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優良企業ほどコスト削減を重視

企業のコスト削減コンサルティ
ングを手掛ける株式会社プロレ
ド・パートナーズ代表の佐谷進さ
んは「実は優良企業ほど、売上と
同じくらいコスト削減を重視して
います。コスト削減が利益の伸び
に直結することに気づいているた
めです」と話す。
例えば利益率 5％の企業が年間
1億円のコスト削減を実現できれ
ば、年間 20 億円の売上を計上し
たのと同じことになる。

一方で、コスト削減への意識は
あるものの、ある程度の結果に満
足してしまっている企業も多い。

経営戦略としてのコスト削減を
仕掛けるプロフェッショナル集団

これらの状況に共通しているこ
ととして、コスト削減を経営活動
の重要な要素として捉え、その他
の経営戦略と同じように専門的な
知識やノウハウに基づいて取り組
むことができていないという問題
が挙げられる。
プロレド・パートナーズはこの

プロレド・パートナーズ

独自の仕組みと圧倒的な交渉力が
想像を超えたコスト削減成果を生む
事業の拡大に比例して膨らむ電気代や人件費などのコスト削減は、全ての企業が課題とするところだ。
自己流の取り組みでは成し得ない水準のコスト削減成果を実現するプロフェッショナル集団、プロレド・
パートナーズに話を聞いた。

プロレド・パートナーズ代表
佐谷進  著
702 社のコスト削減を実現した
プロの作法

「体温の伝わる交渉術」
Nana ブックス本体 1,400 円＋税
●「交渉・コスト削減のプロ」が教える最
強の技術を初公開
●取引の現場で即、効果を上げる 32 の交
渉テクニックなどを明快に解説
●管理部門に配属されたら読んでおきた
い必携の一冊

株式会社プロレド・パートナーズ
所在地：東京都港区芝大門 1-10-11
　　　　芝大門センタービル 4F
お問合せ先：03-6435-6581

代表パートナー　佐谷 進

設備保守などの費目について相談
を受けることが多いという。

他社にないコスト削減成果を生む
独自の仕組みと圧倒的な交渉力

プロレド・パートナーズが他社
にないコスト削減の成果を出せる
理由は大きく分けて二つある。一
つは共同購買や原価算定など独自
の仕組みを持っている点。もう一
つは体系化された交渉力を駆使し
てサプライヤーと良好な関係を築
き、それを真の顧客メリットにつ
なげている点だ。
サプライヤーにとって、相手と
の取引規模が年間数億円の場合と
数百億円の場合とでは、当然のこ
とながら値下げ検討の余地が変わ
ってくる。プロレド・パートナー
ズでは、電気代や消耗品などの費
目において数十社の顧客を一つの
利用者としてまとめ、共同購買を
実施することにより、1社ごとの
値下げ交渉では成し得ない大幅な
単価の減額を実現している。
また客観的な原価を算出・提示
することにより合理的な減額交渉
を進める方法は、より良い結果を
引き出すとともにサプライヤーの
負担も軽減する。印刷コストの場
合、相見積もりから最安値のサプ
ライヤーにシフトする方法では
数%〜 10%の削減が一般的だが、
プロレド・パートナーズはこの原
価算定によるアプローチで 10 〜
40%の削減を実現している。
全国展開のシティホテルチェー
ンの印刷費を対象にしたコスト削
減プロジェクトでは、20%以上の
印刷コスト削減の成果を出した。
サプライヤーに負担をかけないこ
うした仕組みにより、品質を維持し
たままコスト削減を実現するのもプ
ロレド・パートナーズが提供するサ
ービスの特長だ。これにより顧客も
また、削減したコストを無理なく企

酬を採用しているうえ、顧客側に
業務負荷をかけることもないた
め、導入のリスクはゼロだ。自社
にどれだけコスト削減の余地があ
るか試算してもらうだけでも、プ
ロフェッショナルの視点で見えて
くる数字に驚くに違いない。

業活動に還元することができる。

サプライヤーとの関係を重視した
交渉で、真の顧客メリットを追求

プロレド・パートナーズのもう
一つの強みが、体系化された交渉
力だ。
強引な減額交渉はサプライヤー
の競争力を低下させ、顧客とサプ
ライヤーの良好な関係を損ねてし
まう恐れがある。一方で、サプラ
イヤーと信頼関係を築くことによ
って得られるメリットは多い。有
益な情報を提供してもらえたり、
契約書の規定がない条件について
便宜をはかってもらえたりするだ
けでなく、良好な関係がサービス
の向上そのものにつながる可能性
もある。これらは全て間接的にコ
スト削減に大きく貢献する。特に
ホテルや飲食店においてはサプラ
イヤーが利用客になることも十分
に考えられるため、こうした配慮
が大きな意味を持つ。
個人のスキルと考えられがちな
この交渉力を、プロレド・パート
ナーズでは体系化されたノウハウ
としてコンサルタント一人一人が
均一のレベルで習得している。情
報や知識に基づいた合理的な交渉
で、顧客はもちろんのこと、サプ
ライヤーの満足も実現している。

