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中古車買取・販売を行うガリバー店舗
を運営・展開。全国約560店舗、業界
でも最大規模の自動車販売インフラを
持つ。2016年にガリバーインターナショナ
ルから現社名「IDOM(＝挑む)」に変更。
お客様のライフスタイルや地域性にマッ
チしたクルマを提供することを目指し、
自動車業界の流通変革に挑み続けて
いる。
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フランチャイズ事業部

フランチャイズ事業部

2002年に旧ガリバーインターナショナルに入社し、横浜鶴見
店に配属。同店で店長を経験したのち、自らの成長のために、
他県エリアや大型店舗への異動を希望、複数店舗での勤
務を経験する。結婚を機に神奈川へ戻り、出張販売サービ
スをメインとする関東第二営業部へ異動。その後も新店舗
の立ち上げメンバーとして複数店の経営を行ったのち、2013
年に丸の内本社のフランチャイズ事業部へ配属となり、スー
パーバイザーの経験を経て、現在に至る。

スーパーバイザー

2006年に旧ガリバーインターナショナルに新卒入社し、名古
屋第二出張査定センターに配属。その後、本社にて事業推
進業務に1年間携わる。その後再び店舗での勤務を経て、
2012年に店長に就任し、6年間で3店舗を経営。出張販売
中心の営業所、リアル店舗、オンラインストア店舗と業態の
違う３店舗での店長経験を経て、2018年にフランチャイズ事
業部へ配属となる。直営店舗で培った営業ノウハウを、フラン
チャイザーの店舗別に指導するトレーナー業務と本部運営推
進業務に携わり、現在に至る。
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セクションリーダー

事業推進のための
組織マネジメント力
を高める
目指すは、
世界最大の自動車インフラ
株式会社IDOMは、1994年に旧
ガリバーインターナショナルとして福島
県で創業されて以来、一貫して「自
動車流通業界をお客様視点で新し
く変えていきたい」という経営ビジョン
を掲げてきた。日本最大の店舗網を
強みとしながら、社名IDOM(＝挑む)
の通り、ITとビジネスを融合した新サー
ビス開発に取り組み、車のサブスクリ
プ シ ョ ン や 中 古 車 の CtoC プ ラ ッ ト
フォームを展開するなど、従来の中古
車販売のイメージを次々と革新してき
た。攻めの姿勢を支えているのは、顧
客との直接接点であり、その顧客接
点の舞台となっているのが、全国に広
がる直営店舗、フランチャイズ加盟店
舗(以下FC店舗)を合わせた約560の
店舗網である。
顧客とのリアルな接点を重視する
IDOM社にとって、フランチャイズ事業
の店舗網拡大と利益創出は重要項
目の一つだ。業界内でも「ガリバー」の

FC店舗へのサポート体制は手厚いと
言われており、オーナーのみならず現
場のマネジメント層とのコミュニケーショ
ンもサポートする仕組みが整えられる
など、長年の経験から実際的なノウ
ハウが多く蓄積されていた。

「私たちのミッションは、FC店舗との
関係性を良好に保ちながら共に成長
することです。そのために、FC店舗が
感じている課題を一緒に解決してい
きたいと考えました。」と村松氏は語
る。

フランチャイズ事業部スーパーバイ
ザー(以下SV)を経験し現在セクション
リーダーを務める村松氏と、現SVの阿
形氏は、「昨今FC店舗からマネジメン
ト、なかでもヒトにまつわる相談が多
い」と感じていた。特にFC店舗が成長
し、オーナーが複数店舗を展開する決
断を下した後、起きやすい現象があっ
た。それは、店舗数の増加によって、
店長や複数の店舗を監督する事業
責任者が、多店舗の管理に想定以
上の時間を取られてしまうこと。また、
複数店舗の経営を考えるオーナーと
各店現場の心理的距離が離れてし
まい、結果として戦略の浸透や実行
スピードに影響が出ることなどである。
これらが、FC店舗の多店舗展開にあ
たり、マネジメント上ぶつかりやすい課
題として見えてきた。

