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年間3億人が美術館を訪れる
美術大国ニッポン。
しかし、その鑑賞力は……

　日本人はもともと美術好きの民
族として世界的に知られている。
日本では広義のミュージアムに年
間3億人が訪れているとのこと（『週
刊ダイヤモンド2017年4月1日号』）。
実際、世界で最も入場者の多かっ
た美術展が、東京都美術館で2012
年6月から9月まで開催された「フ
ランドル・オランダの至宝展」で、
1日平均で1万人が訪れた。
　ただ果たして美術をどれだけ理
解して展覧会に日本人が出向いて
いるかというと疑問だ。
　人気の美術展には長蛇の列がで
きる一方で、地方作家の佳作を展
示した常設館などは軒並みガラガ
ラだったりするからだ。日本は美
術館の入場者数が二極化していて、
話題作や有名作家に来場者が集中

する一方で、それほど知名度の低
い作家にはなかなか光が当たらな
いのが実情だ。
　背景には美術界や画壇、画廊、
キュレーター、パトロンなど様々
な問題が絡んでくるが、大きな背
景として、日本では教養としての
美術教育の薄さがあるのだ。

世界の一流企業は、
会社のお金で
社員をアートスクールに
通わせている

　いま世界のエリートは、わざわ
ざ会社のお金を使ってまで「美意
識」を鍛えている。2016年11月13
日のイギリスのフィナンシャル・
タイムズは、減少傾向にあるMBA
の出願数に対して、グローバル企
業がこぞって幹部候補生をアート
スクールや美術系大学へ研修に送
り込んでいる実態を伝えている。

　それはヨーロッパでは美学や美
術がエリートの主たる教養である
とされてきたことに加え、企業や
社会のグローバル化の進展、さら
にAIなどテクノロジーの急速な発
展に対して、企業やエリート層が
最も必要な素養と認識し出してい
るからだ。
　もともと欧米のエリートと呼ば
れる人の条件には、哲学と美術の
造詣が深いことが挙がっている。
　欧州のエリート養成機関の大学
では、哲学に代表される美意識の
育成が重んじられてきた。たとえ
ば現在でもエリート政治家を多く
輩出しているイギリスのオックス
フォード大学の看板は、いまでも
哲学・政治・経済学科だ。
　フランスでも大学入学資格とな
るバカロレアにおいては、文系理
系を問わず最重要科目として哲学
が必須の教養として位置づけられ
ている。エリートには大きな権力
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が与えられるため、哲学を学ぶ機
会を与えずにエリート養成するこ
とは、権力の私物化や暴走を招き
かねず危険であるというのが欧州
の根本的な考え方にある。
　日本でも美術史などを学校で学
ぶ機会はあるが、それが単科の入
試科目となっている例はまずな
い。それも作家と作品や、その作
品の流派や技法などについて問わ
れる程度で、その時代背景やなぜ
その作品が生まれたか、何を意図
しているのかなどが問われことは
少ない。
　しかし、美術史、美学をエリー
トの教養の前提としている欧米で
は、美術作品は鑑賞するものでは
なく、読み解くものだと認識され
ている。
　日本は世界にまれに見る美術館、
美術展大国でありながら、それが
ただ「綺麗」「面白い」といった鑑
賞レベルに留まり、美術作品を「読
み解く」「読み取る」というところ
まで至っている人は少ないのだ。
　『世界のビジネスエリートが身に
つける教養—西洋美術史』の著者
で、自ら企業向けの西洋美術史セ
ミナーを開いている木村泰司さん
は、美術史の教養がなくて有名な
美術品や絵画を鑑賞する行為を「ま
るでわからない外国映画を字幕な
しに見ているのと同じ行為」と断
罪する。

　というと「日本にいる限り西洋
美術にそう詳しくなくてもいいだ
ろう」という声は挙がってきそう
だが、では果たして一般的な日本
人が日本美術にどれほど造詣が深
いのだろう。おそらく西洋美術よ
り馴染みが薄いのではないだろう
か。

