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を持つも、工事が遅れて借
家を出て実家暮らしを経験。
これは引越し 回で邪魔く
さかったなー。そしてつい
に１月半ば、大移動開始で
す。今までは早く早くとせ
かす側だったけど、今度は
世間から早く早くとせかさ
れる立場であります（銀行
の借金を払う為、一刻も早
く営業開始しないとね）。
さてさて大移動の順番は、
まず 階の文具売場を新館
の 階へ移す。前もって商
品棚を 百万円で購入して
組み立てる。今回は最上級
のオカムラの商品棚（良い
品は結局お得です）でそろ
えました。やっぱ一流品は
違うね。まずは新しい棚を
配置して、そこへ商品を降
ろしていく。続いて 階の
空になった棚を分解して
階へ降ろす。社長の号令一
過「ごじゃでもいいからと
りあえず降ろせ」で土曜日
日で完了（引越し屋さん
に頼んだら 万円かな？）。
ええ仕事しまっせ。しかし
こういう時は一大事、声高
な指示も必要か？ぴりっと
しないと事故が起こる。引
越しとか物運び、若い人は
学校とか自宅で経験してい

ないから、
要領が悪い。
もしかして
要領の言葉
も知らぬか
も？えらい
こっちゃで
安倍さん、
働き方改革
で国家衰弱
の危機倍増か？「要領の悪
いやつは長く時間がかかる」
「これを言わなきゃ片手落
ちでしょう」子供と社員に
は要領を教えようね。ベン
ハウスもぬるま湯倒産にな
らぬように、仕事人教育は
貫かせていただきます。 文
具売場は 倍に拡張、棚の
空具合は ％なのでどんど
ん商品を仕入れないとね。
あと ヶ月はかかるかなぁ。
月になったらきれいにそ
ろいますから、ぜひご来店
くださいね。続いて事務所
の引越しだ。今までの 階
から新館の 階へ移ります。
これも 日ですか？？のん
のん、これは芝生に通路を
つける方式で 週間かけて
やりました。「なになに？？」
これは４つのビルに四方を
囲まれたと芝生公園にどの
ように道をつけるか？とい
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「社員と商品の大移動が
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の満足度 ％はなし、良く
て ・ ％ですから。それ
で腕が良い。だから誰の建
物を建てるか、施主の人間
性を見極められない人には、
建築家は無理であります。
それと建築は遅れるものと
寛容性を持たねば成らぬ。
今回の工事も 月 日引き
渡し予定でしたが、なんと
ヶ月遅れ。これはどうい
うことかというと、 月に
大雨台風が 回も来襲。そ
れと途中の設計変更なるも
のもある。これは致し方な
いものである。なぜなら施
主は素人、形が出来てくる
と、色々見えてくる。言い
たいのは、
「設計変更
したら、自
業自得なの
で納期のこ
とは追及す
るな」であ
る。自宅建
築のときは
ヶ月余裕
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3

始まりました。」
昨年 月 日開始の店舗増
築工事が完了し、建物の引
渡を１月半ばに受けました。
延々 ヶ月、完成まではバ
ラ色の未来でした。がー、
いざ完成すると、「こうじゃ
なかったのに」って所がば
んばん。これはしょうがな
いんだな。だって建築図面
は 次元でモノクロだが、
完成は 次元の総天然色。
おまけに匂いと雰囲気・イ
メージなんて数値化できな
い厄介なものまで登場する。
まぁイメージできない自分
が悪いんだからしょうがな
い。建築に ％は絶対ない、
％の産物ですね。 ％以
上はありがとうの世界と思っ
ていてくださいね。それで
ないと建築屋さんが成り立
たない。大ちゃんは建築業
とはクレーム産業とよんで
いる。だって完成したとき
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う話と同じ
方法を採用
（人が歩い
て芝生がは
げたところ
に道をつけ
た）。つま
り基本のビッ
グテーブル
を最 初に配置。続 いて新 規に
用意したオープン書庫とトレー
ケー ス（ここは規 格で統 一品
に絞 るのが肝心） を集積 場に
配置 。各人必要な もの集 積場
から もらってきて 最高に 仕事
がは かどるように 、パー ツを
自分 の周りに配置 。まず は東
南チ ーム、フリー アドレ ス用
のビ ッグテーブル を固定 席方
式で 用意する。な ぜフリ ーア
ドレ スにしないか って？ それ
はね 人間には帰巣 本能が あっ
て、 巣箱が好きな んです よ。
戻る ところが決ま ってい るか
ら一 生懸命仕事が 出来る 。ホ
テル 住まいで毎日 部屋が 変わ
る。 想像してみて くださ い。
いやでしょう。だからマイホー
ムを 建てるんだか ら、仕 事も
一緒 です。都会の 賃料の 高い
とこ ろでもないん だから 、１
人に つ机をあげましょうよ。
フリ ーアドレスの もう一 つの
目的「席を毎日綺麗にしましょ
う」 は、ルールを 作って ３月

