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プロフィール 大阪府出身。学業修了後は印刷会社に就職し、印刷物の製作に携わる。2000年、30歳で独

立し、個人事業主として印刷業を開業。ランドセルメーカーとの取り引きを機に2008年に法人化し、

（株）M.A.C.を設立する。その後、ランドセルなどの製品を保管、管理する物流事業を開始。さらにはラ

ンドセルの販売事業や名入れサービスも実施するなど、順調に事業を拡大している。【ホームページ】

 

 

 

印刷や物流、ランドセルの加工・販売などの事業を手がける株式会社M.A.C.（エムエーシー）。代表取締

役の丸田貢氏は、それらの事業は顧客との信頼関係により生まれたと話す。特にランドセルの取り扱いに

は力を注ぎ、さまざまなメーカーのランドセルに名入れサービスも実施している。子どもたちに自分の名

前が入ったランドセルを見て喜んでもらいたいという丸田社長に、自らランドセルメーカーへと飛躍する

新たな夢を語っていただいた。

 

 

 

印刷から物流、ランドセルの取り扱いへ

 

八木 大阪府で印刷事業、物流事業、そして、ランドセルの販売事業を

手がける株式会社M.A.C.さん。ずいぶん多彩な事業を行っていますね。

 

丸田 ええ。ほかにもキャリーケースやデイバッグ、ハンドバッグなど

の販売も行っています。一見すると、バラバラに思える事業内容です。

しかし、どれもお客様とのつながりや信頼関係から生まれたビジネスな

んですよ。

 

八木 とても興味深いお話をうかがえそうですね。なぜ現在の事業を手

がけることになったのか、まずは丸田社長の歩みからお聞かせくださ

い。

 

丸田 私はもともと印刷業界で勤務していたんです。実家の裏が印刷会

社で、両親と社長さんの仲が良く、仕事を紹介してもらったことがきっかけでした。その会社では、チラ

シや名刺などの印刷業務をしていました。でも、そのときからいずれは起業したいと考えていたんです

よ。そして2000年、30歳のときに個人事業主として独立したんです。ありがたいことに、前職からお付き

合いのあるお客様からご依頼をいただくなど、順調にスタートすることができました。

 

八木 当初から独立志向だったんですね。その後も、事業は順調だったのでしょうか。

 

丸田 おかげさまで拡大していきました。しばらくして、ランドセルのメーカー様からチラシの印刷を依

頼されたのを機に事業を法人化し、2008年に弊社を設立したんです。その後、メーカー様とより深く信頼

を築くことで、チラシだけでなくパッケージのデザインも依頼していただけるようになりました。さら

に、「ランドセルの物流もやってみないか」とお声をかけていただき、倉庫物流事業にも携わるようにな

っていったんです。そして、同時にランドセルの名入れサービスも開始したんですよ。

 

 

 

 

次のページ : 6年間かすれない、美しい名入れを実現
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世界に一つのネーム入り
ランドセルの加工・販売

 

6年間かすれない、美しい名入れを実現

 

八木 お客さんが信頼して、新たなビジネスを紹介

してくださったんですね。それまで倉庫物流事業の

経験はあったんでしょうか？

 

丸田 いえ、経験はまったくありませんでした。し

かし、メーカー様がつくった製品をエンドユーザー

様へ大切にお届けすることの重要性を強く感じたこ

とから、入庫から管理、出庫までを効率よく丁寧に

行う倉庫物流事業に挑戦しようと考えたんです。

 

八木 丸田社長は未知の分野に足を踏み入れるのもチャンスと捉え、果敢にチャレンジする姿勢をお持ち

なんですね。

 

丸田 ありがとうございます。これまで培ってきた印刷企画のノウハウによるランドセルの名入れ加工サ

ービスや、製品を大切に保管してお届けする物流業務を兼ね備えることで、メーカー様の製品の加工から

物流まで、低コストで実現できます。このように、加工から物流までを一貫して請け負える会社は、業界

でも珍しいと思いますね。

 

八木 今までの事業の経験が、現在の仕事にすべて活かされているわけですね。しかも、M.A.C.さんの名

入れサービスは特別な技術をお使いだとか。

 

丸田 はい。特殊な熱転写シールを使った加工を施

しています。さらに、弊社の名入れは、子どもの手

が触れにくい、時間割表の上部に印刷するのが特長

です。そのため、小学校入学から卒業までの6年間、

かすれることなく美しいネームを維持できるんで

す。ほかにも、ランドセルを閉める錠前の上側部分

に、刻印や金箔刻印を施すこともできますよ。

 

