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ゲ ス ト

【プロフィール】　入社後、三井不動産リアルティ（旧：三井不動
産販売）リハウス事業に従事。現在、全国に275店舗、約2000人の
営業マンを抱える大手不動産仲介業の草創期から活躍する。初代
新潟支店支店長を務めたほか、東京、関西、広島の各地で重要ポス
トを歴任。2年前からリパーク事業専任となり、現在に至っている。

片岡純市
三井不動産リアルティ株式会社　
執行役員　リパーク事業本部長 『自転車・バイク・自動車駐車場 パーキングプレス』誌 発行人

森井  博Junichi Kataoka Hiroshi Morii

特集 『自転車・バイク・自動車駐車場 パーキングプレス』誌 発行人・森井 博が聞く
パーキング業界の明日 61
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スの世界では、まずタイムズさんという
ガリバーがいて、その次に私たち三井の
リパークが続き、3番手以降になるとボ
リュームが小さくなっていく……という
図式があります。では、この先もこのよ
うな図式のまま推移していくのか？　決
してそんなことはないはずです。歴史が
まだ浅いのですから、駐車場の形態もま
だどんどん変わっていく余地があると思
います。
森井　例えばどのような変化が考えら
れますか。
片岡　極端に言えば精算機がなくなっ
て、スマホひとつで料金支払いが済むよ
うになるかもしれません。また、コイン
パーキングが基本的に無人であるだけに、
今後はよりセキュリティを重視する方向
性が強まるのではないでしょうか。今
年は国内の大きなイベントでもセキュリ
ティの重要性が叫ばれるようになりま
した。その流れで、2020年の東京オリ
ンピックでは間違いなく都内のセキュリ
ティはかなり高いレベルに引き上げられ
るでしょう。その際に無人施設であるコ
インパーキングも同様にセキュリティに
十分配慮していく必要があります。
森井　おっしゃるとおりですね。
片岡　今後のあり方としては、セキュリ
ティに加えて、クルマを停めるという本
来の利便性を備える場所としてはもちろ
ん、天災が起きた際の地域の避難所とし
ての機能、近隣の方にとって便利な施設
の設置などの付加価値を備える方向性が
考えられます。
森井　コインパーキングは周囲に安心
感と利便性をもたらす施設を目指すべき、
ということですね。避難所という言葉が
ありましたが、昨年末に弊誌で取材、紹
介させていただいた、さいたま市の防災
用品・非常用電源付きソーラー LED街
路灯を設置した駐車場は、その象徴的な
存在でした。あの形態は今後も展開して
いくのでしょうか。
片岡　あの試みについては多方面から

出していく事業です。仲介とは違ってそ
の意味では私たちは当事者になるわけで
す。この部分はリハウスとは大きく異な
ると思いましたね。
森井　なるほど。
片岡　時間貸し駐車場は一度土地を持っ
ているオーナー様と契約を結べば、その
後何年かはよほど突発的な事情やマー
ケットの劇的な変化でも発生しない限り、
ある程度は安定して運営管理を継続でき
ます。つまり、設置できればある程度の
売り上げが予測できる。これがストック
型ビジネスといわれる所以ですよね。と
ころが、不動産仲介は先にお話ししたと
おり、毎月仕切り直して「0」からスタート
する仕事。リハウスとリパークは事業と
してのバックボーンが異なるだけに、最
初はその点に慣れなかったですね。
森井　契約件数を増やすという大目標
を抱える不動産仲介業で、長年経験を積
まれてきた片岡さんが事業本部長なので
すから、三井のリパークさんは駐車場用
地を獲得し、ネットワークを拡大する力
に長けているのは間違いないですね。
片岡　ありがとうございます。三井不
動産リアルティの前身は、三井不動産販
売という不動産販売の会社であり、その
一事業としてリパークが生まれました。
ご存じのとおり、コインパーキングとい
う事業形態が日本に登場してまだ20年
超で歴史は浅いわけですが、業界は急成
長を遂げ、当社のリパーク事業も大手の
一画を成すまでになりました。おそらく
リパーク事業開始当初は、ここまでのス
ケールになるとは、我が社の誰も想像し
ていなかったのではないかと思います。
森井　今や三井のリパークさんは、私た
ち日本パーキングビジネス協会のリー
ダーでもあります。これからコインパー
キングビジネスはどのように発展してい
くとお考えですか。
片岡　ちょうど今朝、当社の社内報用に
リパーク事業の紹介原稿を書いてきたと
ころなんです。コインパーキングビジネ