世界のエリートが
美意識を鍛える3つの理由

　なぜいま美術を観るだけでなく、
読み解く力、すなわち美学・美意
識が求められるのか。
　電通やボストン・コンサルティ
ング・グループなど内外のグロー
バル企業で活躍し、美術に造詣が
深く『世界のエリートはなぜ「美
意識」を鍛えるのか？』の著者で
もある山口周さんは、その理由に
ついてこう述べている。
　「なぜなら、これまでのような分
析、論理、理性に軸足を置いた、
いわばサイエンス重視の意思決定
では、今日のように複雑で不安定
な世界においてビジネスの刈り取
りをすることができないというこ
とが、よくわかっているからです」
　山口さんはいくつもの企業人な
どから話を聞き、まとめた結果と
して３つの背景を挙げる。すなわ
ち

1）論理的・理性的な情報処理
スキルの限界が露呈しつつ
ある

2）世界中の市場が「自己実現
的消費」へと向かいつつあ
る

3）システムの変化にルールの
制定が追いつかない状況が
発生している

　１）について最も多く指摘され
たのが、「論理的・理性的な情報
処理スキルの限界」という問題だ。
この問題の発生については大きく2
つの要因が絡んでいると山口さん
は見ている。
　 １ つ 目 は、「 正 解 の コ モ デ ィ
ティー化」だ。
　長いこと分析的で論理的な情報
処理のスキルは、ビジネスパーソ
ンにとって必要なものだとされて
きた。しかし情報処理技術やスキ
ルが進んで、誰もが正しく、論理的・
理性的に情報処理をすることがで
きるようになってしまうと、必然
的に差別化が生まれにくくなる。
経営の意思決定が過度にサイエン
スに振れると必ずこの問題が発生
することになる。
　２つ目の要因として挙げている
のが「分析的論理的な情報スキル
の方法論としての限界」。最近の
国際的な会議ではよくVUCAとい
う言葉が聞かれるようになった。
VUCAと はVolatility =不 安 定、
Uncertainty =不確実、Complexity 
=複雑、Ambiguity =曖昧という
今日の世界状況を表す4つの単語の
頭文字を組み合わせたもので、も
ともとは米国陸軍が現在の世界情
勢を表現するために用いた造語だ。
このVUCAという言葉がいま様々
な場所で使われるようになってい
る。つまり現在のようなVUCAの
状況が広がる社会においては、論
理的で理性的であろうとすれば、
それは経営における問題解決能力
や創造性想像力の麻痺をもたらし
かねないのだ。
　このことは経営の意思決定にお
ける合理性の重要性をはじめて指
摘した経営学者のイゴール・アン
ゾフも指摘している。アンゾフは
1965年に表した『企業戦略論』に
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おいて「合理性を過剰に求めるこ
とは、企業の意思決定が停滞状態
に陥る」可能性を指摘し、その状
態を「分析麻痺」と呼んだ。
　山口さんは「この状態は多くの
日本企業において発生している問
題でもある」という。この分析麻
痺にさせないためには、「全体を直
感的に捉える感性と『真・善・美』
が感じられる打ち手を創出する構
想力や想像力が必要」と訴える。
　

　2）は、世界経済の発展の動機が、
自己実現の欲求によってドライブ
させられる時代となったことだ。
　心理学者のアブラハム・マズロー
は、人間の欲求は最も底辺の生存

の欲求から最も上位の自己実現欲
求に向かってステップアップする
という、いわゆる欲求５段階説を
提唱した。それはそのまま経済成
長に伴う生活水準の上昇により、
商品やサービスに求められる便益
も変わってくることを証明してい
る。
　最初は生理的欲求、そして安全
で快適な暮らしをしたいという安全
欲求を満たし、徐々に集団に属した
帰属欲求や他者から認められたい
承認欲求へと向かっていき、最終的
に自分らしい生き方を実現したい自
己実現欲へと進展していく。
　フランスの思想家、ジャン・ボー
ドリヤールは、先進国における消
費行動が自己表現のための記号の
発信に他ならないということを指
摘したが、いまやこの指摘はもは
や先進国においてだけではなく多
くの発展途上国においても当ては
まるようになってきた。
　こうした状況をノーベル経済学
賞受賞者のロバート・ウィリアム・
フォーゲルは、「世界中に広まった
豊かさは、全人口のほんの一握り
の人たちのものであった自己実現
の地域をほとんどすべての人に広
げることを可能にした」と語って
いる。
　いまや世界経済ははじめて誕生
した巨大な「自己実現欲求」マー
ケットによって動いており、それ
は山口さんによれば、“すべての消
費ビジネスがファッション化しつ
つある”ということでもある。
　つまり、どのような商品やサー
ビスにおいても、それぞれの人の
心を打つ美的センスが宿っていな
い限り、売れない時代となったと
いうことなのだ。
　3）については、多くの人が抱い
ている疑問かもしれない。

