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今回は、護身用品販売において日本でトップクラス

の株式会社 エスエスボディーガード 奥本 一法 様

にお話を伺いました。

■事業を始めたきっかけ、経緯は？ 

日本の方の護身の意識は低いという現状がありま

す。特に女性においては、海外の方は催涙スプレーを

当たり前に持っていますが、日本の方は海外に比べ護

身の意識が低く、夜でも平気で一人で歩きます。万が

一危険に遭遇したときには一生が変わってしまうか

もしれないという意識が低いためです。日本では護身

用品が普及していないため、無いものを作っていこう

と思い販売を始めました。もともとは他の仕事をして

いましたが、やりたいことがあっても全てを捨ててや

るというのは難しかった為、最初は副業から始めまし

た。しかし、出店しても売れるものでもないため、17
年前にインターネットを通じて販売していけたらと

考えたのが始まりです。今の仕事を本業にしようと思

ったきっかけは、2008 年秋葉原殺傷事件です。この

事件が衝撃的で、憤りも感じました。これを境に通り

魔事件も出てきました。「個人の身を個人で守る為に

今後私に何が出来るか？」を考え、事件が発生した

6 月の 2 ヶ月後には法人化し、そこから本業として頑

張ってきました。現在は、自社ブランドも台湾で製作

しています。「White Wolf」(ホワイト＝正義、ウルフ

＝強い)という名前で護身用品の製品開発をしていま

す。実用に十分耐えられる品質を維持しながら、お求

め安い価格を維持出来る様に努力しています。

■今後の展開は？

弊社は護身用品をメインで扱っておりますが、用品

だけではなく、いろいろな意味で商品を提供させてい

ただけたらと思っています。弊社のお客様の 9 割近く

は男性で、プレゼントという形で女性用は売れていま

すが、女性の方の直接の購入は少ないです。護身の意

識があるかないかだけで全然違います。本来なら危険

な所へは行かないなど防犯する以前の段階で回避す

る事が大切です。その様に本当に護身が必要な女性の

方に意識を高めてもらうため、販売ではなく情報の発

信をしていこうと「ボディーガードキュート」という

情報サイトを立ち上げました。現時点ではまだ、デザ

インが出来た段階ですが、ネット検索で気付いてもら

い意識を変えてもらう事を目的に、情報発信をしてい

きたいというのが一番の想いです。

弊社は、護身用品に関しては日本トップです。今後、

防犯の需要が伸びていく中、いかにして自社以外の方

と連携していくかが大切となります。警察とも情報提

供や情報交換をしています。2 年前には一般社団法人

全日本防犯グッズ協会という法人を立ち上げました。

横の繋がりを作り、本当に必要な方に必要な商品・情

報の提供を互いにしていけるように目指しています。

■経営理念や哲学を教えて下さい。 

経営理念として「皆様の安全な生活と楽しみを創造

する活発なオンリーワン企業を目指します」を掲げて

います。その中の「皆様」という言葉は、お客様だけ

ではなく、世間一般の方を指しています。この業界は

完全に情報不足です。情報発信するとすれば防犯協会

からですが、一般の方は防犯協会などには全く興味が

ないのが現状です。そのため、幅の広いネットで、安

全な生活を支えていける情報発信をしていきたいで

す。また、海外の商品は説明書が無いため、使い方や

効果など細かい所まで日本語で説明し充実させてい

きたいです。防犯意識の向上により皆様が安全となり、

業界全体を創るという意味で貢献したいと思ってい

ます。「楽しみを創造する」ということでは、男性客

にワクワクしながらいろんな物をみていただきたい

と思っています。男性が好きなミリタリーグッズやポ

リスグッズ、ヌンチャクや模造刀などいろんな珍しい

ものを海外から仕入れる様に私自身楽しみながら探

しています。商品の中にクロスボウがあります。輸入

品としてはスポーツ用品でアーチェリーと同じ分類

です。すごく楽しいのですが、ルールや競技がありま

せん。犯罪に使われるなど、イメージが良くないため、

イメージアップのためにも、今後競技として固めてい

きたいです。楽しめる場所も作っていきたいと考えて、

クロスボウ協会という会を立ち上げ、実際に会員も集

めています。お客様も私も従業員も全員がワクワクに

なれる様な方向性で考えられればと思います。

■人材育成についてどのようにお考えでしょうか？ 

また、そのためにされていることは？ 

プロ経営者通信 
http://www.ideasoken.jp
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株式会社 エスエスボディーガード
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目指すところは、私のコピーを作る事です。仕事の

