美しさを引き出してくれる 。ブラッ

リスクがほとんどなく 、むしろ髪の

されたのは２００７年だが 、本国イ

たちが放っておくはずはない 。開発

から「すごくいいブラシがある」と聞

ッドのサロンに勤めていた社員の妹

での販売が始まったばかり 。ハリウ

在住の２００９年 。当時はアメリカ

ラシに出合ったのは 、ロサンゼルス

明永敏悟社長だ 。明永社長がこのブ

理店を務める株式会社プリアップの

が 、タングルティーザーの日本総代

このブラシを日本に持ち込んだの

世界中で愛用者が増えている 。

った 。現在はイギリスのみならず 、

ギリスではセレブ達が使い始めたこ

まさに魔法のようなブラシを女性

にこだわっている 。

アップも、
「○○業」と紋切型で説

シング本来の役割を果たすという意

タングルティーザーは 、髪を傷める

浜市に本社を構える株式会社プリ

き 、関心を持った 。試しに自社の社

いっけん無節操のようだが 、明永

敏悟社長は、
「すべて夢のための過

程」という 。各事業の全貌を解き
明かしながら 、同社が掲げる夢に

迫っていこう。

タングルティーザー事業
約を取りつけました」

日本での累計販売個数は２５０万

万個を見込む 。勢いが止まらないが 、

「おそらく値下げすればドカーンと

明永社長は「ブームにしたくない」と
らだ 。

売れるでしょう 。しかし 、タングル

最初は反応が鈍かった 。動き始めた

「プロの方が『すごい』と言ってくれ

ティーザーは 年 、 年後でも支持

控えめだ 。

ると説得力があります 。それを聞い

のは 、サロンにサンプルを配ってか

さっそくアマゾンで販売したが 、

個を突破 。今年の販売個数は１００

髪に無理な負荷をかけず、スッとときほ
ぐすヘアケアブラシ「タングルティー
ザー」
。イギリス「Tangle Teezer 社」
の日本総代理店として、日本公式オン
ラインストアを多数運営。

思って 、ロンドンに飛んで代理店契

れは日本でも売れると

が始まっていない 。こ

日本ではまだ取り扱い

と言う 。調べてみたら 、

使っても『これはいい』

たのですが 、日系人が

人向きかなと思ってい

「ブロンドの細い髪の

海外向けにカルチャライズしたり 。

ンルでトップの商品に育ちました」

て 、徐々に浸透し 、今ではこのジャ

に口コミを書いてくれるようになっ

て購入した一般のお客様がアマゾン

くような育て方をしたいです」

思ってくれる方が少しずつ増えてい

性のブームをつくるより 、いいねと

される本当にいい商品 。ヘタに一過
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表すことが難しい会社がある 。横

員に配ったところ 、みんなが絶賛し
た。
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世の中には事業内容を一言で言い
とをきっかけに 、ベストセラーにな

企業データ

味で 、ヘアケアブラシという呼び方

本 社…神奈川県横浜市港北区新横浜 2-11-5 川浅ビル
設 立…2012 年
資本金…2000 万円
売上高…12 億 2900 万円（2018 年 6 月年度）
従業員…34 名

ビデオゲームパブリッシング事業

アイデアファクトリー株式会社と共同出資し、英語圏における同
社商品のファンコミュニティの拠点として
「Idea Factory」
を設立。

らっていた大手企業の内定を蹴って 、 クレーム対応を担当します 。ただ 、

グゲーム（ＪＲＰＧ）は海外では売れ

そして 、当時日本のロールプレイン

「ここで得た様々な経験が 、経営者

１年間だけではユーザーサポートの

ないといわれていましたが 、その理

「営業部に配属された新入社員は 、

１年間をアルバイトやインド放浪に

本質はわからない 。私は自らもう１

由が翻訳のクオリティにあると確信

このまま社会人になっても成長でき

費やした 。

年志願して２年やりました 。文句を

していました 。ですので『単なる翻

としての土台を作ってくれました 。

１年のモラトリアム後に就職した

言われる日々でもの凄いストレスで

訳』ではなく 、現地のカルチャーに合

最初の１年間 、ユーザーサポートで

のは 、
『信長の野望』
『三國志』などの

したが 、強い思いを持ったお客様だ

ないという思いがあって 、すでにも

明永社長は１９９３年 、バブルが
ゲームで知られる株式会社コーエー

わせる『カルチャライズ』を丁寧にお

ゲーム会社の米子会社の
立て直しのために渡米

弾けた直後に横浜国立大学を卒業す

からこそのクレームなんだと実感で

こなうことで 、ＪＲＰＧを海外に広
メイク ブ ラ シ 専 用
ウォッシャー＆ドラ
イヤー「StylPro」日
本総代理店
うつわと雑貨のセレクトショップ
「mononanairo（モノナナイロ）
」の運営