　現代社会で起こっているさまざ
まな進化や変化に法律の整備が追
いつかないという問題だ。
　現在のように変化のスピードが
早い時代においては、ルールの整
備は現実で起きているシステムの
変化に引きずられる形で、後追い
でなされることになる。そのよう
な世界でクオリティの高い意思決
定を実現していくためには、明文
化された法律を拠り所にするだけ
でなく、内在的に真・善・美を判
断するための「美意識」が求めら
れてくる。
　その例としてGoogleで知られる
アルファベット社は、英国の人工
知能ベンチャー「ディープマイン
ド」を買収した際に、人工知能の
暴走を食い止めるための倫理委員
会を社内に設置したと言われてい
り。同様のことは、かつて二足歩
行ロボットのアシモを開発したホ
ンダが、その商品化を前に、ロー
マ法王に伺いを立てたことにも当
てはまる。

受験エリートが目指すのは、
明快な階層性がある企業で、
早く結果を出すこと

　岩盤規制を壊し、新しい市場を
作り出すと言ってスタートアップ
企業やベンチャーが違法すれすれ
の事業やビジネスモデルを展開し、
喝采を浴びることがよくある。し
かし旧ライブドアの失敗やディー・
エヌ・エーがキュレーションサイ
トで裏付けのない医療情報を発信
して非難を浴びたように、法整備
が追いつかない時代だからこそ、
自らを律する企業としての高い美
意識が求められている。
　実際昨今企業ぐるみの不祥事が
続いている。それも名門と言われ
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る大企業ばかり。これら大企業と
言われる人たちは、いわゆる受験
エリートの人間が多いわけだが、
山口さんはこうした企業人の特徴
には、明快な階層性があるという。
つまり「何ができれば階層を上が
れるか、どうすれば上がれるか」
が明快だということだ。そしてそ
こに求められる価値は、見識や人
望ではなく、「早く結果を出すこと」
にあり、この傾向は名門企業だけ
でなく、新興ベンチャーにも当て
はまる。
　山口さんは、現在勤めているコ
ンサルティング会社が、世界中の
優れた企業にあたって調べた「コ
ンピテンシー」という項目に関し
て、一番重要との回答が「誠実性」
という項目だったと語っている。
すなわちこうした優れた企業で類
まれな業績をあげた人には、誠実
性というコンピテンシーが高い水
準で実現されているのだ。ただし、
その誠実性は企業側に対する誠実
性ではない。「外部から与えられた
ルールや規則ではなく、自分の中
にある基準に照らして難しい判断
をしている」というものだ。
　不祥事などで問題となる企業
が、問題の背景を説明するときに、

「周りもやっていたので気がつかな
かった」「何年も申し送りになって
いて当然だと思っていた」といっ
た弁明を耳にするが、そういった
誠実性の美学を持つ人がいなかっ
たことが大きな問題だと思われる。

