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2008 年のブランド統一で
新しいチャレンジが始まった

「ブランド生態調査Brand Seitai 2019」総合順位 3位のパナソニック株式会
社。
純粋想起法だからこそ、他社とは異なるパナソニックブランドへの熱い想い
が伝わってきました。その強く人を惹きつける魅力はどのように作り出され
ているのでしょうか。パナソニック株式会社の中島幸男氏にお話を伺った。

Interview    

中島  幸男  氏
パナソニック株式会社 常務執行役員/日本地域コンシューマーマーケティング部門長
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　今回のインタビューでは、中島さんがお部屋に
入ってくるなり「先生はラグビーをおやりになっ
ていたそうですね。実は僕は「パナソニック・ワイ
ルドナイツ（パナソニックのラグビーチーム）」の
顧問をしています」とおっしゃって、その話ですぐ
に盛り上がりました。その後、お互い「さん」で呼び
合う話になり、終始、大変リラックスした中で話が
進みました。テープ起こしを編集していていつも
のように「僕」を「私」に直したのですがどうも何か
響きがおかしいのです。というわけで異例ですが
今回は中島さんの発言も私のも「僕」、「僕ら」はそ
のままにしてあります。悪しからずご了承くださ
い。

─── 今回の調査は、首都圏と関西圏で 7410 人
を対象に行いました。今までよくある市場調査の
やり方を全部忘れて、例えば家電というカテゴ
リーだけを決めて、あなたの好きなものを、自由に
名前を挙げてくださいとお願いしました。調査全
体で 19000 個くらいの数の名前が挙がりました。
パナソニックとパナソニックの名前が付いた商品
は全部で 800 回近く挙がりました。パナソニック
さんは総合で 3 位、10000 当りに換算すると約
2000 人、全体の 2 割の人がどこかの領域で「パナ
ソニックが好き」と言っていることになります。家
電・通信の領域では断トツトップですが、驚くべき
ことに、その家電・通信領域を超えて、住まいや美
容・健康など全 11 領域中 6 つの領域で得票されて
いて、メーカーとして最上位の地位を獲得されま
した。
　今回は「好きな理由」もテキストマイニングして
いて、どのブランドはどのキーワードをどのくら
い獲得したかが分かるようになっています。キー
ワードを軸に領域を超えて比較できるのです。パ
ナソニックは「信頼」と「デザイン」で全ブランド中
１位を獲得しました。「使いやすい」で 3 位、「先
進的」で 5 位に入っています。これはスコアの順位

以上に大変なことだと思います。というわけで是
非お話をお聞きしたいと思いお時間を頂戴した次
第です。

「小川商店」で鍛えられた

─── まず、中島さんのプロフィールと、今まで
社内でどのようなお仕事をご経験されてきたかを
お話しいただけますか。
中島　1978 年入社。40 年経ちます。最初は奈良県
にある電子レンジ事業部へ配属になりました。当
時は、テレビ事業部、エアコン事業部とか、様々な
事業部があり、それぞれ新入社員が配属になりま
した。事業部ごとに全部完結していましたので、松
下電器に入ったというよりも、電子レンジ会社に
入ったような感じです。当時の強烈な印象が、もう
亡くなられていますが、事業部長の小川さんです。
「商店経営」をしていたんです。営業部門も、小川商
店とか、中島商店とか商店の名前がついていて、自
主責任経営と言っていました。小川さんは、在庫、
すなわちキャッシュフローに厳しい方でした。そ
れから売りは実需だと。当時、松下電器は販売会社
に引き渡した時に売上になりました。しかし、商品
は販売会社から販売店に行って最終エンドユー
ザーに届きます。小川さんは、販売会社に渡った時
ではなく、お客様に渡った実需が売上だと言って
いました。営業だけでなく、技術、工場等も商店経
営で、それぞれに商店白書がありました。そういう
のを電子レンジ事業部で叩き込まれ、色々と仕事
も経験させてもらったのが僕自身の原点ですね。
─── その商店イズムは電子レンジ事業部で大
切にされていたのですね。
中島　そうです。
　創業者の松下幸之助は、経営理念で自主責任経
営とか社員稼業とか言っていますが、商店経営と
いう形で自主責任経営を行っていたんです。他の
事業部に行ったら、営業 1課、2課、3課とか、首
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中島  幸男 