卸から直販に切り替える

立する道を選択 。株式会社日本一ソ

結果 、明永社長は現地に残って独

りを買われて 、２０００

をこなした 。その働きぶ

結ぶというハードな仕事

社以上の小売店と契約を

の数々のゲームタイトルを現地でヒ

『アトリエ』
（ガスト）シリーズなど

ィスガイア』
（日本一ソフトウェア）
、

めて 、『真・三國無双』
（コーエー）
、『デ

子会社の NIS America
を立ち上げた 。
アメリカ時代は 、コーエー時代も含

契約を解除して 、２００

年にコーエーのアメリカ

ットさせている 。

ーザーと出合った２００９年 。アメ

転機が訪れたのは 、タングルティ

じつはコーエーは早く

立した 。さらに２０１２年には日本

リカで仕事をしていた明永社長は 、

し か し 、赴 任 後『 真・

一ソフトウェアとの資本関係を見直

から米進出を果たしてい

三國無双』などヒット作

して完全に独立 。株式会社プリアッ

タングルティーザーを輸入する日本

にも恵まれ 、一気に業績

プを設立して 、代表取締役社長に就

たものの 、売れ行きは芳

は回復 、任期満了と共に

任した 。

側受け皿として子会社の宍喰屋を設

日本への帰国命令が出た 。

しくなかった。

て赴任する 。

子会社のマネジャーとし
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ルスにいたのか 。半生を振り返って

島根県仁多郡奥出雲
町のブランド米「仁
多米」の販売

みよう。

Ｂ to Ｃ事業

そもそも明永社長はなぜロサンゼ

る 。当時は就職氷河期が始まる前 。 （現コーエーテクモゲームス）だった 。

きた貴重な２年間でし

めるチャレンジをしたいと思ってい

プロジェクトを担当 。数

フトウェアの出資を得て 、１００％

ました」

カ月で約 社の問屋との

営業部に戻った後は 、

た」

「いいモノ」を掘り起こし、商品分析、マーケット開拓、プロモー
ションなどを生産者やメーカーと協力しながら、商品のブランド
化を図って販売する。
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もちろん 、誰でもマーケットプレ

