・

さんに聞く

株式 会 社 ト ー カ 堂 代 表 取 締 役

北 義則

聞き手 脇浜紀子 さん ●京都産業大学現代社会学部教授

きた よしのり
福岡大学体育学部（現 ス
ポーツ科学部）卒業。
福岡県生まれ。 に陶器
を扱う陶華堂を創業、
に株式会社トーカ堂を設
立し、テレビショッピン
グなどの通販事業を展
開。自ら出演するテレビ
ショッピングの番組は全
国に放映され、独特の柔
らかいセールストークに
ファンも多い。

’53
’91

イ ン タ ビ ュ ー
ク ロ ー ズ ア ッ プ

’81

たまたま始めたテレビショッピングから

本日は、テレビショッピングでおな

現在はメディアミックスへ
脇浜

じみの株式会社トーカ堂の北義則様にお話

を伺います。

博多近郊にあるトーカ堂さんの本社にお

じゃましていますが、ここはいわゆるオフィ

スビルではなく、まるで北米の郊外にある

邸宅のような外観です。この素敵な建物が

見えたときはちょっと驚きましたが、これ

いえいえ、全く違います。友人がカナ

は北さんのご趣味でしょうか。
北

ダからの輸入住宅を扱う仕事をしており、

また私の妻の実家の土地が空いていたので

建てました。

テレビショッピングは妻の実家近くに

あった借家の一室でたまたま始めたのです

が、このビジネスはいつだめになるか分か

らないというリスキーな性格があります。

そうなったら、この外国風のおしゃれな建

130

2018.5 大学時報
・

どと考えたのです。

物を使ってレストランを始めようかな、な

しもありませんでしたね。

ング一本でやっていこうというつもりは少

いと思います。ですから、テレビショッピ

脇浜

売していました。

て陶製の額などをテレビショッピングで販

ええ、陶器の前はパン屋さんです。

んで独立しました。

歳の時にサラリーマンを辞めて、パン屋さ

北

発祥は陶器を扱う会社だったそうですね。

トーカ堂さんの前身といいますか、

脇浜 そうでしたか。いま、
「たまたま、テ
脇浜

サラリーマンからパン屋さんへ、

すが、その前に、北さんといえば、やはり

ラとお話しになれましたか。

27

それは意外ですね。

レビショッピングを始めた」とおっしゃい
ま し た が、 現 在 の メ イ ン は や は り テ レ ビ
ショッピングですか。

さらに陶器の卸業へ
脇浜

北 テレビショッピングとインターネット
販売を連動させたメディアミックスを展開

お話も、のちほど詳しくお伺いしたいので

次男は６～７年前から手伝ってくれていま

テレビショッピングの独特のトークを皆さ

事業がどんどん変わっていくという

しており、私の長男が 年くらい前から、

す。また、５～６年前からは太陽光エネル

んもよくご存じだと思います。あれはご自
分で演出というか、意図してなさっている

枠の番組でやってきたテレビショッピング

北

のですか。最初から、いまのようにスラス

が、時代の流れでだんだん変わってきたと

く、自然なスタイルです。現在のような１

し ゃ べ れ ま せ ん よ（笑）
。演出ではな

いう実感があります。いつか私の子どもた

時間番組という形のテレビショッピングは、

て参加した頃は陶器の卸業を営んでいたた

福岡が発祥の地だったようです。私が初め

企業は環境の変化に対応して、アメーバ

め、有田焼の大きな飾り壷や、陶画といっ

るでしょう。

ちの代になった頃には、もっと変わってい

これまでは 分や１時間という決まった

掛けています。

ギーのビジネスを、これは別会社として手

12

のように姿を変えていかないと生き残れな
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30

北 義則さん

かつて、福岡に博多米軍キャンプという

脇浜

そのパンが陶器になったのは、どう

いういきさつがあったのでしょうか。
サンドイッチを作って販売したところ、

毎回、企業としての生死をかけて

新しいアイデアで試行錯誤
脇浜

北

周囲にパン屋さんが何軒もできてしまった

カ堂」に変えたのは、何かきっかけがおあ

を納入するようにしました。ところが、妻

園や小

ては、漢字３文字の「陶華堂」はちょっと

北

りでしたか。

社名を陶華堂からカタカナの「トー

のです。そのため、小売りではなく、幼稚

と二人で夜中の１時頃から作りはじめると

堅いし、取り扱い商品が陶器に限定される

年後の１

テレビショッピングのスポンサーとし

いう昼夜逆転の生活が続き、多いときで１

イメージもあるので、創業から