都圏営業課とか、中部営業課とかでしたね。うちは
名前で、しかも商店が付いている。僕もえらい所に
入ったなって思ったんですよ。けど、今になったら
凄かったなというのは、何となく分かりますね。
─── いいですね。大事ですもんね。職人さんも
職人だけでは駄目で、職商人。必ず作ったら使う人
と接する。
中島 そこで初めは、商品の物流担当で、トラック
手配から行い、その後、企画、ビジネスプランを作
る業務をしていました。それから販促を担当しま
した。20 代の時に、エプロン着けて全国の販売店
に行ってお料理教室やったんですよ。自らお客様
に売るという経験ができた。それを経験した後、営

業をしました。大阪の専門店、それから東京の量販
店。両方経験させてもらい、ほぼそれで仕事の全体
像のイメージができましたね。その後、営業企画や
商品企画の仕事をしました。
　1997 年には量販会社設立プロジェクトをやり
ました。当時、メインのお客様である街の電器屋さ
ん、パナソニックショップに加え、量販店も台頭し
てきていましたので、量販店専門の販売会社を作
りました。そのときに僕はそこに出向し商品部長
になりました。
　その後一番の転機が 2000 年。その当時の中村
社長が、このままでは松下は駄目だというので、
松下幸之助の経営理念以外、全部破壊する、選択
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と集中、破壊と創造と言っていたころです。当時、
マーケティングを体系だって担当している部門は
なく、宣伝部門も営業部門も物流部門も別にあり
ました。それまでの形を全部壊して、最適なマーケ
ティング本部を作ろうと、マーケティング本部設
立準備委員会が出来、そこに参画しました。1年
程準備をして、2001 年 4 月 1 日に大阪の京橋に、
黒物家電を担当するパナソニックマーケティング
本部と白物家電を担当するナショナルマーケティ
ング本部が発足しました。

2008 年、「パナソニック」で全社が一つに

─── そして 2008 年のパナソニックへの社名変
更ですね。
中島　はい。2008 年に、社名とブランドを統一し
ました。僕はパナソニックとナショナルのブラン
ド統一というのは、考えてみるととても素直なこ
とだと思いました。そして、創業者松下幸之助の名
前がついている松下電器という社名まで一気にパ
ナソニックに変えるというのは、当時の経営陣の
意志の強さを感じましたね。
　この思い切りが僕はむちゃくちゃ良かったと思
います。
　僕はナショナル分野で育ちましたから、ナショ
ナルがなくなる一抹の寂しさはあったけど、それ
よりも期待感のほうが大きかったです。
　当時パナソニックを担当していたメンバーに
とっては、「えっ、なんでお釜とかにパナソニック
ブランドを付けるの。」という思いもあったみたい
でしたが、もうやるんだというのがありました。
　会社名を変えるというのは物凄くいいなと思っ
て。例えば、知財で名前が出るのは、松下電器。また
野球部、バレー部などがあり、スポーツを頑張って
いましたから新聞とかいろいろなメディアには松
下電器というコーポレートブランドが出ました。
かたや商品ブランドではパナソニック、ナショナ