　入社以来30年以上にわたって、不動
産仲介の分野を中心に歩んでこられた片
岡氏。リパーク事業に専心してまだ2年
ほどだが、カーシェアリング事業本格参
入など新機軸を打ち出し、三井のリパー
クをさらに成長軌道に乗せるべく奮闘
されている。事業本部長として、そして
コインパーキング業界のリーダーとして、
将来にどのような展望を抱いているのか
をお聞きした（収録：2015年4月7日）。

森井　まずはプロフィールからお聞か
せいただけますか。
片岡　入社以来、不動産仲介の「三井の
リハウス」を中心に仕事を続けてきまし
た。不動産仲介というのは、私たち自身
は資産を持たず、中古の一戸建てやマン
ションのオーナー＝売主と、それを買い
たい買主の間を取り持ち、引き渡しまで
をサポートする仕事です。現在は年間で
4万件近くの契約を結んでいます。
森井　それはすごい数字ですね。物件
の管理は行われているんですか？
片岡　管理は三井不動産グループの別
会社が担当していますね。
森井　リハウス事業はリパーク事業のよ
うなストック型のビジネスではないわけで
すね。リパーク事業専任となった際、とま
どいのようなものはありませんでしたか。
片岡　そうですね……仲介という仕事
は、基本的に毎回初めてのお客様との折
衝になるわけです。月毎の契約件数など
数値目標があってその達成に向けて営業
が一丸となっていく。毎月新たなスター
トを切って進めていく事業といえます。
森井　確かにそのとおりです。
片岡　ところが、コインパーキングは土
地を持っているオーナー様にお願いして、
その場所を三井のリパークの用地として
借り、ドライバーに時間貸しして利益を

今後のコインパーキングは
セキュリティ強化が
カギに
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森井　そのとおりですね。我が社の実
続ではフラップレスに改修しても、乗り
逃げ率が平均1％程度という数字になっ
ています。

片岡　フラップレスにすることのメリッ
トはまだあります。ひとつは言うまでも
なく駐車する際にフラップというギャッ
プを乗り越える操作が省けること。もう
ひとつはドライバーの転倒事故防止が
期待できることです。クルマを降りた際、
フラップが足元の位置にあることが多く、
脚をとられてつまずいたりするケースが
ありますからね。高齢化社会でドライ
バーの平均年齢が上がっていて、場内で
の転倒などのトラブル増加が考えられる
だけに、その意味でもフラップはなくし
ていかないといけない。事実、高齢の顧
客が多い銀行様からは「店舗のお客様用
駐車場をフラップレスにしたいのだが」
といった問い合わせが増えています。
森井　あれは本当に邪魔ですね。高齢
のドライバーの一人としても、フラップ
はなくすべきだと思います。ただ、半面
少し悩ましいこともありまして、フラッ
プがないと時間貸し駐車場ではなく、月
極駐車場だと誤認されるケースも報告さ
れています。時間貸しはフラップがある、
というイメージがまだ根強いのでしょ
うね。そこで暫定的な措置として、ゴ
ムマットなどの素材を用いて、従来のフ
ラップに比べるとわずかな突起の“疑似
フラップ”のようなものが作れないかを
メーカーさんに研究してもらっています。
車室にフラップ的な突起があることで時
間貸し駐車場と認識してもらい、利用率
を安定させようというわけです。本来の
フラップではないので作動しなくなった
などのトラブルは起きませんし、設備費、
工事費などのコストもかなり安く済ませ

スにしています。ただ、先ほど片岡さん
のお話にあった「精算機レス」とまでは
いかないのですが……。
片岡　段階を踏む必要はありますよね。
まずはキャッシュレスです。電子マネー、
クレジットカードなどでの対応は既に広
がっていますが、今後さらに拡充してい
かなければなりません。現金を集める精
算機が無人のコインパーキングにある状
況は犯罪を呼び込む結果にもつながりか
ねず、先に申し上げたセキュリティ重視
の方向性に反しますからね。そう言えば
先日、大手飲料会社の方と話す機会があ
りまして、現在、同社が新規で製造して
いる自動販売機は原則的にキャッシュレ
スなのだそうです。
森井　すると、コインやお札を入れる場
所自体がないと。
片岡　そういうことになりますね。キャッ
シュレスは既にひとつの流れになってい
るようです。これが確立してきたら、次は
いよいよスマホ精算などで精算機レス実
現へとつながっていくのではないかと思
います。フラップレスも今まで以上に広が
るでしょう。あれは日本人の高い倫理観
があるからこそ実現できることですよね。