９９１年に、
「トーカ堂」という現在の社名

まな影響を受けました。食生活も同様で、

したが、そういう環境だったので、さまざ

学校は基地の外にある日本の学校に通いま

が、そこはまさに日本の中の米国でした。

がなかったのですね。

脇浜

めました。１９８１年の春でしたね。

てこいと言われて、陶華堂という名前で始

したところ、うちの倉庫にあるものを売っ

ただいたということです。広告代理店から

たまたま、テレビショッピングのお話をい

北

になりましたか。

の時代はテレビショッピングだ」とお思い

脇浜

にしました。

基地内でよく食べていたハンバーガーや

北

連絡があって、テレビショッピングのスポ

そこで、有田焼の窯元にいる叔父に相談

とうとう体を壊してしまいました。

日に１０００個も作っていたものですから、

中学校、高校などにサンドイッチ

・

基地があり、父がそこで働いていたため、
歳まで基地内の社宅で育ちました

ホットドッグが、なぜ日本にはないのかと

たのはパン焼き器でした。家庭でパンが焼

ンサー企業に陶器を卸してほしいというの

それでも、後に通販を始めて最初に扱っ

いえ、そう思ったことはありません。

どのタイミングで、
「よし、これから

思っていたのです。パン屋さんでそういう

けるホームベーカリーが、確か１万９８０

が始まりでした。

では、最初は通信販売とは全然関係

ものを売って、チェーン展開しようと志し

０円だったと思います。

私は

10

ました。

18
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ろと売れないところが出てくるのです。し

のですが、スポンサーによって売れるとこ

企業が集まって１時間の番組を作っていた

ました。というのは、何社かのスポンサー

不安定な、ベンチャー企業的な性格があり

いつだめになるか分からないという非常に

かつてのテレビショッピングの事業は、

りませんでした。

いアイデアを考えて試行錯誤しなければな

どなく、まねのしようもない。毎回、新し

始めた頃は他にやっているところがほとん

こともできるでしょう。しかし、私たちが

で、他社の成功したノウハウを参考にする

ビショッピングがこれだけ盛んになったの

レビショッピングの子会社を作って、テレ

可能です。テレビはそれができないので、

しい説明を聞いたり値切ったりすることも

る。しかも対面販売ですから、お客様が詳

屋さんに行けば同じようなものが置いてあ

ています。一方、家電製品は量販店や電気

動しないとお客様には伝わらない」と信じ

北

だったのですね。

毎回毎回、企業としての生死がかかってい

果、最後は倒産するところもありました。

です。ギリギリまでがまんをして続けた結

れているところと同じように出ていくわけ

とが難しい。全く売れなくても、費用は売

ないからといって１社だけ途中で抜けるこ

ティのある新しい商材を生み出す不断の努

で出向いて仕入れをするなど、オリジナリ

ました。それに対抗するためには、海外ま

ろと優先的に手を組むなど、競争が激化し

が出てくると、テレビ局もそういったとこ

業が増え、売り上げを大きく伸ばすところ

その後、テレビショッピングを始める企

前に、現在の機種を安く販売するという方

のは、家電製品の新しい機種が発売される

そこで、私たちが最初の頃にやっていた

値段が高いと思われたら絶対に売れません。

そうなんです。私は、
「自分が商品に感

かし、一緒に番組を作っているので、売れ

たので、私としてはいつやめようか、
いつや

力を怠るわけにはいきません。

自分が商品に感動しないと

社長自ら商品のプレゼンテーション

お客様には伝わらない
脇浜

をするというスタイルも、アイデアの一つ

脇浜 紀子さん

めようかと思っていたのです。
「川の流れに
身を任せ」といいますか、私はそうやって
続けてきて、いいときも悪いときもありま
したが、幸い節目節目でヒット商品が生ま
れたおかげで今日があるのかなと思います。
いまでは大手のテレビ局のほとんどがテ
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法です。次いで、家電メーカーのＯＥＭ生
産によって差別化した製品を販売したとこ
ろ、うまくいきましたが、しばらくすると
他のテレビショッピングも同じことを始め
ました。
こういったいろいろな競争が激しい中で
生き残っていかなくてはならないため、も
うやめようと思ったことが何度もあります。