ルとあり、ちょっと分散していましたから。一つに
なって社名も変えるというのが、僕はミソだった
と思います。喜びに打ち震えてやりましたね。
─── そうですか。周りの皆さんも割とそういう
空気感。
中島　ありましたね。社名も変えるというのが
メッセージとなって、皆が「よし！」という感じに
なったと思いますね。
─── いいですね。なかなか日本の会社は社名を
全部無くす事ができなくて必ずなんかちょっと残
りますね。
中島　社名統一してからブランドをより深く考
え、何をやっていこうかとワクワクしながらやっ
ていって今があるという感じですかね。
─── じゃあ、そこから皆さん攻めに入った。
中島　そうですね。以前は、私たちの商品は、不特
定多数の方に、例えばご夫婦に子ども 2人ぐらい
の家庭に、ふわーっとしたメッセージを送って、ナ
ショナル商品をご活用ください、だったのが、パナ
ソニックに統一してからは、デモグラフィックを
きちっと見ながら、何歳の男性、何歳の女性にメッ
セージを送ろうと。そこに届いたら、その周りに
ぱーっと広がる。色々と新しいことをやってきた
という感じがありますね。
─── なるほど。今のお話お聞きして、僕は内部
がどうだったのかなって思っていましたが、社名
統一がそこまで皆さんの士気を高めたんですね。
お聞きできてこれは今日最大のお土産です。
中島　僕は当事者としてやりましたから、物凄く
思い出深いんですよね。
　もう一つだけ言うと、松下電器と松下電工とい
う会社があって。松下電工は、照明器具、理美容、配
線器具とかやっている会社で。松下電器は、テレ
ビ、エアコン、冷蔵庫とかの家電商品。それを一つ
にしたんですよね。
　それまでは、まさに競合メーカーでした。空気清
浄機とか、電気カーペットは、松下電工も松下電器
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もそれぞれ作っていましたし。いっしょになって
から、ブランド戦略も一つにしました。先生からも
お話があったように、理美容でもブランドが立ち、
住宅もある。それがトータルで我々の強みになっ
たと感じますね。
─── いいですね。すばらしいです。
　僕は、「ブランドは大体柿 8 年」って言ってま
して。正しいことをやってきたブランドは 8 年位
迄はぱっとしないが、それ以降は止まらなくなる。
やっぱり 2008 年でお変わりになって、2016 年ぐ
らいから実りが止まらなくなっている感じでしょ
うか。
　アンケートにはかなり積極的に、パナソニック
さんのナノイーのドライヤーがどうしてとかいう
相当突っ込んだことが書いてあるんです。さすが
やっぱり日本を代表する、もうとにかくあのメー
カーだっていうのとか、信頼に対するこのコメン
トもぼやっとしたものではなくて実感がある。高
いけど家電を選ぶときは必ず候補に挙がって、ス
マートな感じがするとかね。こういうコメントが、
もう続々出てきました。やっぱり凄い。今までのパ
ナソニックさんの色んなお仕事のされ方が、ここ
に一つ花咲き始めたんじゃないかと思っているん
ですよ。

存在感増しているデザイン

─── 京都にパナソニックさんの GO ON ×
Panasonic Design ってあるじゃないですか。僕
は縁あって GO ON の皆さんと仲良くしていて、
リーダー格の細尾真孝さん（西陣織「細尾」十四代
目；ＭＩＴメディアラボ フェロー）が、「片平さ
ん、GO ON とパナソニックの共同作業はいいで
すよ」って言うわけですね。そこで、ミラノサロー
ネに出展して色んなことを仕掛けたり、一緒に
やっていて気持ちいいと。パナソニックさんも昔
と違って凄く前向きだし、かっこいいと聞いてい