面白さが伝わる事で私のコピーが出来ていけば、また

新たな面白い仕事・商品開発などいろんな事をやって

いけるのではないかと思っています。私自身が教育す

るのが一番良いと考えて、求人の説明会では直接話を

し、焼肉屋での面接では全員と話しました。私の想い

が伝わり、弊社で働きたいという人には、働き始めて

もその想いは持っていただきたいと思います。目指し

ているところが一緒でないと何を言っても響きませ

ん。如何にして自分の想いを伝えて皆と同じ方向を向

いていけるかです。それぞれに得意分野があると思う

ので、それぞれの出来ることの中で協力し合って一つ

の目標を達成できる様なチームが出来ればいいかな

と思います。来年の新入社員とは、しばらくの間はお

昼の時間と帰る前の 30 分は必ずコミュニケーション

をとっていこうと思っています。

■最後に繁盛店になる為には？ 

物を売るのではなく、その付加価値や情報・ワクワ

クなど物以外のものを売る気持ちで今までやってき

ました。これからも同じです。今は情報不足ですしこ

の業種はほとんどないので、本当に必要なお客様に対

してしてみれば、こんな話を聞けたり物を買えたり出

来る所は他にありません。商品を買っていただいて事

業が成り立つことは大切ですが、ただ物を売るという

よりも、困っている人に対して「助ける物」を手段と

して、物を通じていろんな情報やワクワクを売るとい

う、物に限らずいろんなものを創造して含めて提供し

ていけたらいいかなと思います。安全を提供すると考

えたら弊社の商品ではない方がいい場合もあります

が、そのお客様が満足して、弊社の理念の「安全」と

いうところが守られるのならば、弊社としても満足で

すし、そうする事でいずれは還ってくるだろうと思っ

ています。如何にして物を安く売るかにこだわるので

なく、物を売る事でお客様が得られる気持ちや利益、

今迫っている危険から回避できるということをメイ

ンに考えていこうと思います。珍しい小売業なのでい

ろんなノウハウがあります。他が提供出来ないものを

提供してお客様の役に立っていければと思います。 

【会社 ＤＡＴＡ】

株式会社 エスエスボディーガード

〒872-0033 大分県宇佐市住吉町 2 丁目 27 番地

ＴＥＬ：0978-38-7038 ＦＡＸ：0978-38-7037 
営業時間：10～17 時 休日：土日・祝日 

＊新規オープンのご案内！！ 
株式会社ＩＸＴＡＰＡ様 大分市上野町に

「ＯＴＯＮＡ ＳＡＬＯＮ ＩＸＴＡＰＡ」 
ＯＰＥＮ！！ 

住所：〒870-0832 大分市上野町 2-3 ﾘﾝﾋﾟｱ上野 102 
営業時間：12～21 時（火～金）10～19 時（土日祝）

※定休日：月曜日、第 3 日曜日 ＴＥＬ：097-543-8840 
http://beauty.hotpepper.jp/smartphone/slnH000362
989/?cstt=1 

お金の心配をしない経営を本気で考えるセミナー 

日 程：10 月 13 日 (木)  20 名様限定 

内 容：中小企業に必要な財務機能とは？ 

お金の心配をしない経営の為の「お金」の考え

方とは？ 

元金融機関支店長が教える銀行の本音とは？ 

元金融機関支店長が教える銀行取引成功事例 

お金の心配をしない経営をする為に明日から

実践していただきたいこと 

時 間：15 時～17 時 30 分   

会 場：イデア総研税理士法人 セミナールーム 

講 師：イデア総研税理士法人 

      代表税理士 南 徳行 

      財務支援マネージャー 岩本 純一 

受講料：1,000 円（1名様） 

＜お問い合わせ＞TEL：097-529-5757(岩本、安部) 

イデアビジネススクール～起業で失敗しないために～ 

日 程：月 1～2回 完全予約制  

    10 月 5 日 (水)  資金繰り表の作成実務 

    10 月 20 日 (木) コーチング入門編 

                  自主的に考える社員の育成 

    11 月 8 日 (火)  社会保険実務 

時 間：16 時～18 時(講義 90分) 

対 象：起業を考えている方、すでに起業している方、 

女性経営者の方、学生、主婦．．．等 

会 場：イデア総研税理士法人 セミナールーム 

メイン講師：イデア総研税理士法人 

        代表税理士 南 徳行 

受講料：500 円～※詳しくはお問い合わせください。 

＜お問い合わせ＞TEL：097-529-5757(南、工藤、斉藤)

当事務所では、ボランティア活動に取り組んでおり

ます。喫茶ア・ラーラ様、㈱カルロ様、㈲指原水産様、

㈱ＴＣＡ様、㈱フェローワールド様、ＲＩＺＡＰ大分

店様よりペットボトルキャップを、㈱大谷商会様、㈱

カルロ様、生活雑貨 高倉様、㈱ＴＣＡ様より使用済

み切手をいただきました。お預かりした品はそれぞれ

に寄贈いたします。今後も使用済み切手・ベルマー

ク・ペットボトルキャップを集めてまいりますので御

協力を宜しくお願いします。 

(会社名は五十音順にて記載させていただいております)  
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