一九七〇年︑日本人初のエベレス
ト登頂に成功した孤高の冒険家植
村直己をたたえる記念館です︒登

﹃ HIGU BAGLE&CAFE
﹄を通り間
もなくです︒隣はご近所さんご用
達の八百屋 ﹃
﹄︒
Yaosei
Store
﹄は︑一見アン
the FACTORY
﹃

ティーク Cafe
のようなたたずま
い︒少しエキセントリックな壁面

に目を引きますが︑朝の慌ただし
さが落ち着く二車線の道路沿いで

The Boy Iʼ m

サウンドのダー
60ʼs

今日の営業準備をしていました︒
扉の中では
レン・ラブ﹃

﹃ Be My Baby
﹄と同じラインです︒
吹き抜けの二階建て家屋には︑
真っ青な壁面にサイケデリックな
クライミングホールドが無数に埋
め込まれています︒
そのせいかこの音楽と壁面の色
使いになんとなく懐かしさを感じ
たのです︒

朝倉 久男

頂の一年前から板橋区が彼の生活
拠点でした︒
その板橋区の常盤台に小さなク
ライミングジム﹃ the FACTORY
﹄
があります︒都営三田線板橋本町
駅から富士見通り︵ＳＢ通り︶を
歩き︑途中︑十席ほどの小さな

HISAO ASAKURA

Sunday Climbing Industry

DAISUKE HAYASHI

林 太輔
につれ登山技術を高めたくてクラ
イミングを始め︑最初は都心の大
手ジムに通っていたのですが︑
徐々に近所にあったこのジムに通

メートルの壁のどこまで登るかを

競う﹁ボルダリング﹂︑高さ十五

四メートルの壁をいくつ登るかを

クライミング仲間とのコミュニ

通い始めました︒しばらくすると

に開業し︑自分は二〇一六年から

ここは前オーナーが二〇一一年

うようになりました︒

競う﹁リード﹂︑それと速さを競

ティが生まれ︑また前オーナーの

人口は約六十万人と柔道人口を上

内にも三件のジム数となり︑競技

近く︑都内では約七十件︑板橋区

を皮切りに︑今や全国で約六百件

ジム﹁シティロック﹂のオープン

一九八九年大阪淀橋で日本初の

ここでいつもクライミングをして

くなるのも寂しいなぁと感じて︒

てきたのです︒その時︑ここがな

のは体力的にきついという話がで

笑
( ︒)ところが二〇一七年冬︑ご
高齢の前オーナーがジムを続ける

なり一週間で七日間通ってました

人柄に触れるうちに居心地がよく

回る統計もあります︒

せたかったのです︒

じゃあ私もクライミングやめま

しゃいます︒ここがなくなるから︑

やご家族連れの方も多くいらっ

また︑近くには富士見台小学校

いる仲間のコミュニティを存続さ
現在の﹃ the FACTORY
﹄は
二〇一七年に現代表の林氏が︑前

や常盤台小学校もあり︑子供さん

クライミングと事業を始め

すか︒そこから承継を考えるよう

す︑というのは寂しいじゃないで
林

になりました︒

学生の頃始めた登山がきっか
けでした︒北アルプスなどを登る

られたきっかけは？

司会

ンされました︒

身のクライミングジム﹃ NUTS
﹄
を承継・起業する形でリ・オープ

で競われます︒

う﹁スピード﹂の三種目の合計点

も選ばれたクライミングは︑高さ

東京オリンピックの正式種目に

X

中小企業診断士

板橋区の蓮根にある植村冒険館︒

﹄が聴こえます︒当
文
喜安 英伸︵中小企業診断士︶
Gonna Marry
写真 石田 紀彦︵中小企業診断士︶ 時大ヒットしたザ・ロネッツの

連載三回目となる 『城北 Ｘ
-』
今 回 は板 橋 区 でクライミングジ
』を 運 営 す る
ム 『 the FACTORY
サンデ ー クラ イ ミングイ ンダ ス
トリー様へお邪魔しました。
「好 き な こと」に一 層 の情 熱 を
傾ける林太輔代表とそれに寄り
添い経営を支援する朝倉久男先
生 （中小企業診断士）。
お二人がどのようなパートナー
シップ で経 営 に向 き合 うのかを
取材させていただきました。

インダストリーとして育まれるクライミングジム
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口数少なく控えめにお話をされ
る林代表︒何が起業への背中を押
したのでしょうか？