ます。
中島 そうそう。僕もミラノサローネ行きました。
いっときデザインを担当していたことがあって。
─── 多分もう少し経ったら感度の高い家庭で
使われている、ちょっと先取りした感じですよね。
中島 そう。デザインでも評価されています。
2002 年前まではデザイナーはテレビとかエアコ
ンのそれぞれ事業部に属していて、その事業部長
の指示の下、商品のデザインをしていましたので、
コストの観点で、デザインが決まることもありま
した。マーケティング本部発足の翌年にデザイン
の会社を作り、各事業部からデザイナーが集結し
ました。そこからマーケティングとデザインが連
携しながら事業部のモノ作りを先導していきまし
た。
　デザイナーがイメージや形を考え、僕らマーケ
ターがそれをどうアウトプットするか、マスコミ
への伝え方も踏まえお客様にどう価値を伝えるか
考えていった。事業部に一緒にやりたい人はいな
いか投げかけていったら、だんだん皆付いてきて
良くなっていきました。
　社名とブランド統一によりデザイナーもそれ
までの黒物、白物の垣根を越えて色んな新しいこ
とをしました。当時、年齢層の高い世代には、割と
ブランドイメージが高く、一方で、30 代が少し弱
いと認識していたので、そこに向けた商品を作ろ
うと、マーケターとデザイナーで、プロジェクトを
作ったことがあります。そこで凄く新しい商品も
発信していきました。白物商品も含め、ブラック
フェースな感じのナイトカラーシリーズ。東京、青
山のデザイナーズウィークで出展しました。プレ
ゼンテーションをするのは全員若手、黒い服装で。
商品に合わせて、黒い食べ物やワインも用意して
徹底しました。マスコミの方もパナソニックがこ
んなことをするのか驚いていましたね。
─── それはいつ頃ですか。
中島 パナソニックに社名変更したのが 2008 年
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ですので、そこから企画が起きだして、実際の商品
が出ていったのは 2009 年冬。
　色んなエネルギーが渦巻いて、パナソニックに
なるぞというところで新しい事にチャレンジする
チャンスでした。会社側もやろうぜっていう応援
姿勢で。経営陣だけでなく若手もチャレンジして
いました。それが二つ目の転機です。　
　直近では京都にデザインラボを作って、草津、門
真、博多、それぞれの事業所、設計技術とかにいた
デザイナーを集結させたんです。
　それから、京都大学と連携して、建築学や心理学
などの知見を製品のデザインに生かしたり、京都
で新しいことにチャレンジしている人達とコラボ
しながらやろうと。海外にいた若いデザイナーや
他ブランドの経験のあるデザイナーも採用したり
して、新しく大きく変えようと。
─── 日本人で？
中島　日本人もそうですし、また、外国人も京都と
いうブランドだと受け入れやすいんですよね。
─── 今までお聞きしていると、「プロジェクト」
という言葉が何回も出てきたと思いますが全部成
功されている。普通、会社のプロジェクトって、僕
が横で見ていると、10 戦 2 勝くらいな感じであ
とは中途半端に終る事が多い。でもパナソニック
さんは今のお話だと全部形になって残っている。
中島　そうですね。

2001 年に始まった「さん」づけが文化を変
えた

─── あんまり、中島さん自身はその成功をそん
な不思議に思ってらっしゃらないんじゃないです
か。
中島　大きく僕らのマインドチェンジになったの
は、2000 年頃までは課長、部長、本部長など、階層
が一杯あり、重くて遅くて、ヒエラルキーの会社
だったところを、破壊と創造で全く新しい素地で

マーケティング本部を作ったタイミング。その時
からマーケティング本部でやったことは、ビジネ
スカジュアルと、社員全員「さん」付け。本部長も部
長も、新入社員も、「中島さん」と言うと。
　何故かと言えば、現場にいる人が一番お客様に
近くお客様の事を知っています。従来のままだと
部長、本部長の決裁を取るときにお伺いを立てる。
それをやめてどんどんスピーディーに進めようと
するためには、部長、本部長という言い方じゃなく
て、「さん」と。コトをどんどん運んでいこうと。画
期的に変わりましたね。
　当時のマーケティング本部長になった方が、ス
ティーブ佐藤とか、愛称もついているような海外
で活躍された方なので、マインドチェンジできま
した。「本部長」とか言うと怒るんですよ。「○○
さん」にしなさいと。
─── そうですか。
中島　僕ら自身も、物凄く変われたと思います。