企業はアメーバのように

ように、テレビショッピングから急に撤退

たので、私自身も同じようになるのではな

な通信販売につなげていくというのが基本

脇浜

いか、いつやめようかなどと考えながら続

せざるをえなかった企業をいくつも見てき

脇浜

大していく中で、その形態も、テレビ番組

けていたわけです。ヒット商品が出ればい

的な戦略でした。

地元の九州だけではなく、全国から競争相

を買い取る「テレビショッパーズ」や、通

いのですが、それがずっと続く保証はあり

環境の変化に柔軟に対応すべし

手が出てくる。さらに、インターネットに

販専門チャンネル、テレビ局自体が手掛け

ません。

北 私が始めた頃は、まだ７０００億円く

超える規模になるという予想もあります。

があります。ちなみに、当時は１カ月に１

買わないかという話を持ちかけられたこと

北

にフットワークを軽くして、アメーバのよ

北

らっしゃったのですね。

脇浜

テレビショッピングの市場規模が拡

よるネット通販の時代になりました。この

るなど多様化してきました。

テレビショッピングの市場が伸びて、

ｅコマースは、２０１８年度には 兆円を

らいだったのではないでしょうか。当時は、

億５０００～２億円くらいの媒体料を払っ

うに環境の変化に柔軟に対応しなければい

そのとおりです。企業というものは常

常に身軽にしておきたいと考えてい

テレビショッピングで販売することによっ

ていました。しかし、先ほどもお話しした

私も、ＣＳ放送のチャンネルを一つ、

て顧客リストを手に入れ、二次的、三次的

10
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品を販売するという方法は新規参入しやす

のではないでしょうか。テレビを使って商

北 われわれとは、ちょっと考え方が違う

ことについては、どう思われますか。

けですね。テレビ局が通販に進出している

あえていまの形態で継続しているというわ

脇浜 専門チャンネルを買うのではなく、

いるのも、変化への対応の一つです。

ま、再生エネルギーのビジネスを手掛けて

ら、それができなくなると思いました。い

北

う形態は、どのようにお考えですか。

生番組をスマートフォンで見てもらうとい

いま注目されている新しいライブコマース、

脇浜

を出すようにしながら頑張っています。

になりますが、なるべくオリジナリティー

く。われわれにとっては確かにプレッシャー

お客様がお求めになるものをご提供してい

ていいわけだし、互いに切磋琢磨しながら

当然ながら、テレビ局なりのやり方もあっ

重量挙げには身が入らなくなり、ボクシン

て、毎日のように会っていたものですから、

しかし、１年生の夏に現在の妻と知り合っ

学部）に入学し、重量挙げ部に入りました。

の福岡大学の体育学部（現在のスポーツ科

なったのですが（笑）。

かったので、その選手に勝って「優勝」と

同じ階級に出場したのはもう一人しかいな

たところ、優勝しました。もっとも、私と

トリフティング部に入部し、九州大会に出

ますでしょうか。

いので、そこでいかにお客様の役に立つ情

生放送がいちばん勢いというか、独特の空

グ部に転部しました。

があるように感じます。

報を提供し、利益を得るかが大事だと思い

気感があって、非常によく売れました。た

入学してから分かったのですが、当時は

けない。専門チャンネルを買ってしまった

ます。基本的には薄利多売のギリギリのと

だ、私はできれば人前で話したくないもの

体育学部の学生が２４０人以上で、そのう

私も以前は生放送に出ていましたが、

監督から「君は教員は難しいから、他のと

岡高校に教育実習に行ったところ、部活の

に狭き門だと感じました。母校である東福

る学生がたくさんいましたが、教員は本当

将来は体育の教員になろうと思い、地元

高校時代に、先輩から誘われてウエイ

ころでどこまで頑張れるかというビジネス

ですから（笑）
、いまは「生放送なんかとん

ちで教員になれたのは１割程度。才能のあ

体育の教員を目指して

学生時代のお話を聞かせていただけ

福岡大学体育学部に入学
脇浜

北

であり、販売数は減っても利益を厚くする

でもない」という気持ちです。

オリジナリティーということでは、

という方法は長続きしないでしょう。
それに対して、テレビ局がテレビショッ
ピングを行う場合、そこで利益を上げるた
めなのか、もしくは自分たちが持っている
媒体を有効利用するためなのか、その違い
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ころに就職を決めなさい」と言われ、旅行
会社を紹介していただいたのです。
面接に行ったところ、すでに採用が終わっ
ていたものの、会っていただいた支店長か
ら、医療機器や雑貨を薬局などにルートセー
ルスをする近くの会社を紹介していただき、
翌日からその会社の倉庫で働いていました。