先に述べたように、IDOM社のSV
によるFC店舗のサポート体制は業界
でも手厚いという。ただ、従来から研
修として提供していたビジネススキルや
営業トークに関する研修だけでは、昨
今のFC店舗からの相談に応えきれな
くなってきたのではないか。阿形氏は
そんな仮説を口にする。「ガリバーが創
業されたのが1994年。全国にFC加
盟店を増やしながら拡大し、上場し
た 年 が 1998 年 で す。 そ の当 時 から
『日本一お客様に選ばれる店になろ
う』という想いに共感し、共に成長して
き た FC 店 舗 とは、すでに 20 年近 い
パートナー関係にあります。買取・販
売ノウハウやスキルに関する研修はす
でに提供しきっていると感じていました。
成長を続ける中で、新たなフェーズに
踏み出すFC店舗に対し、実効性の
あるサポートをしたいと考えました。」
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また直営店舗の店長を歴任してき
た村松氏、阿形氏は、地域密着型
のFC店舗の強みを感じていた。数年
で人事異動が発生する直営店舗と
比べ、FC店舗は同じ場所でメンバー
も変わらず20年近く運営されているこ
とも多い。そのためメンバー同士の関
係性もよく、顧客志向も非常に強い
ことをSVの2人は実感していた。地域
に根差し信頼を積み上げ、お客様の
ライフスタイルを支えるというIDOM社
の目指す姿がそこに体現されていた。
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成功店舗の要因はABCの徹底
とそのマネジメント
店長経験を持ちFC事業部で様々
な店舗を支援してきた2人が広く社
内の成功店舗の要因分析をしたとこ
ろ、ある事実が見えてきた。それは、
継続して成長していく店舗が行ってい
ることは『当たり前のことを確実に徹
底して実施している』というシンプルな
ことだった。
村松氏は「社内ではこれをABCと
呼んでいます。A：当たり前のことを、
B：ばかにしないで、C：ちゃんとやる。
この凡事徹底こそが、成功店舗の秘
訣でした。例えば、あるプレイヤーが自
分ひとりでABCを徹底することはでき
ると思います。また1店舗内でもそれ
は可能でしょう。しかし、店舗数が増
え、管理する要素が増えた時、その
難易度はぐっと上がります。優秀なプ
レイヤーとして活躍していたメンバーが
店長になり、複数の店舗を監督する
事業責任者という立場になった時、
自分だけではなく、今度は部下を通
じて物事を成し遂げていくことが求め
られます。組織の実行力を高めるた
め、必要なマネジメントの考え方や手
法のセットをFC事業部として提供した
い。そう考えました。」と言う。

そこで出会ったのが、インパクトの提
供するミドルマネージャー向け研修で
あっ た。こ の研修は、メン バー からマ
ネージャーに立場が移行するにあたり、
必要な3点の捉え直しを、OSの更新
に見立てている。一つ目は、マネジメ
ントの全体像を知識的理解から感
覚的理解に転換すること。二つ目は、
部下に合わせた働きかけへ転換する
こ と。三 つ 目 は 、プレ イ ヤー と マ ネ ー
ジャーのバランスを見直すことで時間
の使い方を転換すること。
「どの要素も不可欠ですが、マネジ
メントの全体像の感覚的な理解と、
同僚や部下への関わり方の転換とい
う2点に魅力を感じました。FC事業部
としては、この研修が終わった後、参
加者が『早く自店舗に戻って、メン
バーに接したい。学んだことを実践した
い。実践できる。』と感じる状態を目
指したいと考えていました。そのため、
マネジメントに関するお勉強的な座
学だけではなく、体験学習を通じて
マネジメント要素を体感することを重
視しました。」と村松氏は語る。

