
令和4年 9月20日 
各位 

熊本県八代市千丁町新牟田179 
肥後物産株式会社 

秋の産地研修・展示会のご案内 

　残暑の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は熊本畳表をご愛顧頂
き厚くお礼申し上げます。さて10月の品評会時期に合わせた秋の産地研修・展示会を3年ぶりに
開催いたします。 
　2日目の講演会は、宮崎県の「（株）たたみ ふすまのイマムラ」 今村公彦様 をお招きして「熊
本畳表　私の販売方法」と題して講演頂きます。コロナ禍や畳資材の高騰など経営環境が厳しく
なるなか、堅調な業績を保つ販促活動や商品提案の方法、お店づくり・社員教育など、参考にな
る事が多々あると思います。 
　また今村社長の想いである「仕事を頂いたお客様が10年先でも満足している姿を想像しなが
ら、快適で長持ちするような製品づくりを心がける」は、「客の為になるものを売れ」の実践で
もあり、結果的に天然い草の拡販に繋がっている面があると思います。 
　その後は、生産者の皆様との意見交換の時間を設けます。急激な経費の高騰など、産地の実情
についても、直接、意見交換して、お互いがこれからも存続できるようつなげたいと思います。 
　また展示即売会では熊本の最高級品クラスの商品を多数展示します。皆様には秋のお忙しい中
ですが、ぜひご参加下さいますようご案内申し上げます。 
 

記 
１、研修会 

日程：令和4年 10月 16日（日）～ 17日（月） 
場所：熊本県八代市千丁町　品評会展示場、肥後物産 
目的：お客様への価値提案力を高める 
内容：品質勉強会・品評会見学・講演会・ 展示即売会　　 
募集人数：30名（基本20名、応用10名） 
費用：8千円（懇親会費、産地移動費他） 
申込日：令和4年10月1日まで（研修会は定員になり次第締切ますが展示即売会は自由参加です） 
申込先：肥後物産株式会社  https://www.higobussan.com/sanchikensyu/october/ 
　　　　別紙申込書、又は上記ホームページより申し込み下さい。 
　　　　 ネット在庫照会からも申し込みでき、入力項目は少なく簡単です（PC版：画面右下より） 

２、講演会・ 展示即売会 （自由参加） 
日程：令和4年 10月17日（月） 

  9：00 ～ 10：00　講演会：（株）たたみふすまのイマムラ　代表 今村公彦 様 
10：00 ～ 11：00　生産者との意見交換会（テーマ：産地存続のために） 
✴先日行われた生産者の皆様との情報交換会の内容を下記アドレスにまとめてみました。 
　これらの内容を踏まえ、より話が進みますよう、ご一読頂ければ幸いです。 

https://www.higobussan.com/informationexchange202209/

11：00 ～ 12：50　展示即売会　お弁当を用意しています 

https://www.higobussan.com/informationexchange202209/


◎研修のねらい 
　お客様への商品提案時には、無理に高いものを売るという事ではなく、お金を出す価値の違いはどこ
にあるのか、消費者の立場から選択の幅が広がる事を狙いとしています。そのためにも、実際に最高級
品を見て品質の違いを確かめ、相場を知る事が重要です。また生産者の方々とも直接会話をされ、産地
の現状を知って頂き、「売り手良し・買い手良し・世間良し」の「三方良し」の経営で、ひいては産地
の維持につながれば幸いです。 

 

 

 

月日 時間 科目 内容
10月16日
（日）

12:00 肥後物産集合 
（昼食）

13時から始めますが、都合のつく方は12時より弁当を用意してい
ますのでご利用ください

13:00 
   ～  
14:00

品質勉強会 【基本コース】（初回でも、2回
目以降でも対象です） 
　品評会に行く前の予習とし
て、新芽・古芽を中心に説明
を行います。時間経過と共
に、使用した畳表の退色や耐
久性がおよそどのようになっ
ていくのか、施主様との商談
時に生かせるようにします。

【応用コース】（2回目以降の方） 
　見積もりにおける商品提案を実
際に行い、他の人の視点から色々
なコメントを頂き、自分の提案ス
タイルの幅を広げる事をテーマと
して行います。 