賛同の声をいただきまして、防災対応
の街路灯メーカーを紹介してほしい、と
いった申し出を他の運営管理会社様から
も何件かいただきました。具体的に地域
社会にどのように受け止められているか、
検証作業は残されていますが、増えてい
くことにはなると思います。ただ、都市
部、郊外など地域の特性によってニーズ
も変わってくるだけに、きめ細かく対応
していく必要があります。
森井　私が今まで言い続けてきた理想
のコインパーキングは「フラップレス、
キャッシュレス」で、当社では現在、新設
する駐車場についてはすべてフラップレ

協会全体で
商品企画に取り組み
ノウハウ、知見を共有すべき

❶大宮駅から徒歩約5分。ソーラー LED街路灯のソーラーパネルは歩道
　側と駐車場側、両方に向かって付いており、二方向で発電できる
❷街路灯下のボックス内に防災用品が格納されている
❸歩道側の街路灯下部に2口の防水コンセントが付いている

❶

❷

❸

（2014年 12月撮影）「三井のリパーク」大宮桜木町1丁目第3駐車場
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（あくまで一例であり、ガイドライン要件を満たしていることが重要）

（通常料金のみ、曜日別料金） （最大料金繰り返し適用あり）

JPBガイドラインによる看板記載例

めには、何が必要だと考えられますか。
片岡　これはコインパーキングだけで
なく、いろいろな業界でも言われている
ことですが、やはり原点は安全、安心だ
と思います。
森井　表示ガイドライン以前に安全ガ
イドラインも協会として定めた経緯があ
りましたが、あれも今まで以上に周知徹
底していく必要がありますね。安全とい
えば、三井のリパークさんは2007年に
車室の幅を広げ、原則2,400mm以上の
新基準を設けられた。それまでは2100

～ 2200くらいが標準的でしたから、あ
の試みは画期的でしたね。
片岡　その分台数が減ることも事実で
すが、お客様がクルマを停めやすく、安
全、安心を感じていただけることが大前
提ですから。また、精算機、WEBサイ

ト等で利用料金を簡単に計算できるサー
ビスも開始しました。

リパークさんの強力なリーダーシップによ
るところが非常に大きかったわけで、改め
て御礼申し上げます。
片岡　ありがとうございます。コイン
パーキングはマーケットの変化に応じて
利用料金を変えることで占有率、収益を
コントロールする業界です。これほど頻
繁に料金を変える業界もあまり他に例が
ありません。原則無人であることも一般
的なだけに、料金表記、料金変更につい
てはお客様目線で対応することが何より
も優先されます。この3月までに、最大
料金表示などで有利誤認を招きそうな
看板の表記変更と、JPB統一フォーマッ
トの掲出は全国レベルで完了しましたが、
さらに分かりやすく、抜本的な看板デザ
インの変更を予定しています。
森井　今回の料金表示に対して、三井の
リパークを利用されているお客様から何
か反響はありましたか。
片岡　まだ厳密な統計は取り切れてい
ないのですが、トラブル、問い合わせに
対応するコールセンターへの料金に関す
る問い合わせ等は確実に減っていると思
います。
森井　思うに表示ガイドラインが提示
され、有利誤認の誘引件数が減少に転じ
ることが予測される2015年は、JPBに

とって大きなターニングポイントになる
年かもしれませんね。今後、さらにJPB

全体が盛り上がり、コインパーキングの
社会におけるプレゼンスを高めていくた

ることができます。
片岡　なるほど。そういえば以前新聞に
出ていましたが、自動車メーカーではプ
ラグインハイブリッド車の生産台数が世
界的に伸びているということで、駐車場
もそれに対応した仕様が求められると思
います。充電器を備えたコインパーキン
グがスタンダードになるかもしれません。
駐車場の見た目はこれからも変わってい
くのでしょうね。
森井　三井のリパークさんはコインパー
キング業界№2といっても、限りなく首
位を脅かす存在の№2です。そうした企
業がこれからのクルマの進化に対応して、
新しい駐車場モデルを追求していけば、
JPBのほかの会員企業もそれに倣ってい
くことになると思います。どんどん歩み
を進めていただきたいですね。
片岡　私たち自身の努力も大切ですが、
独走してしまうのではなく、協会全体で
商品企画、開発に取り組み、知見を共有
していくことが必要ですね。