計画が大切ですね︒
林氏の事業では板橋区の創業融
資を手始めに︑東京都の若者シニ
資金調達することを助言︑事業計

ア女性創業サポート事業も使って
司会
画作りのお手伝いをしました︒

それまでのお仕事や事業へ

のご不安は？

財産を築きたい思いもありませ

ました︒特に大きく儲けたいとか
必要で︑単にジムの運営だけでな

いたから生産体制への設備投資も

れた突起物︶生産も視野に入れて

ここはホールド︵壁に埋めこま

ん︒独身で家族の心配もなかった
く︑ものづくりを含めたビジネス

イベント関連の仕事をしてい

ので不安はありませんでした︒好
の方向づけをきっちりしてゆくこ

林

きなことができる喜びのほうが大
とに努めました︒

メーカーとしての
新たな位置づけ

きかったですね︒
また︑資金についても前オー
ナーが板橋区の創業融資制度を利

ズにいきましたし︑ジム作りは多

オーナーのお人柄もあってスムー

きっかけでした︒承継手続きは前

の資金目処が立ったことが起業の

度を紹介していただきました︒そ

設計・設置していました︒ホール

いって︑ホールドの配置も自分で

林

れているのですね︒

スだけではなく︑ホールドも作ら

司会

用した経緯があって︑この融資制

くの仲間に手伝っていただいたこ

ドって国内で生産されているとこ

クライミングジムのサービ

とでコスト削減ができ︑皆さんに

ろがほとんどなく輸入品を使う

ですね︒そこで知人らと協力して

分で作らなければいけなかったの

か︑自分が納得いくホールドは自

もともとルートセッターと

は感謝しています︒
この資金調達の相談が林代表と
朝倉先生との出会いでした︒

ノウハウがあり︑ボルダリング市

朝倉

セットが料理という感覚です︒

すね︒ホールドが食材で︑ルート

変わったりするところが難しいで

い︒それを受ける生産体制を整え

客様からの注文も断っているぐら

ドは小ロットで手作りのため︑お

朝倉

いですね︒

韓国とかアジア圏での増加が著し

ません︒数字も得意じゃないけど︑

朝倉

は決して思えませんし︒

の計算や経営は自分でも得意だと

にいる環境が好きなのです︒お金

しゃべりする環境︒要するに現場

いものを作れる環境︑お客様とお

資を利用する場合は︑やはり事業

朝倉

の形にしていきたいというのが︑

最終的にはメイドインジャパン

あって︑そこに一部外注する体制

現在︑海外協力メーカーとの話も

来るかどうかわからないけれど︑

制の構築が課題︒それがすぐに出

今は店舗数の拡大よりも生産体

磨きや穴あけなどで微妙に感触が

した︒ただ型にはめるのではなく

試行錯誤でホールド作りを始めま

場ではホールド生産も一つの産業
ているところです︒そのためには

勉強しようという意欲がある︒法

林代表の意向なのです︒

創業での資金調達に公的融

になる可能性もある︒その中で事
大小の生産設備の導入や工房の拡

人化はまだ考えていないけれど︑

今は林氏の工房でのホール

業リスクも考えなきゃいけない︒
張が必要です︒

どこかのステージでタイミングが

トセットが一階で提供される。

「食材」であるホールドを二階で作成し、「料理」であるルー

そこの支援って当然必要になっ
てきますね︒

一つ手作りで作られる。

今後︑多店舗展開とか株式

一貫体制」システムが生まれようとしている。

彼の場合︑ホールド作りの

司会 東京オリンピックが迫る中︑
司会

この場所から日本初の「ホールド制作からルート提供までの

一方で︑﹃板橋カップ﹄を

一昔前のクライミングってい

が必要だと思ったのです︒

そうなると︑近所のコミュニティ

制ではなく自分から登りたいと︒

しばって登るとか …
︒でも今はス
ポーツ︑ゲーム感覚︒子供達も強

ありました︒苦しくても歯を食い

うと﹃修行﹄みたいなイメージが

林

ていますね？

開催し顧客コミュニティも築かれ

司会

ク感が伝わってきます︒

ですが新たな分野を目指すワクワ

ション︒まるで親子のような会話

かのような朝倉先生のコンビネー

営︒林代表の未来と交渉している

からものづくり市場を見据えた経

留まらず︑運営︑ユーザーの立場

ただのサービスサプライヤーに

も含めて検討中です︒

競技人口やお客様の増加の様子は

来れば考えるはずです︒

あくまでここは「industry：産業、工業」の場なのである。

でも彼は税理士を使ってい

いかがでしょうか？また︑それに

次第で︑という感じです︒作りた

輸入品にはない国産ならではのホールドは、林代表自ら一つ

林

化 法
( 人化 の
) ご予定は？
今は考えてないですね︒結果

国内も増えていますが︑今は

『Sunday Climbing Industry』の名前が付けられているように、

対する備えはありますか？
林

『the FACTORY』の二階にあるホールド工房。
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選んで喋られます︒地域コミュニ