生き続ける「小川商店」

中島　社名変更は結構大きなできごとでしたが、
パナソニックに統一以降に入社した人もかなり数
が増えています。パナソニックの新入社員ってい
うのは、入ってきたら、半年くらい研修です。僕も、
4月から 12 月に配属されるまで、ずっと研修でし
た。そこで基礎を学ぶと同時に、工場実習で自分で
実際に作る。それから販売店実習へ行って、エアコ
ン設置の補助をしたり色々お客様を回る。それを
した上で最終配属になります。そのときに、どうい
うことを感じるかですよね。だから当時は、事業部
の性質によってもがらっと変わったと思うんです
ね。
─── そうか、商店かどうかでね。
中島　全然違いますね。
　小さな商品も取り組みはすごいですよね。その
最たるものが、電池ですね。店頭マーケティング
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も、お客様の動線見ながら、何処に並べて、どう売
るかと。僕、海外を回っていた時にブラジルのアマ
ゾン川に行きました。アマゾン川のピラニア釣船
の休憩場に色んなお土産の中にパナソニックの
電池がちゃんと置いてありました。それと都市に
行ったら、リアカーで売り歩いている所にも、パナ
ソニックの電池があった。それほど、電池を担当し
ている人間というのは、世界中隅々まで駆けずり
回ってやっている。
─── ここで欲しいだろうと。
中島 日本でも家電店はもちろんのこと、スー
パーからコンビニから何処に行ってもレジの近く
とかにあるんですよ。テレビ等大きな物は展示で
きる場所限られますから、そういう意味では、ブラ
ンディングにおける電池の役割は大きいですよ。
商品のサイズは小さいけれど、表面積のほとんど
がブランドロゴですしね。
─── 面白いですね。
中島 僕らは、エクスペリエンスを物凄く重要に
考えています。例えば家電店の店頭で、我々のイベ
ントスペースでお客様になるべく直に体感して頂
けるような顧客体験の場を強化する事をずっと続
けてきました。
─── エンターテインメントっていうか、テレビ
等色々と繋げて、生活全部任せてねみたいなのが
見えてくるんですけど。
中島 そうですね。中国ではもう IoT で繋がって
いる商品が多い。日本はまだそこまで行っていま
せんが、いずれにせよ IoTで繋がるとお客様の使
い方とか、色んなことをフィードバックできる。お
客様が商品を買った時が価値がマックスでその後
減衰するのではなく、買った後もずっと価値が上
がる。アップデートみたいなことを、今考えていま
す。
─── そうすると、本当の意味でお客様の声と繋
がる事を相当意識されている。
中島 そうです。もう一つ追加すると、北海道から

沖縄まで、街の電器屋さんのパナソニックショッ
プってあるんですね。そのお店を僕もしょっちゅ
う回っていますが、回っていると、いかにその地域
のお客様と繋がっているか、絆を物凄く感じます。
街の電器屋さんの強みは、お客様の家族構成が頭
に入っていて、それから家の間取りも分かるんで
すよね。そしてお客様の家に上がれて、そこで話を
する。トイレものぞける、お風呂もと。そういう部
分は、まさにお客様に買ってもらった後も、そのお
客様のために、どんどん使い方を提案したりして
いるから、パナソニックがやろうとしている「くら
しのアップデート」は、街の電器屋さんはもう既に
やっている。
　今回のアンケートされた東京、大阪は、割と量販
店が多いところですけど、東京、大阪にも街の電器
屋さんがあります。素晴らしいお店が脈々と続い
ている。
　僕らは、東京からの一極集中のマーケティング
じゃなくて、エリアマーケティングを重視してい
ます。日本で言うと、首都圏、中部、関西とか、中四
国とかいったら、やっぱり海外の小国ぐらいの
GDPがあって、エリアに合わせたことをやること
も可能ですし。
　今、実際にマーケティングでそういうことも
やっている。例えば、冷蔵庫を地域ごとに訴求する
のに、冷蔵庫に入れる食材を、その県で有名な肉や
魚、特産品にして、新聞広告をだすとか。
　炊飯器は、日本各地の産地と連携し、その土地土
地の銘柄米の作り手が理想とする味を引き出すソ
フトを開発しています。広告では、全国の銘柄米を
炊き分けられ、美味しく炊けますと宣伝していま
す。