想像を超えたコスト削減効果
完全成果報酬型で導入リスクはゼロ

プロレド・パートナーズがコス
ト削減を手がけた顧客からの声で
最も多いのが「これ以上の削減は
無理だろうと思っていたところか
らのスタートで、想像を超える成
果が出た」というもの。まさに、
プロフェッショナル集団だからこ
そ実現できる“自社で取り組める
水準を超えたサービス”を提供し
ている。コスト削減の成果が出て
初めて報酬が発生する完全成果報

ような問題に対し、経営における
コスト削減の重要性を唱えるとと
もに“企業が自社で取り組める水
準を超えたコスト削減”を提供す
るプロフェッショナル集団だ。
2008 年の創業以来、コスト削
減を手がけた企業は 800 社以上。
得意とするエネルギーコストの
他、賃借料から通信費まで費用項
目別のコスト適正化コンサルティ
ングに対応している。宿泊施設や
飲食店のコスト削減実績も豊富
で、ホテル業界からは電気代、ガ
ス代、クレジットカード手数料、

「コストマネジメントの対象費目別　平均削減率」
対象費目は人件費、研究開発費を除いた、全ての間接材コストと一部の原価である。
幅広く対応しながら、平均削減率もほとんどが 10% 以上と、大きな削減効果を提供している。

※費目別、平均削減率

施設系コスト

●倉庫利用料　　　　　　　　　10%
●エレベーター・ESC保守　　　　23%
●ビル管理　　　　　　　　　　22%
●電気設備保守　　　　　　　　18%
●消防設備保守　　　　　　　　22%
●空調設備保守　　　　　　　　26%
●修繕、内装工事　　　　　　　  13%
●衛生清掃　　　　　　　　　　21%
●廃棄物処理　　　　　　　　　14%
●排水処理（グリストラップ）　　27%
●浄化槽・貯水槽性総点検　　　 16％
●防虫防鼠　　　　　　　　　　28％
●警備、駐車場管理　　　　　　  16%
●現金輸送　　　　　　　　　　  9％
●植栽、貸鉢　　　　　　　　　  32%
●賃料　　　　　　　　　　　　14%

●電気料金　　　　　　　　　　11%
●ガス料金（都市ガス）　　　　　14%
●ガス料金（LPG）　　　　　　　 21%
●重油・ガソリン　　　　　　　　9％
●水道料金  　　   27%

●クレジットカード手数料　　　17%
●保険　　　　　　　　　　　    11%
●振込手数料　　　　　　　　　13%

●制服、リネン　　　　　　　　  18%
●レンタルマット　　　　　　　35％
●洗剤　　　　　　　　　　　　34％
●採用（媒体、紹介会社）　　　　  14%
●業務委託費（人材派遣）　　　　  4％
●健康診断・検便　　　　　　　  16%
● POSシステム　　　　　　　　31％

●コピー料金（複合機）　　　　　27%
●事務用品、消耗品　　　　　　  19%
●通信費（電話）　　　　　　　　22%
●印刷（名刺、封筒）　　　　　　  25%
●印刷（パンフ、チラシ）　　　　  26%
●配送、物流  　　　7%
●各種リース  　　  13%

エネルギー系コスト

オフィス系コスト

金融系コスト

その他
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時代と共に変わる
コスト削減メソッド

時代の在り方が変わる中、顕著
に変化してきたものの一つが「会
社の在り方」だ。中でもインター
ネットの普及後、未曽有の情報が
提供されるようになったことで特
に求められるようになったのが
「選択力」の高さだ。企業にとっ
て常に改善が求められる「コスト
削減」の分野においてもその現状
は同じだ。
しかし予想をはるかに超えた情
報の増加、そして情報の見せ方と
現実のはざまで判断の軸をどこに
置けばよいのか？　戸惑いを抱く
担当者も多く、また情報の多さ故、
盲点となってしまう情報も少なく
ない。さらに“見え方と現実の差
異”故に起こるトラブルが後を絶
たないのも事実だ。これらのこと
からコスト削減の取り組みが消極
的な対策になったり、自社での対
応で完結し、効果的な削減を得ら
れていない企業も少なくない。
そこで頼りたいのが“現実”の
データを多く持ち、さらには“情
報精査力“の高い専門家だ。そん
な時代のニーズが高まる中、その
道の優秀なプロが多く在籍するこ