林代表は寡黙で言葉を一つ一つ

さな大会にしたかったのです︒例
ケーションを思う林代表の言葉か

ですからどちらかというと小

えば︑﹃何とか選手権﹄で北海道
ら︑長く時間を共にする朝倉先生

林

から来た人と沖縄から来た人とが
が代弁を続けられます︒

キャンパスが彩られる

会ったとしても︑一回会うだけで
は交流にはなりません︒
板橋区・北区・練馬区と合わせ
朝倉

て十店舗ぐらいジムがあります︒
だから小さくやれば年に二︑三回
みたいなものを感じる︒ちょっと

の方が交流も深まります︒そうす

みたいな小さなコミュニティ大会

板橋で働いている方だけの大会

いうスタンスではない︒金額の多

金をもらえればなんでもやる︑と

援しているわけですよ︒仕事でお

生意気ですが︑私も人を選んで支

彼には秘めたるパッション

は開くことができます︒

るとどこかで会ったことがある感
いきたいと︒そう思える人と仕事

寡は抜きにしてこの人と成長して

そこの小豆沢︵あずさわ︶にあ
をしないと人生面白くない︒経営

じになりますよね︒
るジムのオーナーもコース作りを
コンサルタントとしても︒
クライミングという成長産業に

一緒に手伝ってくれたり︑チラシ
を置いてもらったり︒

とすると会員獲得から始まるわけ

一からクライミングジムをやる
けじゃない︒彼が狙っているのは︑

ネスセンターの展開をしていくわ

彼から感じます︒単なるフィット

関与して︑そこで頑張ろうとする

ここの強みは︑既存ジムを

でしょ︒既存会員の存在という基
メーカー︑ものづくり︒そこが凄

朝倉

盤があったから︑その維持をいか
く面白い︒作る仕組みもまだでき

人がいたら一緒にやってみようと

にしていくか︑また︑新たなお客
ていないので︑私も模索しながら

承継したことで既存会員の存在が

様をどのように勧誘し入会してい
一緒に作っていく︒単なるアドバ

思う︒そういう惹きつける何かを

ただくか︑いろんな方法を林代表
イスだけじゃなく一緒になって成

あったことです︒

と話し合っていますね︒

うところ︒私自身︑若い頃から北

彼との共通点はお互い山男とい
にならないでしょ︒やっぱり︑経

ても全部私の意見を織り込むと血

資金計画や事業計画を作るにし

らなければ︑私の助言の下で彼自

アルプスに登り︑また︑現在︑板
営者が自分のものとして血となり

長していけるところが楽しく面白

橋区植村冒険館の会員でもある︒
肉となり成長しなくてはいけな

身がマニュアル化する︒

私の仲間には彼のようなタイプが
い︒そうなって成長していく支援

い︒

多いんだよ︵笑︶
をするのが︑本来のプロフェッ

そういう趣味の一致もあっ

司会
ショナル経営コンサルタントだと
思っている︒

て︑この人を成長させてみたい︑
と

介してください﹂とか︑そんな依

売上を上げるために﹁誰かを紹

ングの先駆者になったらすごいな

頼に応えるのは販売代行業でしか

こういう一匹狼がクライミ

︒
…

と︒そこを私が支援できたらこん

ない︒売上を上げる仕組みをどう

朝倉

な嬉しいことはないよね︒それが

﹁ふっと顔があがる﹂︑この言葉

作るのか︑それがコンサルタント

彼は今︑生産や運営の体制整備

は︑自分自身を客観的に見ること

コンサルタントの醍醐味だと思っ

も途上の段階です︒でも彼には︑

ができる証なのかもしれません︒

の仕事ですよね︒

一生懸命に吸収しようとするキャ

瞬間︑熱くなる自分のスイッチを

ている︒財務の数字の見方がわか

ンパスの白さがある︒だから自分

切り︑第三者に耳を傾ける︑経営
ないでしょうか︒

者の資質としても大切なことでは

は応援したくなる︒
朝倉先生の言葉に顔がほころぶ
に語られてきましたが一気に動的

リットみたいな秘めたるものがあ

朝倉

林代表︒これまでプロセスを静的
なものとなり︑インダストリーへ

りますね︒たぶん何年先かわから

やはり︑彼には事業家スピ
の発展に共存しようとするお二人

ないけれど︑成功する人はやはり
いですか︒あれもこれもなんてな

無我夢中にやる時期があるじゃな

の会話がとても印象的でした︒

「ふっ」と顔が上がるとき

くりをやると︑こういう形を作っ

空いている動かない時間にものづ

る時間って少ないですよね︒その

レーニングする時間など動いてい

スポーツ選手って一日の中でト

かというと︑実際︑野球選手とか

林

トナーになれることが︑私が目指

よね︒成長していく人たちのパー

喜びというのは言葉では表せない

あるけれど︑そこを支援していく

間頑張っていると︑つらい時期も

思っている︒三六五日︑二十四時

るって素晴らしいと私はいつも

とあるよね︒そういう瞬間を持て