論理的理性的に優れていても、
感受性や情動がなければ、
優れた判断はできない

　山口さんの著書によれば、ビジ
ネスエリートにとって美意識が重
要であるというのは、もう一つ、

脳科学の視点からも明らかになり
つつある。
　それがアントニオ・R・ダマシオ
という神経科学者が唱えた「ソマ
ティック・マーカー仮説」という
もの。 “感受性や情動が減退して
いる人は、よりよい意思決定がで
きない”という考え方である。
　ある日ダマシオに脳腫瘍の手術
を受けた30代の男性患者が紹介さ
れた。この男性患者は、脳腫瘍の
手術を受けた後、なんら「論理的・
理性的」推論能力が損なわれてい
ないにもかかわらず、実生活上の
意思決定に大きな困難を来してい
た。
　ダマシオは、様々な神経心理学
テストを行ったが、原因がつかめ
ず悶々としていた。しかし徐々に
ある傾向がわかっていった。
　その患者は、しばしば第三者の
ように超然とした態度で自分の悲
惨な状況を話したり、悲惨な事故
や災害の写真を見ても感情的な反
応がほとんどないこと、あるいは
病気の前は愛好していた音楽や絵
画についても、手術後はなんの感
情も湧き上がらなくなっていた。
ダマシオは、社会的な意思決定に
はいままで見過ごされていた情動
との関係があるのではないかと疑
問を抱き、同様の患者の調査を始
めた。
　ダマシオは、高い知能指数を持
ちながらも、前頭葉の損傷によっ
て感受性や情動が極端に減退した
被験者たちの分析を続けた。する
とある傾向が見えてきたのだ。外
部からのある情報に対して呼び起
こされる身体的感情が、前頭葉腹
内側部に影響を与え、「良い/悪い」
に分別して意思決定の効率化に一
役買っているのではないかという
ものだ。

　一般的に、感情は論理的・理性
的な意思決定の敵とされている。
しかし、ソマティック・マーカー
仮説に従えば、むしろ感情をうま
く意思決定に取り入れた方が、無
駄な論理的・理性的手続きを省略
できるというのだ。
　すなわち効率的かつ正しい意思
決定を行うには、美意識に基づい
た感情的・直感的判断による効率
化と、理性や論理に基づいた精査
が必要だということなのだ。
　時に名経営者と呼ばれる人たち
は、周囲の人にはなかなか理解で
きない判断をして、その商品をヒッ
トに導いたり、企業を成長させる
投資判断をしたりしている。そう
した判断のベースも独自の美意識
があってこそだと言える。
　これは、ノーベル賞など、専門
分野でもとくに秀でた業績を残し
ている人にも言える。
　ミシガン州立大学の研究チーム
は、ノーベル賞受賞者、ロイヤル・
アカデミーの科学者、ナショナル
ソサエティの科学者、一般科学者、
一般人の５つのカテゴリーグルー
プに対して、絵画や楽器演奏等の
芸術的趣味の有無について調査し
たところ、ノーベル賞受賞者のグ
ループは、他のグループと比較し
た場合、際立って芸術的趣味を持っ
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ている確率が高いことを明らかに
している。
　具体的にはノーベル賞受賞者は、
一般人と比較した場合、2.8倍も芸
術的趣味を保有していたのだ。

美術を学ぶことは
仕事の能力を確実に高める

　美術や美学を学ぶことはエリー
トの素養を高めるだけでなく、実
際に仕事に変化を与えている。
　2001年に、エール大学の研究者
グループは、アートを観ることで
観察力が向上することを証明して
いる。『米国医師会雑誌』には、医
大生に対して、アートを用いた視
覚トレーニングを実施したところ、
皮膚科の疾病に関する診断能力が
56％も向上したことが報告されて
いる。

美学的意識を高める効果がある
Visual Thinking

　それでは美学的意識を高めるた
めに現代の企業人は具体的にどの
ように学んでいるのだろう。
　いくつかあるが、その１つが
Visual Thinking（VT）もしくは
Visual Thinking Strategy（VTS）
と呼ばれる手法だ。絵画などの芸
術作品を通じて、ものの見方、芸
術作品の捉え方を考えるトレーニ
ングだ。
　VTでは、作者や時代の解説など
はほとんどない。目の前にある芸
術作品を見て、感じて、言葉にす
る作業をファシリテーターの誘導
に従ってひたすら行う。
　ファシリテーターが問いかける
のは次のようなことだ。