森井　協会の話題が出たところで、2013

年からJPB全体で取り組んできた料金表
示変更の件では、御社に表示検討委員会
の委員長を務めていただき、表示のガイド
ラインを決めることができました。三井の

表示ガイドラインの登場で
2015年は
ターニングポイントに

対談 　片岡純市 × 森井 博パーキング業界の明日 61
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「三井のリパーク」駐車場利用料金を事前に計算できる カーシェアリング事業に本格参入

て聞かせてください。カーシェアリング
事業に本格参入をされることで、どのよ
うな展望をお持ちですか。
片岡　カーシェアリングは会員制で行
いますので、不特定多数の方にご利用い
ただくコインパーキングと違い、特定の
お客様と長くお付き合いさせていただく
ことになります。これは今まで当社にな
かったスキームです。
森井　当社というのはリパークだけで
なく、不動産仲介のリハウス事業も含め
てということでしょうか。
片岡　そうです。冒頭でも触れたとおり、
リハウス事業は家の売主と買主を仲介し、
契約が成立した以降は、通常、綿密なサ
ポートしていくわけではありません。し
かし、カーシェアリングの会員様はステー
ションから一定圏内にお住まいの方を主
な対象としており、ひとたび会員になって
いただけば、会員でいていただける間は
ずっと当社がフォローアップ致します。
森井　なるほど。
片岡　このようなユーザー志向の強い新
業態を始めたことは、我が社にとって非常
に大きな転換になり得ると考えています。
基本的にリハウスのお客様は不動産売買
の契約が成立するまで、リパークはコイン

連するのですが、多様な国からたくさん
の観光客が来るということで、言語を介
さなくてもダイレクトに理解していただ
ける料金表示のサインが重要になりそう
ですね。そういえば、私は1996年にア
メリカのアトランタオリンピックを現地
で観戦した経験がありまして、空港で配
布されていた競技場エリアのマップは見
事でしたね。競技場エリア内は一般車両
の出入りは厳しく制限されていて、クル
マの利用者はパーク＆ライドを行うよう
になっていました。競技場エリア外側の
あちこちに専用の駐車場が設けられてお
り、そのサインは実に分かりやすいもの
でした。言語抜きでも誤解なく分かるよ
うになっていて、さすがに多民族が長年
暮らしてきた国だと感心したものです。
片岡　なるほど。それは参考になりそ
うですね。

森井　最後に直近の話題として、御社が
3月に全株式を取得して完全子会社化さ
れたカーシェアリング・ジャパンについ

森井　2020年の東京オリンピック開催
に向けて、コインパーキングはどんな役
割を担うことができるとお考えですか。
片岡　言うまでもなく世界的な一大イ
ベントであり、多様な国から多くの方が
集まってくるわけです。オリンピックを
成功に導くには、そうしたお客様をいか
にスムーズに競技場や観光スポットに運
んでいくかが大切なわけで、そこでコイ
ンパーキングが担う役割もおのずと生じ
てくるのではないでしょうか。クルマが
重要な移動手段であることは間違いなく、
したがって駐車場も不可欠なインフラ
になるからです。ただ、クルマ移動の都
合ばかり優先されるのではなく、地下鉄、
バス、タクシー、あるいは自転車も含め
て公共交通とスムーズに連携していく仕
組みが必要だと思います。競技場エリア
へはクルマの乗り入れが制限される可能
性もありますので、パーク＆ライドの拠
点として機能することも考えられますね。
森井　先ほどの表示ガイドラインに関

カーシェアリング参入は
我が社にとって
大きな一歩

東京オリンピックに向けて
パーク＆ライドの
拠点に

3月20日にカーシェアリング・ジャパン株式会社の全株式を取得。三井不動産リア
ルティの経営資源である三井のリパークの駐車場網や、リハウス事業を始めとする
ユーザーとの接点機能を活用しつつ、カーシェアリング事業を主要事業に成長させる
ことを目指すという（このページのビジュアルは三井不動産リアルティ提供）

駐車料金精算機、WEBサイト、スマホ用駐車場検索アプリで利
用料金を簡単に検索できるサービスを展開（すべてスマートフォ
ン画面のイメージ画像※スマホアプリは2015年5月末開始予定）
www.repark.jp
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対談記事のバックナンバーもご覧いただけます。