BEN STYLE
第１７５号

1

に一回くらい
島の中で席交
代すれば綺麗
になりますよ。
古い机は持っ
ていかない。
荷物だけを移
動する。引出
はセンター引
出のみで脇 引出はなし 。「 物
を少なくオ ープン収納 で誰 で
も直ぐ探せ る」をコン セプ ト
にバック棚 方式を採用 。 人
当り１ファ イルメータ ー（ Ａ
４ファイルを横に並べて メー
ター分の量 ）を与えま した 。
それ以上は 、スキャナ ーで Ｐ
ＤＦにする か、捨てる か、 風
呂敷に包んで自宅保管してね。
デスデス。 この方式で 自宅 へ
向かった荷 物で会社へ 戻っ て
きた試しは ない。つま り社 員
は要らない ものまで抱 える の
です。ここ はルールで 強制 す
るしかあり ません。だ って 大
半の社員は
「ペーパー
レスアドバ
イザー」の
資格をとっ
てるんです
から、それ
位できるよ
な。パソコ
ンについて
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は外回りは
ノートパソ
コンに変更、
帰ってきた
らドッキン
グステーショ
ンで大きな
ディスプレ
イとキーボー
ド他 を接続して使 えるよ うに
ルー ルを改変して 生産性 アッ
プ。 「古いパソコ ンとか 机と
かは 捨てちゃうの ？」い えい
え古 い机とか、Ｐ Ｃ等の 余っ
たも のは、もらっ てくだ さい
コー ナーへ集積し て第二 の人
生を 送らせますよ 。物に も命
があ るって信じま しょう ね。
そし たら物がいい ことを 返し
てくれますよ。続いて西北チー
ム、センターチーム、管理チー
ムと 土曜日を使っ て４週 間で
移る 。後は１階居 残りの デジ
タル チームが平行 移動す る。
それ で完成です。 これも 引越
し屋さんに頼むと 万円かな。
お金の問題だけでなく、やり
ながら考え
られるのが
良かったか
な。満足満
足。続いて
共有スペー
スの考え方
です。「打
50

ち合わせ室 」「会議室 」「 休
憩室」など の用途を限 定す る
名前は使わ ない。場所 の名 前
は「テラス 」（打ち合 わせ 場
所）「ピッ ト」（休憩 室・ 食
料補給場所 の意味）「 キュ ー
ブ」（集中 して仕事を する 場
所）「サー クル」（資 料を 参
照しながら提案書を作る場所）
これは先日 見学したプ ラス さ
んで教えて もらった。 事務 所
のコンセプトは「ジャングル」
です。観葉 植物をたく さん 配
置して緑豊 かな事務所 にし た
いと願って います。ま た壁 と
いう壁にホ ワイトボー ドを 設
置。どこへ 行っても見 える 化
を推進中。 「スコアボ ード を
設置する」 「見てアク ショ ン
が変わるら ないものは 見え る
化とは言わない」「数字・色・
記号はそれ だけで言葉 です 」
これと反対 のいけない 事例 は
「景色にな っている」 ｘｘ で
す。だって 社員指導を 口だ け
でやってたら限りがないでしょ
う。そのた めに壁を利 用し ま
しょうね。 この壁のホ ワイ ト
ボードは姫 路一番なの でま た
見学に来て くださいね 。「 な
にが？」面積 と
か密度とか充 実
とか、何かが 姫
路一番デスデス。