ここまでの声は聞けなかった

─── 今回のアンケート調査の結果はいかがで
したか。
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2008 年のブランド統一で新しいチャレンジが始まった

中島 データ送ってもらって物凄く嬉しかったの
と、割と驚きもあったんですね。今まで色んなブラ
ンド調査をしても、ここまでの声というのは聞け
なかったですから。書いてくれるひとがこんなに
いらっしゃるんだ。実際にご本人が体験している
から、色々と言ってくれるなという感じがありま
した。
─── ありがとうございます。そうですね。スマ
ホで家中のパナソニック製品をつなげて暮らして
いる人って実際にいるんですね。そんなこと書い
ているのを読むともう驚いちゃいますよね。
中島 ナショナルとパナソニックがブランド統一
する時に、ナショナルは、便利、使いやすい、安心安
全というイメージで、パナソニックの商品は先進
的、デザインがスタイリッシュというイメージが
ありました。そのどちらも損なわないでやってい
きたいと思っていましたね。今回アンケートでそ
れが実証されているのは、やってきて良かったと
思います。
─── 今回は全部そういうキーワードで、両面で
トップクラスの結果なので、凄いなと思っていま
す。
中島 過去のブランドを大切にし、新しく 2008 年
からやってきたときに、それも意識しながらやっ
ていった。ある意味、お客様にも届いた部分もある
なというのは、感じました。
─── 多分、シナジーっていうか、相乗効果で
もっと強い感じになっているんでしょうね、きっ
とね。今、多分もう発展途上というか、こんなん
じゃ全然満足しないよっていうお気持ちだと思う
んですけど。この先、パナソニックさんが伸びてく
姿とか、アンケートを毎年やろうと思っています
が、こういう言葉を聞きたいねとか。何かその辺
り、ちょっと先を見た感じで、コメントいただけま
すか。
中島 僕らとして、今の財産を元に目指している
のは、一つは憧れ、それともう一つは共感。

　使っていただく、身近に置いていただいて共感
いただけるブランドを目指したいなという思いで
います。
─── なるほどね。
うちの家電全部パナソニックにしているとか、親
の代からずっと松下さんだとか、そういう人達が
いて、もうパナソニックさんがいき渡り過ぎてい
るけど、そこにまた上乗せして、新しいパナソニッ
クファンがぞくぞくと生まれる感じになって頂き
たいですね。
中島 ありがとうございます。
─── お聞きできてよかったです。実際はこうい
う姿なんだっていうのが、調査結果と照合して全
部通じる。調査で出てきたこの言葉とも通じるし、
あの言葉とも通じる。すごく来てよかったなと。あ
りがとうございました。

（インタビュアー ： 片平 秀貴 本誌編集委員長）

【中島幸男氏が選んだうれしかったコメント5選】
（ブランド生態調査2019データーから）

★　製品としての品質が良いだけでなく、消費者の声
　　に常にこたえようとする精神に、親しみが持てる
　　から
★　リフォームした時にシステムキッチン、ユニット
　　バス、フローリング、エアコンをPanasonicに
　　して、使い勝手が良いし、ブランド的に安心感が
　　ある
★　少々お高いですが、長く使えて機能もデザインも
　　良いので
★　ビジョンを持ち、生活をより豊かにする家電を開
　　発しているから
★　このドライヤーを使うだけで、サラサラになるの
　　が不思議ですが、めっちゃええ