八木 懐かしいですね。昔はランドセルにマジック

で自分の名前を書いたものですよ。M.A.C.さんの加

工なら、もっとかっこいいランドセルになります

ね。名入れサービスは、どうすれば利用できるので

しょうか？

 

丸田 メーカー様からのご依頼によるランドセルへ

の加工はもちろん、一般のお客様がすでにお持ちの

ランドセルにも、ご依頼をいただければ承ります

よ。

 

八木 一般のお客さんがすでに使用しているランドセルにも、加工してもらえるんですか。ランドセルに

対してかなりの力の入れようですね。

 

丸田 ええ。私はこのサービスを始めてから、ランドセルへの思いが次第に強くなりました。そこで、弊

社が運営するECサイトでは、さまざまなメーカー様のランドセルを卸価格で販売しています。ちなみに、

こちらでご購入していただいたランドセルには、無料で名入れサービスをご提供しているんですよ。

 

 

 

 

次のページ : 世界で一つだけのネーム入りランドセル
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世界で一つだけのネーム入りランドセル

 

八木 M.A.C.さんのECサイトでランドセルを購入

すれば、まさに子どもたちにとって、オンリーワ

ンのランドセルが手に入るわけですね。ランドセ

ルは基本的な形状は昔も今も変わらないと思いま

す。しかし、現在は豊富なカラーバリエーション

があり、細部も趣向を凝らしたデザインになって

いますよね。やはり、子どもたちの好みも年々変

わっていくんでしょうか？

 

丸田 ええ。人気の売れ筋商品は毎年のように変わりますね。特に女の子向けのランドセルは、キラキラ

した装飾が施されたものや表面に光沢があるものなど、色やデザインの変化を、その時代の流行に合わせ

て読み取る必要があります。そのために、私たちは子ども向けのテレビを見たり、小学生向けの雑誌を読

んだり、子ども目線でのリサーチを欠かしません。もちろん、私の独断ではなく、スタッフ全員で意見を

出し合って販売する商品を決定します。スタッフのお子さんから意見を聞くこともありますし、何事も話

し合いで進めるのが弊社のスタイルなんです。

 

八木 時代のニーズを先取りするためには、そういった努力が欠かせないということですね。ほかに、

M.A.C.さんならではの強みなどはありますか？

 

  丸田 弊社では発売から2、3年経ったランドセルを、アウトレット品

としてお手頃な価格で販売しているんです。もちろん、アウトレットと

言っても品質は通常のものと変わりませんからご安心ください。それ

に、やはり名入れサービスによって世界で一つだけのランドセルになり

ますから、ぜひご利用いただきたいと思います。ありがたいことに、弊

社のECサイトはお客様から非常に高い評価をいただいているんです

よ。

 

八木 ランドセルも6年間使い続けるわけですからね。子どもたちにと

っても、愛着を持って使える品質が求められるでしょう。その中で良い

評価をいただけるのは、M.A.C.さんのサービスが高い信頼を得ている証

拠ですよ。ぜひ、今後の目標もお聞かせください。

 

丸田 いずれは、自社でランドセルを生産するメーカーになりたいですね。ランドセルはもはや日本の伝

統工芸品だと考えています。ですから、私はこの素晴らしいアイテムを、海外にも積極的に発信していき

たいですね。また、今後はさらなる事業拡大として、美容・コスメ関連商品の販売展開も予定していま

す。

 

八木 丸田社長は自社のサービスにかける思いも真摯で、無理をせずに自然と事業を広げる手腕も兼ね備

えていらっしゃる。今後も、メーカーさんだけでなく、一般のお客さんからの信頼もさらに深まるでしょ

うね。新たな目標に向かって、頑張ってください。私も期待しています！

 

 

 

「仕事を楽しむ」とは‥

子どもたちの笑顔をイメージすることですね。ランドセルに自分の名前が入ってるのを見たときお子さ

んの喜ぶ顔、その姿を思い描くことが、仕事の一番のモチベーションになります。

（丸田貢）

 

 :: 会社概要 :: 

■ 社名 株式会社M.A.C.

■ 本社 〒550-0027 大阪府大阪市西区九条3-28-29

■ 吉田物流倉庫 〒578-0905 大阪府東大阪市川田4-3-16

■ 事業内容 印刷企画事業／倉庫物流事業／ランドセル加工・卸・販売事業

■ 設立 平成20年11月

■ ホームページ http://www.mac.osaka.jp

 https://www.rakuten.ne.jp/gold/macrand （楽天M.A.C.商店）
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