い︒そういう時期って誰でもきっ

てこう登りたいという気持ちがシ

してきた経営コンサルタントの仕

ものづくりになぜのめりこむ

ンクロするからなのです︒

事ですね︒

ます︒そうすると︑﹁ふっ﹂と顔

営アドバイスをいただく時があり

している自分に︑朝倉先生から経

大きな所︑秋葉原や新宿などには

林

うな存在にしていきたいですか？

司会

でも︑そんなものづくりに没頭

が上がるのです︒頭から経営が離

いろいろな所から人が来ます︒で

板橋の中で︑会社をどのよ

れていた時に背筋が正されるとい

もここは住宅地です︒

クライミングジムの中でも︑

うか︒
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であってほしい︒

てもご近所の方が来てくれる場所

林 やっぱり︑偉そうなことを言っ
診断士はそんな役割も担っていま

くの起業者が仲間の集う場を作る︒

経営の不安を取り除き︑一人でも多

今注文を待っていただいている仲

ですね︒そしてホールド作りでも

ども達を育てる場にしていきたい

慮し︑コミュニティ作りの場︑子

間を応援する︑朝倉先生の支援もそ

でありながらもひたむきに頑張る仲

別化されてきています︒寡黙で素朴

が多元化する今︑診断士の対応も個

林代表のもつ価値観のように幸せ

す︒

間の期待にもしっかり応えていけ
んな一例ではないでしょうか？
の板橋にはそんな風土が根付いてい

クライミングは顔を上げるスポー

検 索
ボルダリング
the FACTORY

そういう意味では安全面にも配

る企業にしたいですね︒
林代表の生き方には蓄財にこだわ

たのかもしれません︒あるいは植村

同じ東京でもいつの頃からか︑こ
らない多くのものがリストアップさ

経営者は時折︑ものごとに没頭し

直己によって伝播されてきたので

したい﹂︑﹁クライミングで多くの仲

た自分に気づき﹁ふっ﹂と顔を上げ

れていました︒

間がつながり︑みんなのコミュニ

る瞬間が必要になります︒冷静に﹁経

しょうか︒

ケーションの場を作りたい﹂︑﹁こだ

営﹂を考える仕切り直しの瞬間です︒

しながら﹁好き﹂に没頭し﹁経営﹂

ツ︒最後のホールドをつかむときも︑

平日 14 ： 00 ～ 23 ： 00

土日祭日 12 ： 00 ～ 22 ： 00

中小企業診断士、 キャリアコンサルタント （技
能士）、 1 級販売士。 東京都中小企業診断
士協会常任監事 （城北支部元支部長）、
ＮＰＯビジネスサポート理事長。
総合商社、 外資飲料、 包材メーカー等にて
国際事業、 営業部門の役員を歴任。
「経営は心」 をモットーに販路開拓等のマーケ
ティング、 経営革新、 事業承継、 創業等の
分野でハンズオン支援を行っている。

■営業時間 ：

Ｓｕｎｄａｙ Ｃｌｉｍｂｉｎｇ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ代表。
板橋区在住。 イベント会社勤務後、 クラインミ
ングホールドの制作に携わっていたが、 ２０１７年
６月に知人の経営するクライミングジム 「Ｎｕｔｓ」
の営業譲渡を受ける。
板橋カップを開催するなど地元コミュニティーへ
のつながりを強めるだけでなく、 ホールドメーカー
として他ジムへの供給も図るなど経営意欲も高
めている。

１月１日～３日

朝倉 久男 （あさくら ひさお）
■定休日 ：

林 太輔 （はやし だいすけ）

ＳＢ通りで一際目を引くおしゃれな外観が目印

﹁自分が没頭できる趣味を仕事に

わりがあるホールドを提供したい﹂

の呼吸がもうできあがっているので

を忘れ︑早々に戦線離脱される方も

きっとお二人そろって顔を上げるに

林代表と朝倉先生にはその﹁あうん﹂

など …
︒
起業が関心を呼ぶ昨今︑同じよう

しょう︒

いれば︑﹁経営﹂のノウハウ不足か

違いありません︒
援する朝倉先生の将来を楽しむ目か

東京都板橋区常盤台１-３６-１４
■住所 ：〒１７４-００７１

な動機を持つ方が多くいます︒しか

ら起業を躊躇する方もいらっしゃい
そんな時︑中小企業診断士が経営

ら︑お二人のパートナーシップのあ

起業した林代表の安心する目と支

のお手伝いをするのです︒自分が愛

り方が伝わってきた取材でした︒

ます︒

する趣味を事業化しつつ︑診断士が

企業情報

■企業名 ： Sunday Climbing Industry （店名 ： the FACTORY）

■ホームページアドレス ： https://www.thefactory-climbing.com

■Email : the.factory.climbing@gmail.com

■電話 ： ０３-５９４８-７２１９