「何が描かれていますか？」
「絵の中に何が起きていて、これか

ら何が起こるのでしょうか？」
「どのような感情や感覚が、自分の
中に生まれていますか？」
　最初の「何が描かれています
か？」という質問に対しても、人
によって見えているものが違った
り、同じものが違うものに見えて
いる。また問いを重ねていくこと
で、だんだんと画面のディティー
ルに視点や考えが及ぶようになっ
て、意見が増えていく。
　前出の山口さんによれば、この
時題材にする作品選びもポイント
になるという。
　最初は日本人に親しみやすい印
象派などの作品から入るといいだ
ろうが、絵の中で何が起きていて、
これから何が起こるのか、どんな
感情が生まれているかなどを探る
ためには、印象派以前の時代の、
より具象的な複数の人が描かれて
いる作品のほうが想像力をかきた
てられていいと山口さんは言う。
　このVTは、繰り返し参加するこ
とで観察力がついていく。自分が
見ているものを見方によっては全
く違うものとして見るという力が
つく。
　こうした観賞力が身につくと、
日常や仕事での観察能力が向上
し、さまざまなことに気づきが生

まれ、感受性も高まっていく。前
出のエール大学の調査結果はその
例の１つだ。

目隠しをして美術作品を
「聞く」、対話型鑑賞法

　一方、京都造形芸術大学では、
ニューヨークの近代美術館（MoMA）
が開発した「対話型鑑賞」という
鑑賞法を授業に導入している。対
話型鑑賞法とは他者の意見を参考
に観察力を高める方法で、大学の
みならず、企業研修などでも取り
入れられている。同大学では、こ
の研修を一般企業に向けても展開
していて、人材派遣大手のパーソ
ルなど多くの企業がこの研修を受
けている。
　あるゴムメーカーでは、この研修
を受けた理由を、経験値の高い人
の考えを変えるきっかけにしたかっ
たと説明する。製造業の現場では、
経験があるほど自分の答えを持って
いる人が多く、部下の意見を聞かな
い傾向が見られるためだ。
　パーソルの対話型鑑賞研修では、
ある作品に対して２人一組になり、
１人がアイマスクをして、もう１
人がその作品を口頭で説明すると
いう「ブラインドトーク」という
ものを実施した。これを交互にさ
せることで、同じ作品でも見え方、
見方が違ってくることを実感させ
るのだ。
　パーソルではほかにも、レゴを
使った深層心理を探る研修や、地
方の中山間部の村に宿泊して、地
元の人とチームとなり、フィール
ドワークなどを体験して地域で生
きることや、地域で働くというこ
とを五感で体験させる研修など、
正解のないテーマに取り組む研修
を全社的に進めている。
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　また『西洋美術史─世界のビジ
ネスエリートが身につける教養』
の著者である木村泰司さんも、ワー
クショップや研修を開催している。
　大手航空会社のANAは、木村さ
んを招いて「絵は見るものではな
く、読むもの」と題した研修会を
開いた。募集定員70名に対して、
応募者が120名を超える人気研修と
なったという。
　３時間にわたって行われたこの
研修会では、西洋を代表する181点
の作品を解説し、芸術作品に込め
られた意味やその社会背景などを
考える新しい視点を宿している。
　たとえば、木村さんの本に挙げ
られている作品に、17世紀にオラ
ンダ人のフランス・ハルスによっ
て描かれた「陽気な酒飲み」とい
う作品がある。タイトル通り、酒
に酔ったごきげんな紳士がグラス
を片手にとろんとした目でこちら
を見つめている。これは単に陽気
な紳士を描いたわけではなく、そ
の意図するものは「飲酒に対する
節制」であった。当時のオランダ
はスペインからの独立を果たして、
アムステルダムなどが貿易港とし
て発達し、経済が発展。美術品も
ヨーロッパ各地から集まり、「黄
金の世紀」と呼ばれるほどオラン