とで注目を集めているのがプロレ
ド・パートナーズ ( 以下、PP) だ。
彼らは複合的な削減メソッドを多
く持ち、さらにはエネルギーの共
同購買など新しいスタイルのコス
トマネジメントにも明るい。また
彼らの特徴として、既存の削減策
と大きく変わる点は現状の取引業
者の変更を要さないコスト削減も
多く実現している点だ。彼らが手
掛ける削減項目は電気、ガスとい
ったエネルギーコスト、EV保守、
消防、警備、清掃、廃棄物などの
施設系コスト、そして複合機、事
務用品、通信費、レンタル費、印
刷費などのオフィス系コストを基
本におのおのの業界に特化したコ
スト削減メソッドも持っている。
例えば本誌読者に特に関係が深い
ものとしてはクレジットカードの
手数料や賃料の見直しなどがあ
る。これら削減策の中には削減可
能なことが認知されていないもの
や希望はあれど、方法論が分から
ず企業があきらめてしまっている
場合もあるという。

費目ごとにスペシャリストを配置

例えば某シティホテルのケース
を紹介すると、削減対象を三段階
に分け、まず最初に「電気、ガス

コスト削減の極意は専門性と情報量、
そして交渉にあり！

企業経営において “経費削減 ” は永遠のテーマだと言ってもいい。特にホテル、飲食業などの装置産業
においてのそれは本当に大きく利益に作用する。そこでどのような点の経費削減ができるかをアドバイス
してくれる存在は重要となるわけだが、あまりに種々多様なアプローチがある中、何をどう活用すればよ
いのか困惑する担当者が多いのも現実だ。そこで今回は現状の取引先の維持も選択可能にし、経費削減に
大きな成果を出すことで評価の高いプロレド・パートナーズ社に話を伺った。

よう話をするだけでなく、実際に
サプライヤーのコスト削減も行な
うことによって、クライアントに
提供できる価格を下げるなど、ト
ヨタ自動車が仕入れ業者のコスト
削減まで手掛ける手法と同じ方法
を取っている。
コストマネジメントにおけるクライ
アントとコンサルティング企業の関
係は結果的に袂を分かつケースも
少なくないというが、PPの場合、
真逆のケースが特に多いという。ク
ライアントとサプライヤー、双方と
継続した関係ができることも多く、
そのため、PPのホームページ上に
実際に彼らのサービスを受けた企
業が企業名を公表する形でインタビ
ューに応じている点を見ても彼らの
サービスのクオリティーの高さ、信
頼の高さをうかがわせるに十分だ。
その多くが上場企業である点も見
逃せない。

選ばれる理由は ”情報量、
専門性、そして交渉力 ”!

ここで彼らが膨大な情報量を持
ち、さらにはそこに対する専門的
な精査力を持つ以外に、クライア
ントにとって大きなメリットであ
るもう一つの専門性が登場する。
それは彼らが一番の強みともして
いる「交渉力」だ。
もともと、交渉の精鋭達が集ま
って起業したことに加え、トレー
ニング、ロールプレイングを実施
することで後進の“交渉力”育成
にも力を入れている。その理由を
山本取締役はこう語る。
「私たちは自社の利益のみを追求
するのではなく、弊社も含めです
が、縁あってかかわった方たち皆
さんとWINWIN な結果となるコ
ンサルティングを実現したいと考
えています。
世の中では、特に発注者側から
サプライヤーに交渉する際は、「値

点での体温の伝わる交渉メソッド
です。プロレドでは、この二つが合
わせられた交渉をすることで、良好
な関係性を保ったまま、大きな成
果を実現できております」
プロレド・パートナーズは 3
年後に向けて業界初の上場を目指
している。今後も自社にかかわる
すべての企業が適正価格をもって
経費削減により増える資金力の増
加、そしてそれにより強まる競争
力を高めるサポートに尽力し、さ
らには上場により業界の在り方に
も提言をしていく予定だ。