年々狭き門となっているのだ 。

っていない中小中堅メーカーには

ヘルス＆ビューティ、シューズ＆バ

った 。ゲームから始めて 、ホーム 、

していたころで 、タイミングもよか

ンもリテールへの出品を増やそうと

自身で口座を持てたとしても 、アマ

販売できることだけではない 。仮に

ットは 、自社で口座を持たなくても

中小中堅メーカーにとってのメリ

ーまで増えました」

きな柱に育った 。大学卒業後に１年
イスへの出品は可能だ 。しかし 、同

ッグ 、食品など 、現在は カテゴリ

現在 、タングルティーザー事業は

間のモラトリアムを過ごしていなけ
じ商品であればリテールでの売り上
げはマーケットプレイスの数倍に及

のはアメリカ時代だ 。

15

同社の売り上げの約半分を占める大

ればゲーム会社への就職はなく 、ゲ
ーム会社への就職がなければ渡米や
ぶといわれている 。
この問題の解決策としてプリアッ
プがおこなっているのが 、アマゾン

口座を持たない中小中堅メーカーか

は 、アマゾン自身が出品をするケー

「アメリカでアマゾンが急成長して

アマゾンに口座を持たない中小中堅
メーカーから商品を仕入れて、プリ
アップが持つアマゾンの各カテゴ
リーの口座で販売する中間流通事業。

タングルティーザーとの出合いもな
かった 。人生はどのように転ぶのか
わからないからおもしろい。

の中間流通事業だ 。プリアップは 、
アマゾンの各カテゴリーに自身の口

プリアップには 、ゲームでもタン

ら商品を仕入れて 、アマゾンリテー

座を持っている 。そこでアマゾンに

グルティーザーでもない 、別の事業

ルに販売 。このように 、プリアップ

事業者とアマゾンを結ぶ
中間流通事業を手がける

の柱もある 。アマゾンの中間流通事

を通せば 、最も売れるチャンスが高
並べることができる 。

いアマゾンリテールの店頭に商品を

業だ。
いまさら説明は不要かもしれない
が 、ＥＣサイト 、アマゾンの仕組み

ス（リテール）と 、別の事業者がアマ

いく姿を間近で見ていました 。日本

明永社長がこの事業を思いついた

ゾンのスペース（マーケットプレイ

はまだこれからでしたが 、物流網を

を説明しよう 。アマゾンに並ぶ商品

ス）を使って出品するケースがある 。

考えると 、むしろ日本のほうが将来
性は高いと判断 。アマゾンへの中間

リアル店舗のイオンモールにたとえ
れば、スーパーのイオンがアマゾン 、

流通を手掛けることにしました」
プリアップ自身 、設立したばかり
で実績はなかったが 、ゲーム会社時

カテゴリー
カテゴリー
カテゴリー
カテゴリー
カテゴリー

テナント部分がマーケットプレイス
だ。
じつはリテールへの出品はどの会

「ゲームカテゴリーのバイヤーを知

代の人脈がものを言った 。
ない 。リテールに出品したければア

っていて 、口座開設を後押ししてく

（商品一例）

中小中堅
メーカー

社にも門戸が開かれているわけでは
マゾンの商品カテゴリーごとに口座

れました 。当時はアマゾン・ジャパ
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を開く必要があるが 、強い商品を持

Ｂ to Ｂ事業

挑 戦 す る

発注を受けることもあるが 、日本各

１個だ 。需要予測から数個まとめて

マゾンへの卸売り事業はメーカーと

がいくつかある 。先ほど紹介したア

として育てていく予定だ 。

れはカルチャライズ事業を大きな柱

一方で 、自社サイトやアマゾン 、楽

トアップは 、事業の〝選択と集中〟が

アップ 。経営資源が足りないスター

プリアップは創業６年のスタート

で 、どちらにしてもオペレーション

天内店舗で消費者に直接販売する

セオリーだ 。にもかかわらず 、なぜ

アマゾンをつなぐＢ Ｂ事業だが 、

の負担は非常に大きい 。一方 、プリ

Ｂ Ｃ事業も展開中だ 。

地のアマゾン倉庫に１個ずつ送るの

アップは 、売れ筋の商品については

to

いサイクルが短い 。メーカーにとっ

た 、プリアップはアマゾンより支払

手間や物流コストが軽減される 。ま

れてくれるため 、オペレーションの

通常の卸と同じようにまとめて仕入

提案をしながら販売していきます」

そういった商品を 、ライフスタイル

あまり知られていないものも多い 。

ンディングがうまくいっていなくて

「世の中にはいい商品なのに 、ブラ

ッシャーがいません 。パブリッシャ

「日本には一部大手を除いてパブリ

熱く語ってくれた 。

のか 。明永社長は自身の夢を最後に

同社は多岐にわたって事業展開する

に た まい

具体的には 、奥出雲地方のブラン

ド米である「仁多米」や 、作家手づく

っては貴重な存在で 、現在は約２０

社は少ない 。中小中堅メーカーにと

をおこなう卸事業を展開している会

ップのようにリスクを取って仕入れ

ングする会社は複数あるが 、プリア

ムで経験しました 。他のものも同様

持っていっても売れないことはゲー

「日本のいいものをそのまま海外に

介するカルチャライズ事業だ 。

事業が 、日本のいいものを世界に紹

さらに現在とくに力を入れている

りの食器を販売中だ 。

０社と取引して 、約 万アイテムを

アマゾンへの出品をコンサルティ

いだろう 。

てはファイナンス面でも魅力が大き

to

ゾンからの発注に対応するには 、か

ンサルティングサービスとして提供

ノウハウが確立すれば 、お客様にコ

を出して販促のノウハウを蓄積中 。

たアマゾンでも 、現在は自社で広告

トにも横展開を開始しています 。ま

「ヨドバシカメラなど他のＥＣサイ

アマゾンで販売しているという 。

ます」

ャライズしていく事業を展開してい

しながら 、日本のいいものをカルチ

で私たちが海外バイヤーとやりとり

で 、大きめにする必要がある 。そこ

にはそのままのサイズでは小さいの

です 。たとえば今治タオルも欧米人

す 。プリアップが目指すゴールはそ

ランドをつくれる会社がいないので

製造から流通 、販売まで関わってブ

ンツプロデューサーのこと 。つまり

ーとは出版社ではなく 、総合コンテ

いまは各領域の壁を越えて自分たち

こ 。パブリッシャーになるために 、

なりの手間とコストがかかる 。間に

現在のところ 、売り上げはタング

でノウハウを蓄えているところです」

がったばかりという状況だが 、いず

動きにも要注目だ 。

だけに挑戦のしがいがある 。今後の

とてつもなく大きな夢だが 、それ

ルティーザー事業が ％、アマゾン
to

50

のＢ Ｂ事業が ％、Ｂ Ｃ事業が
40

％、カルチャライズ事業は立ち上

to

とで、その負担から解放されるのだ 。
どういうことか 。通常 、卸や小売
店への納入は１箱や１パレット単位

じつはプリアップには他にも事業

目指すゴールは
〝パブリッシャー〟

することも考えています」

12

プリアップという中間業者を挟むこ

優れた日本の商品
を海外へ紹介、販路
を拡大していくこと
を目的とした事業。
商品紹介だけでな
く、海外の人々の生
活により適した形に
カルチャライズ（現
地化）する。

