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創業

1968年9月

設立

1969年3月

売上高
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事業内容

 ィッグ事業、
ウ
ビューティ＆ヘルスケア
事業等

https://www.aderans.co.jp/

「今は将来の成長を見据えた
布石を打つべき時期。長期
的視野に立った投資を進めて
いる」
と語る津村佳宏代表取
締役社長グループCEO
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株式会社アデランス
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人毛を超える人工毛髪を開発するなど、
製品開発力で毛髪ビジネス業界をリードしてきた。
一時期の厳しい時期を乗り越え、技術力を生かして新たに美容・健康分野にも進出、

昨年度は過去最高の売上高を達成し、増収増益となった。
成長が期待される海外市場でも積極的に投資を続け、

作していたが、業界に先駆けて83年

式会社アデランスのテレビCMを覚え

に人工毛髪の研究開発に着手した。代

ているだろう。黒々とした父親の頭髪

表取締役社長グループCEOの津村佳宏

を見た娘の言葉「アデランスにしてよ

氏は「社会・経済的な観点から将来的

人工毛髪の研究開発に取り組み始めた

かったね！」は瞬く間にお茶の間に広

に人毛の安定調達は厳しく、人工毛髪

のと時を同じくして、同社は早期に海

がり、同社のブランドを揺るぎないも

が主流になると判断した」と話す。

外展開にも着手している。1979年に

4
1ビューティ＆ヘルスケア事業拡大の拠点

となる美と健康をテーマにしたセレクトショップ
「ビューステージ青山通り」。2「アデラン
ス」
ブランドで展開する男性用サロン。高級
感のある内装を採用。3 女性用「フォンテー
ヌ」ショップは明るく、おしゃれを楽しむ雰囲
気に。4ウィッグはタイ、ラオス、フィリピンの

は、米国に初の現地法人としてアデラ

男性用ウィッグ（かつら）のオーダー

のは、人毛と同じ構造をいかに再現す

ンス・コーポレーション・オブ・アメリ

メイドとアフターケアの個人商店とし

るかだった。人毛は三層構造になって

カを設立、ウィッグ事業の海外進出を

て 1968 年に創業した同社 。 当時は

おり、一番外側にキューティクル（毛

進めた。

「ウィッグは女性のファッションのた

表皮）と呼ぶ、髪のつやとなる層があ

文化や風土の違いを踏まえて現地ス

めのもの」と思われていたが、創業者

る。同社は数年間の研究開発を経て、

タッフに経営を任せる戦略が成功し、

である現・代表取締役会長の根本信男

91年にキューティクル機能を持った

現在、北米では、2001年に子会社化

氏は「毛髪で悩む男性を救いたい」と

世界初の人工毛髪「サイバーヘア」を

した毛髪移植の世界的企業ボズレー社、

考え、テレビCMなどを通じて男性用

発売した。

13年にグループ入りした男性・女性向

ウィッグの存在そのものを社会に広め

取材・文／福田三郎

その後、2006年には高分子材料を
使い、より人毛に近い性質を持つ「バ

けヘアシステム販売のヘアクラブ社な
ど、6社を擁している。

その後、鐘淵化学工業株式会社（現・

イタルヘア」を開発。現在では人毛お

欧 州 で は 1 9 9 2 年 に ア デ ラ ン ス・

株式会社カネカ）から女性用ウィッグ

よび人工毛を含めた毛髪素材から、用

ヨーロッパを設立したのち、矢継ぎ早

の老舗ブランド「フォンテーヌ」を継

途などに応じて最適な組み合わせを考

に欧州各地で 6 社を買収 。 その後も

承し、総合ウィッグ事業としての展開

えるなど、顧客に多様な選択肢を提供

M&Aによって海外事業を拡大して

を進めていった。

している。製販一体で自社開発の人工

いった。「将来的には海外グループ全

毛髪を提供するのは世界でも類がない。

体の経営指揮まで、現地スタッフに任

人工毛髪をいち早く開発
人毛に近い性質の再現に成功

海外工場で生産している

早期に海外展開に着手
経営の混乱も乗り越える

人工毛髪の研究開発でカギとなった

た。

世界的なグローバルウェルネスカンパニーを目指す。
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シニア世代なら、一世を風靡した株