華丸さんのものまねは

だったそうです。私のところにおいでになっ

て、
「ものまねをしてもいいですか」と了解

華丸さんのものまねを見て、ご自分

をとっていかれました。
脇浜

テレビで見て、あまり似ていないよう

ではどのような感じですか。
北

華丸さんのものまねがきっかけと

な気がします（笑）
。
脇浜

なって、北さんのまわりの反応が変わった

につながっている部分はありますか。

みになったわけですが、それが現在の仕事

脇浜 結局、当初の志望とは違う道にお進

と思います。

薬局のルートセールスの経験があるからだ

際にあらかじめイメージがわきやすいのは、

もあります。そういった商品を新たに扱う

のではないでしょうか。

北 全然関係ないようでいて、実はあるの

脇浜

あまり似ていない（笑）

です。例えば、テレビショッピングで健康

由な学風で知られていますね。

よかったということはおありでしょうか。
そうですね。大学のイメージがいいし、

・

大吉さんも福岡大学の学生

大学時代を振り返って、あれをやっ

んな時間を大切にしてほしいですね。

クッション置いた時代」だと思います。そ

大学時代というのは、自由な発想や感

ておけばよかった、もしくはやっておいて

脇浜

ワンクッション置いた時代を大切に

社会人になる一歩手前の

よく言われるようにはなりましたね。

食品の青汁を販売したことがありますが、

北

北

博多華丸

北

青汁はよそでも扱っています。そこで、青

私も学生生活を楽しんだ思い出があります。

覚が持てる、
「社会人になる一歩手前のワン

福岡大学は大規模な大学ですが、自

汁にクロレラを添加するというアイデアを

脇浜 漫才の博多華丸さんが、北さんのトー

北

思いついたのは、まさしく経験が役立った

販売したこと

クのものまねで有名ですね。

からユーカリの蜂蜜を輸入

からです。また、同じ頃にオーストラリア

北義則さん（右）と脇浜紀子さん
（2018年4月9日 株式会社トーカ堂本社にて）
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・

果的に１億円の売り上げとなり、しかもそ

そうやって背水の陣で臨んだところ、結

北

れ以降、家電製品の売り上げがずっと好調

ですか。

などに就職するか自分でビジネスを始める

やめてほしいと言われてきました（笑）
。や

だったのです。

一般的にいって、大学を卒業したら企業

か、大別するとこの二つだと思います。大

はり、安定した生活とはいい難い人生でし

脇浜

はどうしたいのかと考えました。その結果、

そういういろいろな人生がある中で、自分

やっても思いどおりにいかない時期もある。

れに乗ってうまくいく場合もあれば、何を

て浮いたり沈んだりしながら、たまたま流

的な自由は手に入るものの、紆余曲折があっ

いかという話が来たのですが、引き受けた

に枠が空き、私のところで代わりにやらな

販売していた会社が他の番組に移ったため

うのは、同じ番組でカメラやビデオ機器を

うと本気で思ったことがありました。とい

たったときに、今回だめだったら撤退しよ

テレビショッピングを始めて１年くらい

ことん考えて、カメラバッグと三脚も付け

すから、勝つためにはどうしたらいいかと

た会社と同じような商品を販売するわけで

北

ます。

ならではの姿勢が生かされたようにも思い

チャンスがあれば素早く動くという北さん

ね。しかし、常にフットワークを軽くして、

いえ、正反対です。商売なんか絶対に

きな会社に入って比較的安定した生活を送
たから。

将来、結婚して家庭を持っても何とか食べ

ところ、大変な費用がかかることが分かっ

て販売しました。同じ金額だったら、そう

やってみないと分からないものです

るのもいいし、自分で商売を始めて、時間

ていくことはできるのではないかという自

たからです。

学生である間に自分の生き方について考え

北 そうですね。いまの学生さんにも、大

時間の中で培ったのですね。

した。そこで、妻に出してもらった資金を

かったため、仕入れルートがありませんで

れまでカメラやビデオを扱ったことがな

から出してくれたのです。しかし、私はそ

そのとき、必要な資金を妻が自分の貯金

脇浜

という販売形式になりました。

流の「これに、これとこれを付けました」

まれた「セット組み」という形が、いま主

ですよね。これが大好評で、このときに生

いったサービス品があったほうがうれしい

そうなんです。また、他の番組に移っ

信のようなものが生まれたのです。

ていただきたいと思います。

持って東京の家電量販店へ行き、現金で仕

ですね。本日はありがとうございました。

脇浜 そういう感覚を、大学時代の自由な

脇浜 ちなみに、そういう北さんの生き方

入れてきました。

本当に、いろいろなことがあったの

を、奥様はずっとサポートなさってきたの
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