切る」ことや「強い調子で挑む」
等の対応を「交渉」と思われがち
ですが、プロレドは既存の交渉と
は全く違った交渉方法を取り入れ
ています。
一つは、価格以外の条件や取引
内容、過去の交渉経緯をすべて、
論理的に分析し、理詰めで物事を
考えるいわゆるハーバード交渉術
に代表されるような、ハードな視点
でのロジカルな交渉メソッドと、も
う一つは、相手の立場や、メンツ、
体裁、建前、思いやり等、相手と
の関係性を最も重視したソフトな視

（LPG、都市ガス）、複合機」、次
に「EV保守、クレジットカード
手数料、事務用品、消耗品、レン
タルマット」、最後に「清掃・グ
リストラップ清掃、廃棄物、印刷、
警備」のコスト見直しをしたとこ
ろ、8000 万円強のコスト削減を
実現した。特に複合機、レンタル
マット、廃棄物においては 35 〜
40％といった削減を実現してお
り、これら削減費がすべて利益と
して反映されることを考えるとや
らない理由がないと言っても過言
ではない削減率だと言える。
PPの強みはこれら多岐にわた
る項目について、費目ごとに専門
のスペシャリストを配置し、業界
や原価構造などを理解した上で、
おのおの「底値」の情報を常に「更
新された状態」で持っていること
だ。が、彼らはそれら「底値」だ
けの勝負は決してしない。現状の
企業間の取引状況や数字以外の諸
事情も踏まえた、サプライヤーを
尊重した上でのコスト削減がクラ
イアントとの関係を築く上で大切
だと考えているからだ。彼らのこ
の姿勢は削減をする側の企業だけ
にとどまらず、削減される側の企
業に対しても同様だ。単にサプラ
イヤーに対し価格を下げてもらう

ホテルチェーン A社の経費削減取り組みについて

株式会社プロレド・パートナーズ　http://prored-p.com/

エネルギー、施設系コストからはじまり、様々な費目にてコスト削減を実施。多岐に渡
る費目のコスト削減を総合的にサポートする事で、8,000 万円を超える大きなコスト削減
成果を提供する事ができた。

水道光熱費

■削減対象項目の内訳

基礎情報 コスト削減実績

合計

■コスト削減結果 単位：千円

1st

Phase 科目 細目 金額 削減率 削減額 削減手法

2nd

3rd

水道光熱費

水道光熱費

消耗品費

設備保守費

支払手数料

消耗品費

清掃衛生費

清掃衛生費

清掃衛生費

清掃衛生費

広告宣伝費

警備費

警備費

電気

ガス
(LPガス)

ガス
(都市ガス)

複合機
保守料

エレベーター
保守

カード
手数料

事務用
消耗品

レンタル
マット

客室清掃

グリスト
ラップ清掃

廃棄物

パンフレット
印刷

機械警備

人的警備

387,000

28,000

140,000

6,000

28,000

57,000

15,000

6,000

198,000

16,000

43,000

41,000

4,000

48,000

1,017,000 8.2％ 83,270

4.8%

20.3%

5.2%

34.2%

19.7%

9.1%

12.4%

41.2%

4.6%

15.6%

35.4%

15.3%

7.4%

2.6％

18,576

5,684

7,280

2,052

5,516

5,187

1,860

2,472

9,108

2,496

15,222

6,273

296

1,248

施設毎に電力会社や新電力を利用。
共同購買により安価な電力提供を実現
し削減に成功。

施設毎にLPGや都市ガスを利用。LPGは
共同購買にて安価に提供を受け、都市
ガスは契約プランの適正化と価格交渉
により条件見直しを実施。

共同購買を利用し、複合機サプライヤーより最低
価格の好条件を引き出す。固定費部分のリース料
もゼロ円に抑え、安価なカウンタ―単価を実現。

保守会社の切替えなく、既存保守会社と
の価格交渉により好条件を引き出す。

不要に多種のアクワイアラ―を利用し
ていた為、集約と条件交渉を実施し、削
減に成功。

事務用品はオフィス通販会社を新規サプ
ライヤーへ変更。消耗品はサプライヤー
社へ集約する事で好条件を引き出し削減

地域毎に業者選定を行い、好条件の業
者を組み合わせることで、削減効果の最
大化を実現。

地域毎に業者選定を行い、集約化やル
ート効率化により、好条件を引き出す。

施設毎に業者との条件交渉を実施。排出
方法の適正化も実施することで、相場価
格を下回る好条件に見直しする事に成功

パンフレットを中心とした印刷物を、既
存業者と条件交渉を実施し、削減に成
功。

機械警備と人的警備のどちらも条件交
渉を実施。
機械警備は大手2社に対し条件交渉を
実施。人的警備は地域毎の優良業者を
選定し、好条件を引き出す。