14:15 
   ～  
15:00

品評会見学 【基本・応用コース】 
品評会会場へ向かいます。見分け方の知識をもとに実際の製品を見
てみます。いずれも僅差で順位がついているほど、レベルの高いも
のであり、その品質の違いを見て感じる事は、施主様への提案に生
きると思います。

15:20 
   ～  
18:00

品質勉強会 【基本コース】 
　見分け方の勉強の続きを行
います。耐久性・敷き込み後
の問題事例と対策についてな
ど。

【応用コース】 
　数名のグループに分かれ、畳店
役・施主役・評価役になり、接客
実践。 

18:30 移動 チェックイン（ルートイン八代）
19:00 
   ～  
21:30

懇親会 講師の今村様を交えての懇親会です。「参加者同士の交流が大変良
かった」というコメントが多く寄せられています。今村様ともゆっ
くり話が出来ると思います。会費に含まれます。今回は生産者も参
加予定です。（追加）

10月17日
（月）

8:30 ホテル出発 8:20 ルートイン八代ロビー集合

  9:00 
   ～  
10:00

講演会  
  

「熊本畳表　私の販売方法」 
　　今村公彦　様　 
　　宮崎県宮崎市「（株）たたみふすまのイマムラ」代表 
　 
　ホームセンターで色んなお客様に接したご経験から、商品知識を
持って「お客様のためになるもの勧める」販売スタイルを実践され
ています。37才で社員10名程の店舗の社長となり、現在、コロナ
禍や畳資材の値上げなど経営環境が厳しくなるなか、堅調な業績を
保つ当店の営業活動や社員教育などは参考になる事が多々あると思
います。



※お知らせとお願い 
✴ お申込み後は新型コロナ対策として、研修初日から3日以内のPCR検査、または抗原検査の
陰性である証明をご持参、またはメールやラインなどで送信してください。研修や懇親会に
おいて皆様が安心して2日間参加できますようにご理解とご協力をお願いします。 

✴ 初日基本コースについて 
　会場はコロナ対策で倉庫（講演会場）で行う予定です 
　応用コースは事務所2階です 

✴ 懇親会場 
　生産者も参加予定です。 
　コロナ対策で、少し広い会場を予定しています 
いけす料理 宗弘
熊本県八代市本町３丁目２−２６
電話： 0965-33-2730

10月17日 
（月）

10:20 
   ～  
12:00 

展示即売会 　過去の大臣賞など受賞生産者の商品を出来る限り展示して、実
際の最高級品が多く並ぶ中で、習得した知識を生かして品質を見
分ける力を高める事を主な内容にしたいと思います。生産者も一
部参加されて直接会話出来る場にする予定です。商品のこだわり
も直接聞いてみてください。 

　最高級品クラスの商品は最近は年々価格が上がり始めて、一般
的に多い張替単価の相場よりも畳表代だけでこれをはるかに超え
る価格となっています。これらの商品を見ておくことは、現在の
張替え単価にも自信を持って頂く事にもつながり、また提案の方
法によっては高級品需要に対して質の高い対応も可能になると思
います。

12:00 
   ～  

昼食 弁当を用意しています。 
生産者の方を交えての食事となります。 
コロナ対策でお互いに距離をとって頂き 
ます。

12:50 終了 研修会終了 
新八代駅までお送りします。



◎プロフィール 
　　今村 公彦（いまむら　きみひこ）　 
（株）たたみふすまのイマムラ　代表取締役 
　宮崎県宮崎市高岡町に昭和22年創業 三代目 
　一級畳技能士／宮崎県畳工業組合専務理事 
　内装仕上業 宮崎県知事許可 
　 

　社長の私は37歳で会社の代表となりました。 
小さい頃から「畳屋になろう」とは思っておらず進学校を卒業し、大学で経営について学ぶため熊本に
住みました。就職活動では商品がたくさんあるホームセンターに魅力を感じ、社員となり3年程在籍しま
した。26歳の時「実家の畳屋を継ぐ」ことを決め、1年半福岡の大手の畳屋さんで学ばせて頂き、2003
年1月から自社で新入社員として走り始めました。 
　ホームセンターではお客様に接する機会が多く様々な経験をつみました。その時に得た知識や考え方
は今でも役に立っています。自称『ホームセンターに日本一詳しい畳職人』です（笑）。商品知識が豊
富な私が、お客様のちょっとした困りごとを解決できることが喜びでもあります。 