のにした。

毛髪ビジネスの世界的ブランド
美容・健康事業で成長を加速

東京都新宿区にある本社ビル

この人工毛髪の開発に象徴される研

せたい」と津村社長は話す。

究開発力、技術力の高さこそが同社の

しかし、同社が世界戦略を拡大して

もともと、ウィッグは人毛でつくら

強みの源泉だ。それは、後述する美容

いる2000年代初頭、国内では家庭で

れていた。同社でも主に中国やインド

分野の事業への進出にも大いに役立っ

使える医薬品発毛剤や育毛剤の販売が

などアジア地域から人毛を輸入して製

ている。

本格化し、毛髪業界に競合他社が多数
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参入するなど競争環境が激変。08年

スパイバーが開発している構造タンパ

のリーマン･ショックによる世界的な

ク質を、毛髪素材に最適な形状や物性

経済危機も大きく響き、成長が伸び悩

になるように加工する新たな繊維化技

んだ。

術の開発や製造方法の検討を進め、2

さらにその頃、同社に経営権を巡る

年後には実用化したい考えだ。

混乱が起こる。株式を30％近く保有

これは80年代から追求してきた新

した米投資ファンドが経営権を握り、

しい人工毛髪の次世代版である。化学

外部から招いた経営陣が有力ブランド

繊維でないため、石油資源に依存しな

の売却や、研究開発拠点の閉鎖などを

い、持続可能な素材としても大きな期

実施したが経営状況はさらに悪化して

待をかけており、
「革命的な人工毛髪

いった。結局、投資ファンドは現・根

になるのは間違いない」と津村社長は

本会長らに再び経営を託し、14年に

サロンなどで施術してきた手技の再現を目指した美容器具
「アデランス スパニスト」
（左）
や、シャープ株式会社と共同
開発したヘアドライヤー
「N-LED Sonic」
（上）
など、技術力
を生かした美容製品も積極的に開発・販売していく

株式を完全売却して撤退する結果と
なったのだ。

力を込める。
アデランスの文化芸能部「スタジオAD」では、劇団四季の大人気ミュージカル『キャッツ』の舞台用ウィッグ
の開発・供給を1983年の日本初演当時から手掛けている（撮影：山之上雅信）

