Interview of the company newsletter

２
０２１年７月に︑株式
会社髙田クレーン興業
の代 表 取 締 役 社 長 に
就任した髙田将太さん︒ 専務と
しての経験を経て︑全体のトップ
としての挑戦が始まりました︒新
社長となった髙田さんに︑社長就
任 時の思いや今 後の意 気 込みに
ついて伺いました︒

︱︱はじめに︑社長に就任し
た経緯や︑ その時のお気持ち
をお聞かせください︒
父親が立ち上げた会社で︑ 多
くの社 員 も 抱 えていたた め﹁い
ずれ自 分が継 ぐ立 場になるだろ
う﹂という漠然とした思いはあっ
たものの︑意識はまだまだ薄かっ
たと思います︒
社長になることについては︑髙
田会長から何かの話のついでにさ
りげなく聞かされましたが︑﹁や
るしかない﹂と決意したことを覚
えています︒

︱︱ 現 会 長 の 後 を 継 ぐこ と
に対して︑不安や反発心など
はありましたか︒

陥ってしまうのです︒そこで︑個

個 人の仕 事の幅や役 割が大きく

でいる 大 きな 会 社に比べ︑ 個 人

日 々の仕 事 を一生 懸 命こなして

けることもあるかと思いますが︑

代表取締役
社長

までは︑内部の詳しいことはほと
人に依存するのではなく︑組織と

いった先には︑必ず明るい未来が

髙 田 クレーン興 業に入 社 する

んど知りませんでした︒父は常に

なってきます︒その中で︑自分で

ましょう！

して会 社を運 営していく工 夫が

きる人間になっていただきたいと

忙しく︑家に帰れない日も多かっ
私は就 任したばかりで︑ まだ

思っています︒
﹁受け身ではなく︑
これからは︑先頭に立って髙田

開けてきます︒共に成長していき

くような機会もなかったのです︒
まだ髙 田 クレーン興 業は﹁髙 田

能 動 的な姿 勢で仕 事に臨んでほ

しっかりと物 事 を 考 え︑ 行 動で

そのため︑ 後 を 継 ぐことに抵 抗
実の会社﹂という印象が根強くあ

必要だと考えています︒

が生じる以 前に理 解 もしてお ら

クレーン興 業 をけん 引 していく
髙田将太さん︒ 先代の髙田会長

しい﹂というのが私の希望です︒
一人 ひ と り が 責 任 感 を 持 ち︑

の意志を受け継ぎ︑社長としての

ると思いますが︑変化を加えチャ

様 々な業 務をこなしていく必 要

大きな覚悟を胸に︑ 様々な挑戦

ず︑﹁継ぎたい﹂とか﹁継ぎたく

があり︑全員が重要な役割を担っ

を続けていくに違いありません︒

長していきたいと考えています︒

として︑皆さんと一緒に学び︑成

きたいと思います︒私も新米社長

ていると自覚し︑協力していただ

レンジをしていくつもりです︒

す ら 上 がれなかったのが 正 直 な
ところですね︒いざ後継者になっ
た今︑担っている責任の重さを痛
感しています︒

ヒロセでお世話になっていた頃
は現場で働いていたので︑現場の

番のクレーン屋にする﹂と話して

会長は︑社長時代に﹁日本で一

一﹂の意識があります︒現場も含

はり建 設 業においては﹁現 場 第

私は現場の仕事が好きですし︑や

したりと︑会社を大きくしている

社員数を増やしたり事業を拡大

現 在の髙 田 クレー ン興 業 は︑

︱︱ 先 代 か ら 受 け 継 ぎ た い
部分と︑今後新たに挑戦した
いことはありますか︒

いました︒ その精 神︑ 心 意 気は

め︑社員全員で一つのチームなの

段 階︒ その中で︑ 個 人の業 務や

（グループ連結）

︱︱最後に︑ 社員の皆さんへ
メッセージをお願いします︒

見習うべき部分であり︑しっかり

で︑組織力を高めていくことが重
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ノウハウをたくさん学びました︒

と受け継いでいきたいと考えてい

組織編制など様々な変化がある

方向に向かっていけるように︑前

求める生き物ですが︑会社が良い

人間とは︑変化を嫌い︑安定を

でしょう︒

要だと思っています︒

ます︒
挑戦したいのは︑層の厚い組織
作り︒当社が抱える課題として︑
まだまだ属 人 的な体 制であるこ

︱︱社員の皆さんには︑どの
ように成長してほしいと考え
ていますか︒

商：70 億円
◆年

とが挙げられると思います︒特定

変化を恐れずに︑共に前に進んで

進していかなければなりません︒
当社は︑まだまだ小規模な中

もらいたいと思います︒苦労をか

の人にしかできない仕 事 が多 々
あるため︑その人が休んでしまう

小零細企業です︒ 分業化が進ん

企業情報：

︱︱株式会社ヒロセでの現場
経験もおありですが︑ これか
ら会社を経営していく上で大
事にしていきたいことはあり
ますか︒

ない﹂といった感情を抱く土俵に

たので︑腰を据えて仕事の話を聞

髙田 将太
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と現 場が回 らないという事 態に
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4月以降に入社された

の

NEW FACE!