（弊社コメント） 
　今村様はこれまで弊社研修に数回ご参加頂き、また社員5名の皆様もご参加頂きました。お客様との商
談シーンにおける商品提案では、天然い草や化学表のメリット・デメリットを解りやすくまとめた素材
別特徴のツールや見本帳の活用、また来客型店舗の展示場では、ホームセンター勤務時に学んだ見やす
い商品陳列や価格表示など、お客目線に立ち、「お客様のためになるもの勧める」販売スタイルを実践
されています。 
　このような姿勢は近江商人「商売十訓」の1つ「無理に売るな、客の好 むものも売るな、客の為にな
るものを売れ」に通じるものであるように思います。「お客の指定だから」という事で「客の好むもの
も売る」というスタイルが多い中「客の為になるものを売れ」という販売スタイルは、商品を知り尽く
したプロだから成し得る事であろうと思います。これは結果的に「三方良し」(売り手・買い手・世間(社
会貢献)によし)につながり、 社会貢献としても、これからの国産畳表の需要拡大に繋がるもので、ぜひ
多くの方に聞いて頂きたいと思います。 

※講演会については、参加者が多い場合は研修参加者を優先し、講演会のみ参加の方には十分な席の確保が 
　出来ない場合がありますことをご了承願います。 

◎宿泊施設案内　　 
　　ホテル ルートイン八代 
　　     熊本県八代市本町1-1-5  

   TEL：0965-53-0011  　FAX：0965-53-0015 
　ホームページ： 

　　 
　 
　※宿泊施設などは各自手配をお願いします。 
　　　送迎の関係で同じホテルを提案しています。 
　　　 また、この時期は団体での予約があると思われますので、お早めのご予約をお勧めいたします。 

以上　　　　　 

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kumamoto/index_hotel_id_553/



 

FAX：0965-46-1134  
秋の産地研修　申込書 

（２日目のみの参加は申込は必要ありません。お気軽にお越しください。）

1 研修内容 
ご希望のコースを○
で囲ってください。

【基本コース】 

【応用コース】（研修会の参加が２回目以降の方は選択できます。）

2 店名

3 氏名

4 店住所

5 携帯電話 
(期間中の連絡用)

6 メールアドレス 
(申込受付後の連絡用) 

携帯のアドレスの場合は「higobussan@gmail.com」「info@higobussan.co.jp」からのメールを
受信できるように設定をお願いします。

◎送迎について　 
　熊本空港よりお越しの方は新八代駅行き高速バス「すーぱーばんぺいゆ」を案内しています。 
新八代駅バス停から弊社まで送迎いたします。 また、お帰りの際も新八代駅までお送りします。

7 初日 
到着時間

新八代駅  　　時　　　　　分　　　　　　　バス　/　JR新幹線 
（いずれかを◯で囲ってください）

8 ２日目 
出発時間

新八代駅  　　時　　　　　分　　　           バス　/　JR新幹線 
（いずれかを◯で囲ってください）

9 初日弁当 利用する　　利用しない　（いずれかを◯で囲ってください）

10 ２日目弁当 利用する　　利用しない　（いずれかを◯で囲ってください）

11 宿泊予約 （いずれかを◯で囲ってください） 

 ホテル ルートイン八代　を　　予約済　　・　　予約予定　 
（送迎の関係で同じホテルを提案しています） 

上記以外を予約（ホテル名：　　　　　　　　　　　　　　　）
12 懇親会 参加　・　不参加　（いずれかを◯で囲ってください） 

※不参加の場合でも会費は変わりません

13 検査キット PCR検査が難しい場合は、弊社でも検査キットをご用意しております 
□抗原検査キット（有料 2～２.5千円）を希望（　する　・　しない）