ダが隆盛を極めた時代。オランダ
人は経済的繁栄を背景に欧州一の
大酒飲みとして知れ渡り、これを
問題視する動きがあった時代でも
あったのだ。
　この黄金時代を代表する画家が、
光と影の魔術師と呼ばれたレンブ
ラントとフェルメールだ。とくに
レンブラントは、レオナルド・ダ・
ヴィンチやラファエロなどイタリ
アルネッサンスの画家の作風を意
識した重厚な作風で、その存在を
アピールした。従来、画家は王室
や貴族などパトロンに支えられて
生活していたが、レンブラントや
フェルメールは独立して活動した
最初の職業画家たちでもあった。
　またこの時期のオランダは、新
しいジャンルの美術を生み出して
いる。先の「陽気な酒飲み」と言
われる作品は「風俗画」と呼ばれ、
主にオランダで広がったもの。　
　同時にオランダ絵画は、絵画の
ジャンルのヒエラルキーを確立さ
せたことでも知られている。
　ヒエラルキーの最上位には聖書
や神話を主題にした歴史画があり、
次に人物画（肖像画）、その下に
風俗画、その次に風景画、最も下
に静物画が置かれた。歴史画がな
ぜ最上位かというと、画家がその
主題を理解しなければならず、し
かも画面には複数の人物を配して、
ふさわしいポーズや感情を表現し、
適切な背景を表現しなければなら
なかったからだ。歴史画を描くた
めには単に構成力だけでなく、古
典建築などの知識も求められた。
　つまり、こうした様々な環境や
背景が１枚の絵から読み取られて
いくのだ。もちろんこうした読み
取りをするには、オランダの歴史
をバックグラウンドとして持って
いる必要もある。

　しかし、歴史的背景の知識をそ
れほど持っていなかったとしても、
この作品の主題は何か、あるいは
同じ時代の別の画家の作品と見比
べることで、いろいろなことが読
み取っていけるようになるのだ。

「アート」と「サイエンス」を
バランスさせよう
　
　勘違いしてはいえないのが、美
意識が重要だからといって非論理
的でいいというわけではないこと
だ。そのバランスが大事なのだ。
とかくいまのビジネスパーソン、
とくにビジネスエリートはついサ
イエンスに偏りがちだ。そのバラ
ンスを取り戻すために、美意識を
身につける必要があるのだ。
　山口さんは著書の最後に、マッ
クス・ウェーバーのこんな示唆的
な言葉を記している。
　「精神のない専門人、心情のない
享楽人。この無のもの（ニヒツ）は、
人間性のかつて達したことのない
段階まで上り詰めた、と自惚れる
だろう」 （マックス・ウェーバー『プロテスタ

ンティズムの倫理と資本主義の精神』）

【参考】
海外旅行者が行ってよかった
日本の美術館ベスト１０

１位：根津美術館（東京都）

２位：大塚国際美術館（徳島県）

３位：安曇野いわさきちひろ美術館（長野県）

４位：国立西洋美術館（東京都）

５位：ミホ・ミュージアム（滋賀県）

６位：ブリヂストン美術館（東京都）

７位：ポーラ美術館（神奈川県）

８位：札幌芸術の森美術館（北海道）

９位：ホキ美術館（千葉県）

１０位：三鷹の森ジブリ美術館（東京都）

フランス・ハルス
『陽気な酒飲み』1628-30年
アムステルダム国立美術館
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■ 世界の一流企業が社員をアートスクールに通わせている
■ 欧州のエリートは美術史、美学を学んでいることが条件
■ エリートは権力を持つ、故に美学がないといけない
■ 論理的・理性的な情報処理スキルの限界が露呈
■ 世界中の市場が「自己実現的消費」へと向かっている
■ システムの変化にルールの制定が追いつかない
■ 現代は VUCA の時代
■ Volatility = 不安定、Uncertainty = 不確実、Complexity = 複雑、
　 Ambiguity = 曖昧
■ 正解のコモディティ化が起こっている
■ 合理性を過度に求めると「分析麻痺」が起こる
■ 論理的・理性的に優れていても感受性がないと優れた判断はできない
■ 美意識は鍛えることができる
■ アート研修で皮膚科医の診断力が 56％向上
■ ノーベル賞受賞者で芸術的趣味をもっている人は一般人の 2.8 倍
■ 効果的な Visual Thinking
■ 効果的な対話型鑑賞法

POINT



おしゃれ＆機能的で伸び続けるコインランドリー

カフェ付きは常識！？
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コインランドリーが伸びている。
洗濯機が全自動化され、乾燥機までついて脱

