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　春は入進学や就職、転勤など新しい暮らしが始
まる季節です。引越などで部屋を整理する際に不
要な本や衣服などの処分に困るような時に便利な
のがリユースリサイクルショップです。自分が不
要なものを売るだけでなく、安く品物を手に入れ
たい時などにも便利な店舗です。
　東都クリエート株式会社は福島県内や近隣県な
どで「ブックオフ」のフランチャイズ店舗展開、
「オーディン」など直営店舗を運営するリユース
業界のリーディングカンパニーです。
　今回は福島市の本社を訪れ、佐久間良治社長に
会社の歩み、リユースの現状、今後の展望などに
ついてお聞きしました。

○会社沿革について教えてください。
　～東京でのリサイクル業が原点～
　まず、母体である株式会社東都不動産補償コン
サル研究所設立までについて話しますと、私は高
校を卒業した昭和39年に上京、ダンボール原材料
となるシートを製造する製紙会社に就職し、倉庫
業務を担当していました。仕事量が多く朝から夜
遅くまで働く日が続くなか、原料の古紙を納める
リサイクル業者の方が毎日来訪するため親しくな
り、「お前なら今の勤務時間の半分で何倍ものお
金を稼げるから、リサイクルの仕事をしないか」
と誘われ、その年の秋に転職しました。
　いざ転職してみると、ダンボールを天井高く積
まなければならないのですが、１人でやるのは大
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変なので、扱う商材を製本工場から出る紙の切れ
端に変えました。その当時、製本工場から仕入れ
る雑誌などの切れ端が１㎏当たり８円しましたが、
上質紙25円、表紙のアート紙が15円で製紙原料と
して業者に買い取ってもらえるため、アルバイト
を雇って仕分けて、納入することで儲かりました。
　23～24歳頃に東京・江東区に自宅兼作業所を購
入するなど、事業は順調に進んでいましたが、そ
の当時、江東区が海抜ゼロメーター地帯で地震と
津波の心配が指摘されていましたので、家族の事
も考えて昭和47年に福島に戻りました。宅建資格
を取得していたこともあり、不動産鑑定事務所を
紹介され、入社後は地価調査を任されました。
　そのころ、道路造成の移転補償は役所がやって
いましたが、件数の増加とともに仕事が民間委託
されることとなり、測量会社などが兼務していま
した。仕事量の増加に対し専門の会社が無いこと
から、昭和54年に独立して株式会社東都不動産補
償コンサル研究所を設立しました。

○リユース店舗運営に至る経緯を教えて
　ください。
　～ブックオフ加盟店全国第１号となる～
　補償コンサルの仕事は順調に推移していました
が、公共工事がこのままの量でいつまでもあるの
か不安を覚えたことから、別の商売を始めること
を検討するようになり、これからは本屋かなと思
い調べ始めました。新規で本屋を１店舗出店する
のは、相当なコストがかかることがわかり、中古
本屋を検討していたところ、訪れた銀行にブック
オフ加盟店募集のパンフレットが置いてあったの
で、福島市の中町に所有していた空きビルに入居
させるに適していると思い、ブックオフ本社に話
を聞きに行きました。１週間後にブックオフ本社
担当者が現地視察に訪れた日に、ブックオフ加盟

店全国第１号として契約に至りました。平成３年
３月に有限会社東都商事を設立し、ブックオフ１
号店がオープンしました。
　その後、社員の中に「本だけでなく他の何かを
やりたい、自分は服が好きなので服をやりたい」
という者がおりましたので、衣服等の買取・販売
を行うオーディンを出店し、平成８年７月に株式
会社オーディンを設立しました。平成15年に東都
商事とオーディンを合併し、東都クリエート株式
会社と改組して現在に至っています。

○企業理念について教えてください。
　～当社店舗はリユースショップ～
　東都グループの企業理念は、①「お客様満足度
を UP する」、②「全従業員の物心両面の幸せの
追求」、③「地域社会への貢献」、④「リユース・
リサイクルを通して地球温暖化に貢献する」の４
つから成ります。
　東都グループはリユースショップを経営するこ
とによって、お客様満足度をUPしながら地域社
会や地球環境の健全化に努めております。「もっ
たいない精神」で物を大切に使い続けるシステム
を構築し、お客様と１つになって地球温暖化防止
に貢献することを企業の根本精神としております。
CO２削減の方策として一般的には、リデュース
（発生抑制）、リユース（再活用）、リサイクル（再
生活用）の３Ｒが知られていますが、当社では、
加工して原材料にするのではなく、そのもの自体
を活かす視点から、レンタルとリペア（補修）を
加えた５Ｒを推進しています。
　一般的に我々のような店舗はリサイクルショッ
プといわれていますが、リサイクルはゴミを分別
して資源化するなど再生利用のことであり、物そ
のものを再使用することはリユースですので、正
確にはリユースショップということになります。

本の買取・販売の「ブックオフ」店内 スーパーリサイクル複合店「スーパーエコ市場」店舗外観
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　リサイクル法はあってもリユース法が無いこと
もあり、リサイクルとリユースを混同している方
もいらっしゃるかも知れませんので、「リユース」
という言葉をとことんアピールしていきたいです。