過去の対談ゲストの方は、WEBでご紹介しています

または http://www.parkingpress.jp/taidan/  にアクセス

で検索パーキングプレス 対談

【パーキングプレス 発行人】  森井 博 のプロフィール

●  一般社団法人 日本パーキングビジネス協会 理事長
●  一般社団法人 自転車駐車場工業会 会長
●  一般社団法人 日本シェアサイクル協会 専務理事
●  東京八重洲ライオンズクラブ 会員
●  六本木男性合唱団 団員
●  サイカパーキング（株）、日本駐車場救急サービス（株）、
　 モーリスコーポレーション（株） 夫々代表取締役CEO

【略歴】 1938年（昭和13年） 宮崎県延岡市生れ76才。
 1957年（昭和32年） 石川県立金沢泉ヶ丘高校卒
 1961年（昭和36年） 東京商船大学（現東京海洋大学）卒
 1961 ～ 1979年 石川島播磨重工業（現：IHI ）
 1979 ～ 1991年 東芝
 1991年～ 現職

【趣味】 現在：ゴルフ、合唱　過去：テニス、野球、ドライブ

【遍歴】 水泳（小学生になる前から泳ぎ、中学校では石川県大会で後
にオリンピック選手になった山中毅より速かった）、野球（中
学生までは本気でプロ野球選手になるつもりであった。元西
鉄ライオンズ 故・鉄腕 稲尾和久投手、完全試合男 田中勉投
手、元巨人 淡河弘捕手は友人。原辰徳監督の父 故・貢氏か
らはボクサー犬を貰った仲。少年野球コーチ6年間）、陸上競
技（短距離、ヤリ投げ、インターハイ2回出場）、テニス（元
デ杯選手本井満氏のコーチでかなりの腕前になるも、45才
時アキレス腱断裂で引退）、ゴルフ（熱心に勉強するも、なか
なかシングルにはなれない。これをヘタの横好きという）

ましたので、この会社でできることはそ
う多くは残されていないのですが、当社
の次代を担う社員たちに少しでもいい形
でバトンを渡せればと考えています。
森井　60歳など通過点に過ぎませんよ。
私は今年喜寿で77歳になりますが、まだ
やるべき仕事は多い。片岡さんにも、ぜ
ひ協会のリーダーである三井のリパーク
のトップとして頑張っていただきたいと
思います。本日は御社の取り組みから業
界全体の話まで幅広い内容を話し合うこ
とができました。誠にありがとうござい
ました。

なるのは間違いないと思います。アウト
ソーシングで専門企業に代行してもらう
ことはありましたが、やはり、自社が取
り組まないと“魂”は入らないと思います。
森井　今回の子会社化は、片岡さんの意
向が大きく反映された結果ということで
すか。
片岡　ええ、これについては何度となく
議論を重ねました。具体的に何年までに
確実にこれだけの利益が出る、とは誰に
も分からずにスタートしたわけで、後は
志を強く持って仕事に取り組めるかどう
かに尽きると思います。私は還暦を迎え

パーキングの入庫から出庫までの短時間
と、いずれも期間限定的なお付き合いで
すが、もちろんユーザーであることに変わ
りはありません。今後、カーシェアリング
事業で蓄えるノウハウや知見で、リハウス、
リパーク、すべてのユーザーもきめ細かく
フォローできる体制を構築できればと思
います。確かにカーシェアのステーショ
ンひとつひとつが利益を生み出していく
のは容易ではありませんが、現在、多くの
社員がその実現に向けて努力を重ねてい
ます。それは必ず、我が社の基盤を強固
にすることに結びつくはずです。
森井　お客様の目線が重要視されるの
はすべての業界に共通していますが、三
井不動産リアルティさんも、その点をこ
れまで以上に重視されるわけですね。私
たちサイカパーキングでは、全国に月極、
日極合わせておよそ50万人のお客様が
いらっしゃいます。片岡さんのお話を聞
いて、我々もお客様とのリレーションづ
くりに注力するべきだと痛感しました。
片岡　ビッグデータの重要性を説くま
でもなく、今後、ユーザーマーケティン
グが企業の成長を左右する大きなカギに 対談終盤には「駐車場事業は大きな可能性を秘めていますよ」と力強く語ってくださった片岡氏

対談 　片岡純市 × 森井 博パーキング業界の明日 61