また、同社はこれまでウィッグ事業
での販売代理店を通じた販売や、直営

この混乱を受け、16年には中長期

店舗および百貨店のテナント店舗によ

的視野に立った経営戦略を実行するた

る営業展開が中心だったが、今後は美

め、創業者の現・根本会長や現・津村
社長らが中心になってMBO（経営陣に

る同社は、公開済みの特許、実用新案
＊

の件数は350件を超える 。

美容室でプロの美容師にも多く採用さ

い。ウィッグ事業に関しては、北米や

経済成長著しい中国をはじめとした

容製品を中心に、テレビやインター

れており、順調に売り上げを伸ばして

欧州、さらにアジアでも成長を見込ん

東アジア地域では、ウィッグ事業に加

ネットなどの通販ビジネスにも力を入

いる。

でいる。

えて美容事業の拡大にも期待している。

れていくという。

よる買収）を断行。17年に東京証券取

毛髪について研究することは頭皮に

引所一部の上場を廃止して、抜本的な

ついて研究することでもあり、同社に

18年12月には、美と健康をテーマ

18年8月には、米国内外でウィッグ

事業構造改革に取り組むこととなった。

は皮膚に関連した研究成果も多く蓄積

に し た セ レ ク ト シ ョッ プ「 ビ ュー ス

「上場企業では、どうしても四半期

されている。また、国内外の事業パー

テージ西武渋谷」
（東京・ 渋谷）
、

ごとの決算もあり、短期的な利益にも

トナーとの業務提携や共同開発、国内

目を向けざるを得ない。創業50周年

の有力大学との産学連携の取り組みな

山）の2店舗を相次いでオープンした。

場向けウィッグを強化するのが狙いだ。

を目前に控え、さらに100周年、その

ど、外部にも研究開発ネットワークを

外面（アウタービューティ／美容）と

また、同年11月にはタイに8年ぶりと

挑戦を続ける。今年3月には、強靱さ

先と将来を見据えたとき、ここはじっ

広げている。

内面（インナービューティ／健康）の

なるサロンを出店した。18年に立ち

と柔軟さを併せ持つ“人工クモの糸（構

過去最高の連結売上高を達成した同社。

17年7月には、美容分野での製品第

両面をサポートする商品を取り揃えた

上げたアジア営業部は、初年度売上高

造タンパク質素材）”の産業化に取り組

技術力に立脚した着実な事業展開で、

1号として、ヘアサロンなどで施術し

セレクトショップであり、ここを拠点

が約5億円と想定を上回る出足の良さ

むスパイバー株式会社と共同で、新し

創業100年、さらにその先へと続く長

てきた手技の再現を目指した美容器具

に、ビューティ＆ヘルスケア事業の拡

を見せているという。

い毛髪素材の共同研究開発に着手した。

期的な成長戦略を描く。

くり足元を固める時期と判断し 、
MBOに踏み切った」
（津村社長）
。

研究開発力を生かして
美容分野で事業を拡大

「アデランス スパニスト」を発売。4つ

「ビューステージ青山通り」
（東京・青

「美容と健康の市場は産業の裾野が

まみ上げて動かすマッサージャーで、

広く、合計で2兆2,000億円市場とも

はウィッグをはじめとした毛髪ビジネ

手軽に本格的なスカルプケアができる。

言われている。もちろん、この業界は

スを中核事業に据えながらも、美容・

また同年10月にはシャープ株式会

競争が厳しいが、当社には他社にない

健康などの周辺分野に積極的に進出す

社と共同開発したヘアドライヤー

独自の技術力があり、蓄積してきた知

「N-LED Sonic」を発売。同製品は大学

的財産がある。新規参入とはいえ、十

と連携してアデランスが研究を進めて

分勝負できると思っている」と津村社

心からのおもてなし』を提供すること

きた赤色LEDビームと、シャープが保

長は自信を見せる。

が創業以来の経営理念。その理念を守

有する、静電気除去や保湿効果がある

りつつ、当社の強みである技術力や知

プラズマクラスター技術とを融合させ

的財産を最大限活用して、さまざまな

たものだ。

る。
「
『最高の商品、最高の技術と知識、

新分野に挑戦したい」
（津村社長）
。
毛髪産業の世界的なパイオニアであ

美髪効果と、スカルプケア（頭皮ケ
ア）効果が同時に期待できるとして、

＊特許情報プラットフォームを使用し、国内公開特許公報及び実用新案件数を抽出（2019年5月9日現在）
。
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「これまでの当社は、お客様にサロ

の卸売りを行うアメコア社、エステ

米とアジア地域での事業拡大により、

ンに来ていただく来店型ビジネスだっ

ティカ社の2社を傘下に収めた。大き

中期的には7割にまで高めていく方針

た。これからはお客様を待つのではな

な市場であるアフリカ系アメリカ人市

だ。

く、こちらから積極的に打って出る事

さらに将来を見据えた研究開発にも

業を展開したい」
（津村社長）。
昨年度は創業 50 年の節目を迎え 、

大に挑む。

のブラシ部が独立して動き、頭皮をつ

経営危機を乗り越え、その後、同社

現在、約5割の海外売上高比率を、欧

成長が期待される海外市場
次世代の人工毛髪の開発も
国内における今後の毛髪市場は横ば
いの予測だが、海外では成長市場も多

毛髪移植のパイオニア
企業、米ボズレー社のク
リニック。毛髪関連市場
の成長が期待できる海
外市場には積極投資を
続けていく

病気やケガなどでウィッグが
必要な子供に無償で提供
する
「 愛 の チャリティ」を
1978年から続けているなど、
早くからCSR（企業の社会
的責任）活動にも熱心に取
り組んでいる

挑戦 する企業
2019 June SMBC マネジメント＋

27