研修導入を決めた後、FC事業部
は参加者を募った。ガリバー事業に共
感しているとは言え、それぞれのFC店
舗はオーナーが異なり、企業理念も運
営方針も異なる。そのため今回の研
修は、FC事業部の意図と目的を伝
えた上で、有償で希望者の参加を募
ることにした。
いわゆるKKD(経験・勘・度胸)に
基づく店舗マネジメントにも意味はあ
るが、それに留まることなく、体系的
かつ体感的にマネジメントすべき要素
を理解し、実践行動にまで落とし込
む機会を提供したい。その学びを店
舗マネジメントに活かし、地域で積み
上げてきた信頼を基盤に、FC店舗に
はより一層成長していってほしい。そし
て共にガリバーグループを盛り上げてい
きたい。それがFC事業部の思いであ
り、狙いだった。これに賛同した全国
のFC店舗の事業責任者、店長たち
が集まり、1泊2日の合宿研修が開
催される運びとなった。
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FC事業部では彼らの強みを最大
限生かし、「リピート・紹介の最大化」
を戦略の柱に置いている。そうして全
国のFC店舗と共に、店舗網を広げ、
エリアのお客様の生活を支え、さらに
事業を大きくしていく未来を描いてい
る。そのために必要な支援とは何か。
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事業を背負っていることへの
想いを語り合う

い店づくり、素晴 らしい人 づくり」と
いった共通のテーマに集約されていった。

初日、所属組織もエリアも異なる
参加者たちは不安と緊張の面持ち
だった。課題解決シミュレーション(以
下、プロジェクト)を通じて必要最低限
の協働はするものの、その後のレビュー
での振り返りでは、相手の意見に対
して今一歩踏み込むことをためらう様
子が見られた。結果、初日のプロジェ
クトは、全チーム未達だった。

阿形氏は、「所属組織は違っても、
ガリバー改めIDOMという共通の看板
の下、こんなに熱い想いを持って働く
人が集まっているのだと再確認しまし
た。それはSVとして、胸が熱くなり心
が震える出来事でした。またFC事業
部共通の取り組みであるMVP表彰
が、ただの業績表彰の意味合いを超
えて、一緒に働く仲間への恩返しだと
認識されていたことも、大変嬉しい発
見でした」と語る。
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一つ目の転機は1日目を終えた夜
のプログラム、インパクトバーで起こった。
異なる組織、異なるエリアのメンバー
が共にIDOM社の未来についてお酒
を交えながら語り合う。その場ではっ
きりと見えたのは、異なる組織の中で
も共通で抱いているIDOM社や仕事
に対する熱い想いだった。セッションの
最後、各人が印象に残った内容を付
箋に書き記し、要素分けしたところ、
「店舗の皆で日本一。MVPを目指
す」、「会社、上司、店舗メンバーへの
感謝と恩返しの気持ち」、「素晴らし
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疑似体験から日常への転移
このように互いの想いを確認した翌
日のプロジェクト。前のめりに参加した
参加者に衝撃が走ったシーンがあった。
それはパワーシェアリング(権限委譲)を
テーマにしたプロジェクト。複数の階層
に分かれて役割を決め、役割毎に与
え られ る情 報 が異 なるものだ 。プロ
ジェクトは最終的に未達に終わった。

その後のレビューでファシリテーターが、
役割ごとにプロジェクト中「現場はどん
な状況だと思っていたか」認識を共有
するよう要望した。すると、あるグルー
プで、トップ役が発した、「自分の指
示が伝わっていて、現場は盛り上がっ
ていると思っていた」という言葉に、ス
タッフメンバーが絶句した。彼らはプロ
ジェクト中、終始どう動いていいか困
惑 して いた からだ 。ま た ミ ド ル マネ ー
ジャーの階層にいたメンバーは、「自分
が悪かった。どうしたらいいかわからな
かった」と自分を責めた。すると、一人
がぽつりと言った。「これはうちの店で
起きていることと同じだ」。
階層が違えば、視座も、触れてい
る情報も違う。それでも同じ目的に
向かい、それぞれが自律的に活動し
ていく必要がある。今回のプロジェクト
でその動きを阻んだものは何だったの
か。プロジェクト内の自分たちの姿が、
普段のFC店舗の上司や同僚、部下
の姿に重なる。このレビュー後のディス
カッションは休憩時間にまで及んだ。
好ましい状況を作るためにはどうした
らよいのか。真剣に考え、向き合う姿
がそこにあった。
そして臨んだ最後のプロジェクト。
複数トライアルでタイムを縮めるタイプ
のプロジェクトでは、大きな変化が見
られた。目指すべき目標タイムの設定、
役割分担の明確化と再調整など、
互いに声を掛け合い、これまでのプロ
ジェクトでの反省を活かす。まさに高
速でのPDCAの実践だ。最終的には、
平均年齢の最も高いチームが、プロ
ジェクト終了後に「最後にもう一回
チャレンジすれば、目標を達成できる。