臭までできる時代に、「なぜ？」という思いも強い
だろう。
　コインランドリーの数はいまや全国で１万8000
店舗。コンビニ大手のファミリーマート並の数だ。
背景には、クリーニング要らずの衣料の増加と、女
性の社会進出による共働き世帯の増加、社会の高齢
化に伴う単身世帯の増加、さらには人手不足という
背景がある。
　とは言え、どんどん清潔さに過敏になっている現
代人が知らない他人が洗った洗濯槽で自分の衣類を
洗うことに抵抗感はないのだろうか。そこには現代
のコインランドリーならではの工夫がある。
コインランドリーは、クリーニングに比べ安い。だ
いたい数百円〜 1000円もあれば、２、３人分の洗
濯を終えることができる。時間も１時間から２時間
もあれば、乾燥までできてしまう。またその乾燥機
も強力なため、それだけを目当てに利用する客も多
いようだ。
　ただやっかいなのは、どうやってそこまで洗濯も
のを持っていくか、という手間の部分と、洗濯が終
わるまでの時間をどう過ごすかである。
　「WASH＆FOLD」を運営するアピッシュは、そ
の２つのテーマを解決した今どきのコインランド
リーの代表だ。

　洗濯物を専用のバッグに詰め込んでネットから注
文すると宅配便が引き取にやってくる。その後は店
舗側がコインランドリーを使って洗濯、乾燥を行い、
畳んで送り返す。とくに丁寧に畳むのがWASH＆
FOLDのウリのようで、サイトには店員が丁寧に手
で畳む様子が掲載されている。もちろん持ち込みも
可だ。価格にも工夫が見られる。クリーニング店で
はたとえばシャツ１枚、スカート１着など１着、１
枚単位で料金がかかり、またその素材でも料金が変
わる。WASH ＆ FOLDでは専用バッグ詰め放題で
一律料金としている。バッグは２種類で、レギュラー

宅配便でランドリーが使えるWASH＆FOLDのサービス
（WASH＆FOLDサイトより）

WASH＆FOLDの店舗外観（WASH＆FOLDサイトより）

WASH＆FOLDの店舗内観（WASH＆FOLDサイトより）

カフェと一体となったWASH＆FOLD葉山店
（WASH＆FOLDサイトより）
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とスモールがある。前者の場合が約６〜８kg（シャ
ツ60枚目安となる）で、3000円。持ち込みなら
2200円となる。スモールサイズだと2300円。持ち
込みは1500円だ。
　ほかに店舗によって衣類や鞄の修繕サービス、一
般的なドライクリーニングも行う。
　シックでおしゃれな店内ではカフェ感覚でゆった
り過ごせるが、「WASH ＆ FOLD葉山」店では地元
の老舗ベーカリーと代官山のジューススタンドとの
コラボを実現。まさにカフェとコインランドリーが
一体化、コインランドリーでの悩みの１つだった、

「時間をどう過ごすか」が解決されている。 
　カフェと一体化というのは最近のコインランド
リーの定番のようで、たとえば東京三鷹市にある

「BALUKO LAUNDRY PLACE（バルコランドリー
プレイス） 三鷹」は、店内にカフェが併設。スタッ
フが注文カウンター越しに注文に応じる。ドリンク
だけでなくベーグルやホットドッグなどの軽食も
扱っているので、洗濯がなくても十分過ごせる空間
になっている。

　
　関西を中心にコインランドリーを展開している

「ノムラクリーニング」もカフェ＆ランドリー店舗
の新ブランド「ニノーバルウォッシュカフェ」立ち
上げ、広げている。コーヒーなどの飲み物だけでな
くパンケーキやサ
ンドウィッチフラ
ペチーノなど、メ
ニューも本格的。
カ フ ェ に ラ ン ド
リーが併設されて
いる感覚だ。

　ドイツからやってきた「フレディ  レック・ウォッ
シュサロン」は、ウォッシュサロンの命名の通り、
カフェサロンの色がかなり強い。スタイリッシュ
なランドリールームに隣接したカフェでは、コー
ヒーなどのドリンクやマフィンのほか、洗濯洗剤や
日用品などのグッズも販売。さらに定期的にトーク
ショーや映画鑑賞会、ワークショップなども開催す
る交流空間となっている。
　創業者のフレディ　レック氏は、もともと演劇人。