○運営している店舗について教えてください。
　～ 本や服のみならず、貴金属や車など幅広い
　　商品を取り扱う～
　主な直営での事業は、総合的なリユースリサイ
クルショップの「オーディン」、オーディンの中
型店の「エコ市場」、貴金属やブランド品を扱う
「エルミタージュ」、中古の自動車・バイク等を扱
う「お車市場」などがあります。フランチャイズ
加盟している事業は、「ブックオフ」が本県と宮
城県など近隣県に計20店舗、中古自動車の「カー
セブン」が県内１店舗、ゴルフ用品の「ゴルフ
パートナー」が宮城県に１店舗あります。
　他にグループ会社として、先ほど述べました株
式会社東都不動産補償コンサル研究所、不動産業
の株式会社ビーティーアールなどがあり、中古住
宅のみならず新築住宅や土地も扱っています。

○食品は扱っていないのですか。
　～食品はリユースに馴染まない～
　今まで取り扱っていない物を扱うことによって

売上をもっと伸ばすことができますが、食品につ
いては、店舗の品ぞろえとして、一部、問屋から
仕入れた新品の菓子類を置く店舗はありますが、
原則として取扱い対象としていません。リユース
の理念は基本的に捨てるところが無いことです
が、食品には賞味期限があり、期限が切れた商品
は捨てなければならないという現実にあります。
もったいないからといって、賞味期限が近い食品
を扱ったとしても、売れ残ることや、食中毒が発
生したら一発で信用を無くす危険性があります。
厳しくチェックできるシステムがあれば別です
が、今のところリスクを負ってまで食品の買取を
扱うことはできません。

○関東への出店は今後増えるのですか。
　～今後も積極展開を図っていく～
　関東への出店については、人口が集中する都心
や周辺部への展開も積極的に進めており、埼玉・
東京に数カ所、店舗や倉庫、事務所があります。
今後は駅前の小規模買取店やインバウンドへの対
応をすべく準備してまいります。

○  CSR 活動（企業の社会的責任）について
教えてください。

　～ 学校への児童書寄贈を企業とコラボレーション
により実施～

　環境省の消費者アンケート調査によれば、約６
割の方がリユースショップを利用したことがない
という状況にあります。利用されたことがない人
たちにリユースショップの良さを知ってもらい、
「モノの命をつなぐリユース文化の良い面」を広
めていくため、CSR活動に取り組んでいます。
　その一環として、「学校に本を贈ろう活動」を展
開し、これまで、多くの地域の学校へ１万冊以上
の本を寄付させていただきました。昨年は、地域

貴金属・ブランド品等買取・販売の「エルミタージュ」店内 学校に本を贈ろう活動

総合リユースショップ「オーディン」店舗外観
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の企業様とのコラボレーション（協働）により児
童書を学校へ寄贈する運動を始めました。これは、
コラボ企業の社員の方にご自宅で眠る本や DVD
などを寄贈いただき、ブックオフ店頭買取価格で
児童書に換えて寄贈する運動です。「使わなくなっ
た本や服などはリユースショップに持っていこ
う」というきっかけづくりになればと思います。
　今後は、保育園と幼稚園の園児を対象に、「小
さい時からモノを捨てない大事にするココロを育
む」の啓蒙活動として、オリジナルツールを制作
して、普及させていきたいと考えております。

○海外事業について教えてください。
　～カンボジアを中心に衣料・雑貨を輸出～
　海外店舗があるカンボジアやラオス、タイ、
ミャンマーなど東南アジアを中心に輸出していま
す。輸出する品目は衣類や雑貨が中心であり、現
地では、「メードインジャパン」の商品のみなら
ず、「フロムジャパン」の商品は厳しい検品基準
をクリアしていることで高い評価を受けています。
　福島市と宮城県の仙台市と名取市などに倉庫と
海外輸出センターがあり、買い取った商品を選別
して、コンテナにたくさん積載できるようにプレ
スします。当社の場合、多分、同業者の中で一番
隙間なく詰め込めていると思います。

○ IT 化への対応について教えてください。
　～リアル店舗とネットとの融合を図る～
　これまで、「街のリサイクルコンビニ」を標榜
して、リアル店舗を出店してきましたが、近年の
インターネットとスマートフォンの急速な普及に
よって、お客様が有している情報が広いうえに深
く、しかも速くなってきています。このような時
代の流れを受けて、当社では、昨年から店舗ブロ
グ機能を備えたホームページや販売買取サイト、

そして LINE などの SNS に積極的に取り組んで
います。このような新しいチャネルと従来からの
リアル店舗が融合していく「オムニチャネル」の
しくみを構築できるよう努めています。
　ネットショッピングでは、大手ネット通販を通
して、レアな古本や年代物のおもちゃなどを全国
のコレクター向けに販売しています。