共に気づき、共に学び、
共に発展していく関係性
マネジメントを感覚的に理解し、部
下ごとに働きかけを変える。その実践
のために自分自身の時間の使い方の
変革を行う。これらを目的とした今回
の研修の最後には、自店舗メンバー
の能力開発計画を立てるワークを
行った。ワークシートをつくっていく過程
において、自店舗での具体的な次の
手を考えることとなった。
すでに2日間の研修を共にした参
加者の間には、信頼関係が生まれて
いた。プロジェクトのレビューと同じよう
に、どうすれば時間が生み出せるのか、
どうすればメンバーが育つのか語り合う。
チーム内では、自店舗以外の課題解
決の糸口を探すための議論が生まれ
ていた。最後の感想共有では、「時
間の使い方を変える勇気を持つ」とい

フランチャイザーとフランチャイジーの
WIN-WINの関係を保ち、
更なる事業成長を共に目指していく
う発言や、「何を削減するのか、何に
力を入れるのか。明確な答えはすぐに
は出ないが、今回新しい戦い方を手
に入れたように感じる。自店舗で実
践していきたい」という宣言も見られた。
Growing Together 。 こ れ は
IDOM社の企業理念だ。今回研修
後に目指す状態として、SV事業部は
「参加者が現場に戻り、すぐ学んだこ
とを実践したいと考えている状態」を
上げていた。その結果はどうだったのか。
村松氏は「すでに、今回参加した
事業責任者や店長から『今回の学
びを部下たちにも伝えていきたい。ま
ずは朝礼やミーティングの場を見直し
ていきたい』等の報告を受けています。
学びの実践の第一歩として効果を感
じています。」と語る。阿形氏は、「持
ち帰った学びをどう自店舗に取り入れ、

メンバーに浸透させていくか。この点に
ついては直接、店舗に行って参加者
とディスカッションも行う予定です。研
修では改めて彼らのPDCAの質の高
さやスピードを実感しました。地域から
の厚い信頼をベースに、その強みを最
大限生かした組織づくりを手伝いた
い。彼らの組織が目指すものを実現
しながら、同時にガリバー事業も成長
していけるよう、必要なサポートを一緒
に考えていきます。」と語る。
FC事業部としても、今後の事業推
進にあたり、FC店舗のマネジメント能
力をより一層高めるための支援を継
続して行っていく予定だという。「人と
組織の力を伸ばす。それがFC事業部
の目指す大きな方向性です。まずは
各FC店舗の事業責任者や店長がマ
ネジメントの全体像を捉え、そこからよ
り発展させていくことを期待しています
し、その過程を全力で支援していきた
い。またその視座を共有するマネジメ
ント層のすそ野も広げていきたい。そう
して各FC店舗が様々なトライをする
中、時に今回の研修で生まれたよう
な横のつながりも生かすことができたら
よいですね。」と村松氏、阿形氏は微
笑む。
共に学び、事業推進していくパート
ナーとして、FC事業部、全国FC店舗、
そしてIDOM社の挑戦は続いていく。
(撮影・取材：2019年12月9日 IMPACT)
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挑戦させてほしい」と全員で再チャレ
ンジを申請するほど、没入して取り組
む姿が見られた。
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