新 入 社 員 を ご 紹 介 ！

CMが放映されます!
9月に、trico初となるCMが放映されます！

4月入社

社内報では、CM撮影の1コマや出演者からコメントを
紹介します！皆さん、ぜひCMをご覧ください！

株式会社トリコ

髙田クレーン興業 オペレーター

出演者コメント

取締役

農坂 真一さん

もりがき

森垣 秀尚さん

Welina 警備
ダカル

ラメシュ

DHAKAL RAMESHさん

Welina 警備
ネウパネ

Welina フロント

ビジェイ

おおや

大家このみさん

NEUPANE BIJAYさん

Welina フロント
こいけ

ゆりな

小池 祐里奈さん

山川 あやめさん

飛躍し、
成長を続けていくには発想と機転が不可欠です。

CM撮影という大きなお仕事に携わらせてい

今回、
テレビでの広告は、
いち美容室だけの力では、
実現することはなかっ

ただき、
とても貴重な経験ができました！CMを

たでしょう。
タカダグループの一員となったからこそ実現できることであると

見ていただきジムとお店に、
たくさんのお客様

確信しています。

がご来店いただけると嬉しいです
！

今回の広告の目的は2つ。

渡邊 直輝さん

●trico groupの認知度を上げ、
そしてブランド化へ
●集客力をさらにUPさせて、

お客様の
「可愛い」
を
トータルでプロデュース
！

現場の若手スタッフのチャンスと成長、
事業部の発展
まだまだ形づくりの途中ですが、
さらに新しい力を取り入れ、
事業として発展
できればと思っております。
tricoをさらにたくさんの方々に知っていただき、
trico group(美容室・
GYM)を選んで来店してくださるお客様から愛されるSTAFF、
店舗づくりを
目指していきます。
このCMが後継者にチャンスを与え育成し、
お客様やSTAFFに
「やっぱり
trico groupを選んでよかった」
と言っていただける存在に近づく第一歩目
になるでしょう。

Welina 清掃
ホウ エイ

苞 瑩さん

Welina 警備
シュレスタ

アニス

SHERESTHA ANEESさん

Welina ナイトフロント
マハト

サンジブ

Welina 警備
プン

メグ

クマル

MAHAT SANJEEBさん PUN MEGH KUMARさん

5月入社

日々楽しく、
笑顔で可愛い。
そんな毎日のお手
伝いをさせていただきます。
それがtricoです。

竹本 勇人さん

一緒にボディメイクを始めましょう
！
ダイエッ
トや
カッコいい身体作りなど、
目的によってトレーニ
ングや食事方法は変わるので、
目的に沿った

Welina 警備
やまだ

いくお

山田 育男さん

Welina 警備
ラマ

ドマン

Welina 警備
カティワダ

Welina 警備

ラメシュ

カルキ

サンディープ

LAMA DOMANさん KHATIWADA RAMESHさん KARKI SADEEPさん

6月入社

方法を知ることが理想の身体作りを行うため
のスタートラインです！素晴らしいライフスタイル
を目指して一緒に頑張っていきましょう
！

サンテレビ プロ野球中継

谷口 俊樹さん

※いずれもナイター中継、
1戦につき2回放映されます。

9.19 (日)
21 (火)
22 (水)
28 (火)
30 (木)

ひでたか

tricoプロデュースの美容室やGYMで、
たくさ

タイガース VS ジャイアンツ戦
ドラゴンズ VS タイガース戦
ドラゴンズ VS タイガース戦
タイガース VS カープ戦
タイガース VS カープ戦

んの方が
「理想の自分」
を手に入れ、
いつまで
も健康で美しくいられるサポートを、
ぜひ私たち

髙田クレーン興業 オペレーター
みやざき

こうじ

宮崎 耕次さん

髙田クレーン興業 オペレーター
よこはら

当社の組織体制が
再編されましたので、
社内報でもお知らせいたします。

ただ

はじめ

多田 肇さん

Welina 清掃

Welina 警備

ニャット

チン キョク

7月入社

にお任せください。
そしてこのＣＭを通じて多く
の方にtricoを知っていただき、
たくさんのお客
様にお会いできると嬉しいです。

キム ヒョジュン

8月2日付で、

Welina ナイトフロント

横原 欣照さん

Welina フロント

組織再編の
お知らせ

よしてる

〈 旧体制 〉
株式会社
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関係会社
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ホールディングス
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〈 新体制 〉
株式会社
タカダ
ホールディングス

関係会社

株式会社勇伸運輸

株式会社髙田クレーン興業
株式会社ユウテック

金 孝正さん

ドアン

チュン

DOAN NHAT TRUNGさん

陳 旭さん

8月入社

株式会社トリコ

株式会社ディーホープ

髙田クレーン興業 オペレーター
おおた

まさあき

太田 雅昭さん

ヴォ

キェム

ビン

HO VO KIEM BINHさん

新車を導入
しました！

株式会社Welina

株式会社プランニングジェイ

Welina フロント
ホ

タカダホールディングス 総務部
かとう

ひろたけ

加藤 裕剛さん

勇伸運輸 運転手
たかだ

かずし

髙田 和史さん
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