「ランドリーを単に洗濯をする場にしたくなかった。
人が集うコミュニティにしたかった」という思いが
形となった。

カフェ＆ランドリー「ニ
ノーバ ルウォッシュ
カフェ」を展開するノ
ムラクリーニング。メ
ニューの充実に驚く。

（ノムラクリーニングサ
イトより）

カフェ＆ランドリー「ニノーバルウォッシュカフェ」

「BALUKO LAUNDRY PLACE（バルコランドリープレイス） 三鷹」



員制のコインランドリー
「Araeru」サイトトップ
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　熱帯魚が泳ぐ大型水槽を店内に設置したコインラ
ンドリーも出現した。今春東京江戸川区にオープン
した「アクアリウム・ランドリー」では、洗濯の待
ち時間を癒しの時間に、という新感覚のランドリー
空間を提供。24時間営業の同店には、レンタル収
納スペースや宅配便ロッカーも併設されており、い
つでも洗濯のついでに利用できると好評だ。

　

　一方、昨年2号店をオープンさせた東京新宿区の
「Araeru（アラエル）」は、国内初の定額会員制ラ
ンドリー。入り口で会員カードをかざさないと入店
できない仕組み
で、 夜 間 に 利 用
する女性客を呼
び込んでいる。

　ペット人口の増加を見込んで、ペットを洗って乾
かす専用コーナーを設けているのは、東京・渋谷区
にある「クリーンプラザ ルーシー」。プロ仕様のシャ
ワーやドライヤーを完備したセルフシステムの施設
の他に、ペットの洋服や敷物なども洗濯できるペッ
ト専用のコインランドリースペースもある。

フレディ レック・ウォッシュサ
ロン東京では、ミニコンサート
などさまざまなイベント、ワー
クショップが行われている（フ
レディ　レック・ウォッシュサ
ロンサイトより）

クリーンプラザ ルーシーのペットルームの様子
（クリーンプラザ ルーシーサイトより）

クリーンプラザ ルーシー　サイトトップアクアリウム・ランドリー（同サイトより）

カフェを紹介するフレディ レッ
ク・ウォッシュサロン東京のフェ
イスブック

フレディ　レック・ウォッシュサロン東京のサイトトップ



11

　増え続けるコインランドリー市場をけん引するの
は、業界初の上場を果たした宮崎発の「WASHハウ
ス」と、IoTを駆使した運営の横浜発の「マンマチャ
オ」、接客をウリにする東京町田発祥の「コインラ
ンドリーデポ」、さらに銀を使った抗菌洗濯で成長
中の京都発の「ホワイトピア・さわやかピュア」。
いずれもフランチャイズで勢力を拡大し、激しい出
店競争を繰り広げている。

　比較的少ない資金で開業できるコインランドリー
は、近年、運営のスマート化に伴い、オーナー負担
が大幅に削減。利回りの良い投資先として、マンショ
ン投資からシフトする個人投資家も増えている。異
業種の食指も動かしている。その一つが「ファミリー
マート」だ。コインランドリーを集客装置と捉え、
コンビニへの“ついで買い”を見込んで、駐車場
のある店舗を中心に、コインランドリー併設店舗を
19年度末までに500店とする計画を発表している。
　実際投資先としても申し分なく、大手のWASH
ハウスでは周辺人口や収入など徹底した市場調査を
徹底、過去15年で閉じた店舗は１つもないという。
またマンマチャオは近隣のスーパーの客の入りなど
現地調査を重ね、売上不振で閉店したのは過去17
年間で10店以下という。
　進化し、おしゃれになっていくコインランドリー。
その市場規模はまだまだあるとされ、全国で６万店
舗まで伸びる可能性があると言われている。
　いずれは、コンビニ併設、書店併設、ドラッグスト
ア併設が当たり前になる日も近いのかもしれない。

コインランドリーデポ内観。従来のコインランドリース
タイルだ（コインランドリーデポサイトより）

日本最大のコインラン
ドリー直営店舗数を誇
る「コインランドリーデ
ポ」のサイトトップ

コインランドリーデポ外観。
郊外ではコンビニなどの隣に
併設されることが多い

マンマチャオ  サイトトップ

マンマチャオでは電子マネーも使える

全国展開を広げているホワイトピアさわやかピュア（ホワイト
ピアさわやかピュアサイトより）


