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公募により
公募により後継候補
により後継候補を
後継候補を決定

リーブ 21 次期社長候補者
次期社長候補者発表
株式会社 毛髪クリニック リーブ 21（本社：大阪市、代表取締役社長：岡村勝正、以下リーブ 21）は、経営体制の
強化と事業拡大を目的に、日本最大級の年収 1000 万円以上の転職サイト「ビズリーチ」（www.bizreach.jp）を運
営する株式会社ビズリーチ（東京都渋谷区 代表取締役：南壮一郎）と提携し、2011 年 8 月 3 日（水）より約 2 ヶ月
間、次期社長候補の公募を行い、約 500 名の応募者の中から 4 名の次期社長候補者を決定いたしました。

■ 4 名の次期社長候補者
経営企画室付け社長補佐
経営企画室付け社長補佐
経営企画室付け社長補佐
経営企画室付け社長補佐

岩田淳(いわたじゅん)
野村誠(のむらまこと)
村松浩人(むらまつひろと)
山本雅樹(やまもとまさき)
五十音順
※写真は 8 月 3 日の公募開始会見時

次期社長候補の公募は、会社の若返りを図るため、現社長の岡村が第一線を退くことを考えており、公募にしま
したのは、社内外問わず、優秀な方に引き継ぎたいと考えたためです。
次期社長候補者は、1 年前後現社長の岡村と一緒に仕事をしながら会社や業務内容について理解を深め、リー
ブ 21 での経験を蓄える予定です。この 1 年前後の間に 4 名の中から新社長を決定する予定です。新社長以外
の社長候補者につきましては、新社長と共に経営幹部としてリーブ 21 を牽引していきます。
新社長及び経営幹部を中心とした新体制には現状の資産をマネジメントしていくことと共に、事業拡大と海外展
開の 2 点を期待しており、現在 96 店舗ある営業所の更なる増設、リーブ 21 サービス・商品の海外展開・進出を実
行したいと考えております。
リーブ 21 は現社長の岡村自らが独自に発毛研究を行い、16 年の歳月をかけて発毛理論を完成させたところから、
その歩みを始めました。1993 年の営業開始以来、18 年間で従業員数約 800 名、年商約 130 億円の企業に成長
致しました。
全国の 96 店舗の営業所と発毛業界最大手の 145,000 名以上の会員数を誇りますが、日本では 3 人に 1 人が髪
に何らかの悩みを抱えている（※）という、その市場規模から見ればまだ成長の余地があると考えています。100
年続く企業とするために更なる成長を目指すべく、リーブ 21 は次期社長候補者を迎え、より一層の発展を目指し
ます。（※リーブ 21 調べ）

【会社概要】
会社名
代表取締役
本社所在地
設立
資本金
従業員
主要サービス
URL

：株式会社 毛髪クリニック リーブ２１
：岡村勝正
：大阪府大阪市中央区城見 2-1-61 ツイン 21MID タワー22F
：1993 年 11 月
：40,000,000 円
：約 800 名
：頭髪の発毛施術サービス
：http://www.reve21.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ
株式会社 毛髪クリニック リーブ21 広報部 石黒
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-5-13 三義ビル7階
ＴＥＬ：03-3510-1321 ＦＡＸ：03-3510-1311 Email: kouhou@reve21.co.jp

次期社長候補者プロフィール
次期社長候補者プロフィール(
プロフィール(五十音順)
五十音順)
岩田淳(
岩田淳(いわたじゅん)
いわたじゅん)

42 歳

【経歴】
1993 年
1993 年
2005 年
2006 年
2009 年

東京大学 工学部船舶海洋工学科卒業
トヨタ自動車株式会社入社
ミシガン大学 MBA 取得
米国系経営コンサルティング会社入社
田崎真珠株式会社入社
同社 執行役就任
2012 年 2 月 株式会社毛髪クリニックリーブ 21 入社

【志望理由】
顧客様と従業員の人生にまじめに向き合っている現社長のピュアな信念と企業理念に共感いたしました。
また、企業の成長をドライブさせるための必須不可欠な要素である発毛における確かな技術基盤と実績・ノウ
ハウの存在と、人の前向きな人生づくりへのサポートができるという社会的意義に惹きつけられました。
第二の創業のこの時期に、主体的にリーダーシップを取りリーブ 21 を変革していくというこの機会は、自分
自身の経験・能力をいかんなく発揮できる得難い場と考えています。

