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温故知新
近江商人の家訓・経営理念に学ぶ ③
＜＜三方よし ＞＞
「売手よし 買手よし 世間よし」
こころの文字

これは、豊郷、初代伊藤忠兵衛の座右の銘で
す。
「人生は勤むるに在り、････ 勤は利の本な
り、よく勤めておのずから得るのは真の利也」
投機商売、不当競争、買占め、売惜しみなどに
よる荒稼ぎ、山師商法や政治権力との結託によ
る暴利でなく、本来の商活動に励むというのが
「勤」の意味です。とくに近江商人は権力と直
結した御用商人になることを避けていましたが
それでも大店ともなれば、大
名や武士に多くの資金を融通
することも少なくはありませ
んでした。しかし、資金を融
通したからといって、見返り
を求めたり、その権力を利用
した商いを行うことを厳に慎
んでいたのです。
め い げん そ

私たちＫＢＭグループでは、明元素（いつも
明るく、元氣な挨拶、素直な心と素敵な笑顔）
を日々心がけ、商売人としての 使命 や 志
を学び、感謝の氣持ちで「三方よし」、ＣＳＲ，
MOTTAINAI を基本に、お客様のご繁栄と、地域
社会、日本、全世界、全宇宙の明るい未来に貢
献する「ありがとうカンパニー」を目指してい
ます。
（サンライズ出版「近江商人に学ぶ」から一部引用させて
頂きました。）

２００９

﹃小林弘和著﹁ありがとうカンパニー﹂より﹄

近江商人は「商い」の大先輩として様々な教
訓を残してくれています。数ある近江商人の教
訓から学ぶことは沢山あります。そんな中から
今回は権力に屈しない商売「利真於勤」
（りはつ
とむるにおいてしんなり）をご紹介します。

近江商人にありがとう

（りはつとむるにおいてしんなり）

八のつく日に市が開かれた八日市
六世紀聖徳太子の時代から続く市場町
その後二と五と八のつく日に市が立ち
たいそう賑わった商人の街八日市
その賑わいを再現する恒例のイベント
二五八祭が十一月三日
快晴のもと開催 道路に戸板を並べ
声を掛け合う賑わいは
近江商人のイキオイそのままだ
思わず手に取り買う氣になる
﹁ありがとう おおきに ありがとう﹂
知った顔も 知らない顔も 今日は一日お祭り氣分
ワクワク ワイワイ さぁいくら
駆け引きＯＫ 売り手に買い手
今日は一日大賑わい
三方よしにありがとう
二五八祭りにありがとう
近江商人にありがとう

「利真於勤」

落合 勲 書画

東近江秋まつり

日時：平成２１年１１月３日（祝）９：００〜１５：００
会場：東近江市役所本庁駐車場周辺道路一帯
毎年１１月３日に開催される東近江市の秋まつり。
古くから市場町として発展してきた「八日市」に伝統を受け継
ぐ一大イベントです。
大規模なフリーマーケットや、農産物の販売、展示コーナー・
体験コーナーなどもあり、様々なイベントが一度に開催され毎
年多くの人で賑わいます。
●二五八祭●物産まつり●チャレンジエコひろば●交通安全ひろば
●市立病院ふれあい健康まつり●発掘・東近江２００９●地産地消
の豚汁を食べよう
お問い合わせ：東近江市産業振興部商工観光課
TEL：０７４８−２４−１２３４（代表）
『東近江市観光協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより抜粋』
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ハイボリュームプリントのスペシャリスト
オフィスのプリンターに印刷機のパワーを。
ORPHIS >> 世界最速オフィスプリンターでビジネスにスピードを。

X9050

ORPHIS >> プリントワークの生産性と経済性を高める。

X7250

高いコストパフォーマンスと
操作性を可能にした
カラープリンターの進化形
〈オルフィス X 〉

ORPHIS >> 社内資料制作の効率性と経済性を高める。（プリントチャージ専用モデル）

X7250A
ORPHIS >> モノクロから両面カラーまでをスピーディー＆低コストに。

X7200
*1：A4 横送り、標準設定連続プ リン ト、RISO フェ イ スダウン 排紙トレイ 使用時。
*2：A4 片面、フルカラ ー：CMYK 各色 5％/モノクロ：K5％、標準設定連続プ リン ト、RISO X インク F 使用時。用紙代別。
*3：ORPHIS X 7200 は、RISO イン ク&メン テナン ス キットシステムがご利用いただけます。
RISO イン ク&メン テナン ス キットシステムの場合、プ リントコストが異なります。

新製品ニュース
キットサービス方式の保守システムを採用した

ＲＩＳＯ展示会開催

デジタルフルカラー複合機

「imagio MP C1800 シリーズ」を新発売

井堀 繁

﹁ＫＢＭありがとう三方よし研修﹂有賀燈

東近江営業第２グループ

近江商人と呼ばれた人々にも
八幡商人 高島商人 日野商人 湖東商人
それぞれ特有の商法 特色がある
現在も活躍する企業が多くあることを学んだ
研修の翌日には広島出身の私が
近江商人について語っていた
学びと氣付氣があって楽しみな研修
研修を受けるごとに自分が大きくなれる
お客様に喜んでご購入頂くことを考え
コツとツボをおさえた営業活動
それがあってこそ研修の成果
清水英雄先生 ありがとうございます
︵二〇〇九年七月二十九日︶

＝＝編集後記＝＝
いつもお読みいただきありがとうございます︒
﹁
いいかげん﹂
でなく﹁
好い加減﹂
と言うコラムがあり︑
ちょっと惹かれました︒﹁
いいかげん﹂
は通常﹁
いいかげ
んなやつだ﹂とネガティブに使われる表現ですが︑仕
事は﹁
好い加減﹂
で向き合うことが大切なのではない
かということです︒ダラダラやらずに﹁
好い加減﹂
で
効率をあげてがんばりましょう︒
ありがとうございます︒

＜KBM Printing Evolutions Fair＞
デジタルフルカラー複合機の新製品として、
キットサービス方式の保守システムを採用し
in 近江八幡
た「imagio(イマジオ) MP C1800 シリーズ」(2
日時：１１月５日（木）10：00〜18：00
モデル)が新発売されまし
場所：近江八幡商工会議所 2Ｆ会議室
た。
近江八幡市桜宮町 231-2 ℡0748-33-4141
新製品「imagio MP C
高速フルカラープリンター
1800 シリーズ」は、省ス
「ＯＲＰＨＩＳ Ｘ 7250Ａ」他展示・デモ
ペース性の追求、優れた生
高いコストパフォーマンスと操作性を可能にし
産性と操作性、省エネ性能
たカラープリンターの進化形〈オルフィス X〉の
の強化などで、お客様の多
実力を、是非ご覧ください。
様なニーズにお応えします。
また、これら先進の機能を
imagio MP C1800 SP
搭載しながら、低価格での
標準価格（消費税別）858,000 円〜
導入および運用をご提案します。
2009 年 10 月16 日〜発売中
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文化の日
KBM Printing Evolutions
Fair in 近江八幡

立冬

KBM ありがとうの日

七五三

小雪
勤労感謝の日

赤数字の日は当社営業を
休ませていただきます。
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