だ 。しかし 、アマゾンの注文単位は

10

カルチャライズ事業
独 創 企 業

国内
メーカー

（商品一例）
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Ｐ
・Ｆ・ドラッカーはそ
の著書『イノベーション

「当社は 、日本のｅコマース市

取り扱い商品や取引企業に違い

その一方で 、日本と米国では 、

解消さえできれば大きなビジネ

種少量の膨大な商品を的確に管

あるものにするためには 、多品

このビジネスモデルを競争力

を軌道に乗せる 。

入れて販売するビジネスモデル

対象に自らのリスクで商品を仕

さらに 、Ｂ Ｂのみならず 、

とはない」
（明永社長）

同社のもう一つの事業が 、日

本で累計２５０万個を販売した

といった一連の業務をおこなう

で受領 、ピッキング 、出荷指示 、

レオンコード〉と 、ｉＰａｄ１台

こで 、次世代カラーコード〈カメ

小売業態も手掛け 、生産者と消

ブランド化を支援するＢ Ｃの

グ 、プロモーションなど商品の

を掘り起こし 、コンサルティン

地域の一流特産品や海外の名品

く海外でニーズが見込まれるも

以上の商品の中には 、間違いな

「当社がお取り扱いする 万点

するグローバル事業だ 。

ンツの新たなマーケットを開拓

れる 、海外の良い商品やコンテ

〈タングルティーザー〉に代表さ

ことができる独自のｅコマース

費者のボーダーレスを実現する

理する仕組みが必要となる 。そ

に特化した受発注システム 、物

── グローバル事業 ──

路を拡大していくことも意図し

はなく、優れた MADE IN JAPAN
の商品を海外へ紹介 、現地で販

いものを日本で販売するだけで

グローバル事業は 、海外の良

のが多い」
（明永社長）

事業にも力を注ぐ 。

これにより 、コスト効率よく
商品を的確に管理することを可

「複数の業態を持つことでそれ

たものだ 。

能にし 、アマゾンの多数のカテ
期に取得していたアドバンテー

ぞれの壁が見えてくるが 、違う

ゴリーでアカウント（口座）を早
ジを活かし 、アマゾンと直接取

視点で見るとその壁は大したこ

（浜銀総合研究所常務取締役）

泉と言えよう 。

リットこそが同社の競争力の源

となく取り組むベンチャースピ

して 、既成概念にとらわれるこ

する無数のギャップや障壁に対

地方〉
〈国内と海外〉の間に存在

〈デジタルとアナログ〉
〈都市と

このように〈
、生産者と消費者〉

戦略だ 。

することで独自化を図っていく

ツをカルチャライズ（現地化）

にとどまらず 、商品やコンテン

品やコンテンツを紹介するだけ

グローバル事業では 、単に商

引ができない中堅・中小企業を

〈日本と海外〉
のボーダーレス

流システムを構築する 。

to

と企業家精神―実践と原理』の

から「アマゾンが世界一のｅコ

場におけるビジネスのギャップ

があることを実感する 。そして 、

マースになる」と確信しつつも 、

を埋める存在になることを目指

日本におけるｅコマース事業の

１９９０年代の初頭から 、ｅ

スチャンスになると考え 、Ｂ

発展や参入のギャップや障壁を

コマース市場が成長すると中間

Ｂのｅコマース専門の中間流通

（明永社長）

流通業者は不要になるといわれ

出所：㈱プリアップ会社案内

なかで 、
「調和せざるものとは 、
あるべき姿と現実の姿との乖離
であり、不一致である」
「調和せ
ざるものは 、イノベーションの
機会を示す重大な徴候である」
と指摘している。
調和せざるもの 、いわばギャ
ップや障壁は 、社会の様々なと
ころに無数に存在する 。そのギ
ャップや障壁に着目し 、ボーダ
ーレスを実現するビジネスモデ
ルで独創性を発揮する企業がプ
リアップである。
創業６年で連結売上 億円を
達成し 、躍進する同社の成長戦
略を探ってみた。

〈メーカーとｅコマース〉
のボーダーレス

に

して２０１２年に創業しました」

──ｅコマース流通事業 ──

独創企業

プリアップの成長戦略

業を立ち上げる。

【引用文献】P.F. ドラッカー著、上田惇生・佐々木実智男訳『イノベーションと企業家精神─実践と原理』
（1985 年 5 月、ダイヤモンド社）

挑戦する 独創企業
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学ぶ
to

to

寺本明輝の
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ていた 。明永社長は 、創業当初

■プリアップのコアバリュー
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