【今後の展望】
人材・組織体制の整備と共に、現業の強化、事業領域の拡大を着実に行い、顧客様志向・従業員志向をより進
め、強固なものとし、リーブ２１の社会的存在価値をより高めることに注力して行きたいと思っています。

野村誠(
野村誠(のむらまこと)
のむらまこと)

52 歳

【経歴】
1982 年 東京国際大学 商学部商学科卒業
1984 年 花王株式会社入社
1986 年 株式会社サムソン入社
1996 年 同社 代表取締役社長就任
2012 年 2 月 株式会社毛髪クリニックリーブ 21 入社

【志望理由】
ヘアビジネス出身としてのキャリアを、さらに大きな可能性を求めて活かしていきたいと考えました。
日本社会において、日本人のメンタリティの変化が顕著となってきており、いつまでも若く・美しく・健康な
人生を生きたいという欲求は今後も年々高まると予想されています。健康・美容産業は大きな可能性を秘めて
いると確信しています。
当社は発毛に特化し、実績と信頼を積み上げてきている業界トップレベルの企業である、その存在力を活かし
つつ、さらなる発展の為にも新たなマーケティング的な切り口が必須と感じています。

【今後の展望】
顧客様からの信頼度・満足度・成果実績の充実を前提とした、さらなる顧客様の増大を前提とした企業価値拡
大を目指したいです。国内店舗のオペレーション効率化を実現し、人材育成による多店舗化を検証していきま
す。ヘア・健康ビジネス産業等の他業種とのアライアンス形態を模索し、更なる生涯顧客様の創造・共有化に
よる経営安定化のためにも、新たな「健康・美容習慣」を啓蒙、推進してくことが重要となると考えておりま
す。

村松浩人(
村松浩人(むらまつひろと)
むらまつひろと)

48 歳

【経歴】
1986 年 東京大学 経済学部経済学科卒業
1986 年 参議院事務局入庁
1989 年 東日本旅客鉄道株式会社入社
その後、ジャスダック上場企業の財務部長等
2009 年 株式会社木村技研入社 執行役員就任
2012 年 2 月 株式会社毛髪クリニックリーブ 21 入社

【志望理由】
毛髪クリニックリーブ 21 の何事にも真面目に取り組む経営姿勢に共感し、自分のこれまでの経験、能力を経
営全般に役立てたいと思いました。また、リーブ 21 で今までの自分の集大成をしたいと考えたからです。

【今後の展望】
「発毛」の分野で他に類を見ないリーブ 21 のサービスを、市場の拡大、事業展開の高度化、質の向上などに
おいてさらに発展させていきたいと思っています。また、そのための経営体制をしっかり構築することが重要
であると考えています。なお、こうしたことを行っていく中で、私個人としては、次期社長候補者の誰が新社
長になっても、これを全力で支える覚悟です。

山本雅樹(
山本雅樹(やまもとまさき)
やまもとまさき)

50 歳

【経歴】
1985 年 東京大学大学院 工学系研究科修了
1985 年 日本アイビーエム株式会社入社
1990 年 株式会社日本総合研究所入社
2000 年 南カリフォルニア大学 MBA 取得
2000 年 日本キャップジェミニ株式会社入社
2005 年 有限会社鎌倉総合研究所設立 代表取締役社長就任
2012 年 4 月 株式会社毛髪クリニックリーブ 21 入社予定

【志望理由】
基本的には、ビジネスの世界に経営者のプロという市場があってもいいのではないかと思っており、社長公募
というプロセスに興味を持ちました。また、リーブ 21 のビジネスが日本独自のサービスで、世界展開ができ
るのではないかと考えました。日本のビジネス、日本独自のノウハウを、それもサービス分野のビジネスを海
外に展開してみたいと思い、リーブ 21 にはそのチャンスがあるのではないかと思っています。

【今後の展望】
リーブ 21 のサービスをいかに多くの人に伝え、顧客様の満足を高めていくかというのがすべてではないかと
思っています。国内マーケットでのファンをいかに増やしていきながら、ビジネスの基盤を固め、海外への展
開を模索したいと考えています。リーブ 21 のビジネス領域において、日本でのサービスの質を高め、ビジネ
スモデルを固めながら、それを海外に展開するという形を確立できればと思います。
そのためには、私自身を含め、社員全員がプロフェショナルとしての意識を高め、顧客様の満足と収益に責任
を持ち、結果としてビジネスでの幸福度を高める、そういうことができればと思っています。