○人材教育について教えてください。
　～ 創業25年を迎え、労働環境の整備を進めて
きた～

　人材教育については、創業以来、個人のチャレ
ンジ精神を大切に考え、自由度高く行ってきまし
たが、創業25年を迎え、時代に応じて人材を安定
して活かせる労働環境をここ数年で整備してきま
した。会社の規模に応じた組織づくり、公平な人
事評価の導入、適材適所への異動はもとより、新
しいことに積極的にチャレンジできる環境づく
り、社員が直接、経営にプレゼンテーションでき
る場の設置など、風通しの良い社内環境をさらに
構築しています。
　現在は WEB 事業に対応するため、自社での
WEB プログラマーやデザイナーの育成に積極的
な投資を行っており、様々なメディアを通じて当
社の活動を発信しています。

○東日本大震災の影響について教えてください。
　～ 地域のお客様のご支援と従業員の頑張りに
　　より、震災被害を克服～
　当社は東北エリアに数多くの店舗や拠点を展開
しているため、約７割の施設での営業がストップ
するなど多大な影響を受け、また、多くの従業員
が被災しました。しかし、その危機的状況の中、
従業員が一丸となり、約半年をかけて被災店舗や
拠点を復旧させることができました。震災後、風
評被害も一部ありましたが、地域のお客様に支え
ていただいて、何とか復興を遂げてきています。
　その時の支援に対する感謝の気持ちを少しでも
形にしたいと考え、震災から５年を迎える今年
３～５月に、震災復興品が当たる抽選イベント開
催を予定しております。

○出張買取は需要が多いのですか。
　～年配者を中心に根強い需要～
　店舗のある県では、家庭やオフィス、店舗などカンボジア１号店
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で不要になった衣服や本、DVD、ギフト商品、
貴金属、家電、家具などを訪問のうえ無料査定し、
買い取っております。
　福島市内でいえば、おおよそ１日に６～７件の
依頼があり、主に、重くて片づけられないといっ
た理由で年配の方からの依頼が多いです。出張買
取については、お客様の生活そのものを買い取る
ことになりますので、様々な商品が当社に入って
くることが長所にもなっています。
　昨今の少子高齢化や核家族化の進行により、出
張買取の際に、ご高齢世帯、あるいはそのお子様
方から親御さんのご自宅のお片付けやサービス
ニーズへの対応リクエストを数多くいただいてき
たことから、「スッキリくらし隊」のサービス事
業を昨年立ち上げて、福島と仙台で始めました。

○ スッキリくらし隊とはどのようなサービス
ですか。

　～ お片付け・買取・クリーニングのワンストップ
サービス～

　「お片付け整理のお手伝い」「出張買取サービ
ス」「ハウスクリーニング」のワンストップサー
ビスを行うものです。従来はそれぞれ別の会社に
依頼していたことを当社が一括して行うため、
トータルな提案でお値段がお得になり、また、買
取代金からも精算できますので便利です。キッチ
ンなど家の中のみならず、お庭のお片付けやお墓
周りの清掃なども承りますので、ご自宅の中と周
りをスッキリさせたい時にはご利用ください。

○今後の展望について教えてください。
　～CO２抑制とリユースに今後も貢献～
　新たなサービスとしては、昨今、需要が増加し
ている不動産も含めた遺品・遺産整理に対する包
括的サービスにグループ全体で力を入れていきた
いと思います。企業関連については、現在、生産
過剰品や在庫処分系のお仕事を数多く承っており
ますが、今後は、新たにご商売を始める方向けの
イニシャルコスト削減のためのリユース品ご利用
の提案を進めていきたいと思います。
　東南アジアを中心に店舗と物流ネットワークを
展開する当社では、現地との強いパイプを活かし
て、今後も積極的に海外展開を行ってまいりま
す。今後は進出した途上国の発展に応じた新規事
業の展開や、関税障壁撤廃の動きを活かした第三

国間貿易などにもチャレンジしていきたいと考え
ています。東北から世界へ、当社と販売パート
ナーシップや新規事業のご提案があれば、是非と
も当社あてにご連絡をくださればと思います。一
緒に地元福島を、そして東北を元気にして参りま
しょう。
　今後も、地球温暖化 CO２の抑制とリユースを
通じて、「モノを捨てない、大事にする、循環型
社会を創造していく企業ドメイン（活動領域）」
を当社の使命として社会的貢献と位置づけ、地域
の皆様からより愛される企業となるよう社員一丸
となり、より一層尽力して参りますので、よろし
くお願い申し上げます。

【インタビューを終えて】

　佐久間社長は一代で会社を築きあげたことも
あって、インタビューの際に独自の経営哲学に
よるカリスマ性を強く感じました。誌面には書
ききれませんでしたが、お金をかけない営業の
あり方や空き家問題への対処法など、貴重なお
話を伺うことができました。
　取材するまでは、リユースとリサイクルの違
いがわからず、ブックオフやオーディンをこれ
まで“リサイクルショップ”と認識していまし
たが、“リユースショップ”であることがわか
りました。
　高齢化社会や空き家問題などを抱える我が国
において、当社の“スッキリくらし隊”や遺
品・遺産整理サービスのニーズは増すと思わ
れ、リユースや不動産に携わる東都グループに
期待される役割が大きくなるのではないかと感
じました。 （担当：高橋宏幸）

リユースについて熱く語る佐久間社長
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