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が、数字を追い求めると良い保育は
提供できない。運営する企業、そして
働く保育士が共通の理念をしっかりと
持って臨むことが重要です」。
※electronic commerceの略。インターネット上で商
品やサービスを売買することを指す。

理念教育の徹底が
強い企業をつくっていく

　スタイルクリエイトが成長を続ける理
由は、徹底した理念教育にあります。
従業員は全員女性、20代から70代ま
での幅広い世代が一緒に情熱を持って
業務に取り組む姿勢は、理念の統一
によるものだと麻生さんは言います。
　「世代が違えば働く姿勢も違い、根
性論で取り組む人がいれば、プライ
ベートの充実に重きをおく人もいる。
それぞれの個性をまとめるには、共通
の理念が必要です。スタイルクリエイ
トがどういう会社で、どういう事業を
行い、どう社会に貢献していくのか。
自分が何のために働いているのかを明
確にすれば、同じ目標に向かって働く
ことができます」。
　また社員とパートが対等に働ける環

境づくりにも注力することで、従業員
間の壁もなくしました。
　「同じスタイルクリエイトの一員とし
て、社員とパートに上下関係はありま
せん。そこにあるのは働き方の違いだ
け。時間の長短に関わらず、同じよう
に役割を与えることで責任感が生ま
れ、成長につながります。現にパート
からスタートして総務のトップになるな
ど、意識を変えるだけで人材育成にも
つながります」と麻生さん。

女性が働きやすい企業
ナンバーワンへ

　2019 年 6月12日には、子どもたち
の育ちを彩るウェブマガジン『遊ぶ・
学ぶ・広がるKa Ra Fu Ru』をスター
ト。運営する保育園の保育士など、専
門家たちが子育て情報を発信します。
またこれまでの教育・保育事業の経験
を生かして、子ども服やおもちゃなど
の自社開発・販売も検討しています。
　麻生さんは「よりリアリティのある情
報サイトとして、もっとママに寄り添っ
た情報を発信していきたい。育児はも
ちろん、ママの働き方など、役立つ情

報を届ける」と意気込みます。
　常にチャレンジを続けるスタイルクリ
エイトが目指すのは、“福岡で女性が働
きやすい企業ナンバーワン”。そのた
めにまずは産休・育休プログラムを充
実させたほか、今後は在宅ワークの確
立などを進めます。
　「5 年後には福岡で女性が活躍する
企業と言えばスタイルクリエイトの名
前が挙がるようなモデル企業になりた
い」。地域社会で活躍する女性を生み
育てる企業として、また女性の人生を
支えるパートナーとして、さらなる成
長を続けます。

ニーズに合った保育などで
女性を多角的にサポート

一億総活躍社会の実現に向けて
様々な取り組みが進められる中、福岡
市中央区のスタイルクリエイト株式会
社は、自社の事業を通じて女性の活
躍を応援しています。“女性に、輝き続
ける人生を”を合言葉に、代表取締役
の麻生有花さんは「結婚、出産など、
ライフステージの変化に伴いキャリア
を諦めてしまう女性も多い。そうした
節目に関わる事業で、家事や育児と仕
事を両立できる、輝く女性を増やした
かった」と話します。

現在、スタイルクリエイトが展開し
ているのは3つの事業。保育園運営に
携わる教育・保育事業、ベビー服やマ

タニティウエアを取り扱うアパレルEC事
業※、オリジナルの結婚式などを提案す
るブライダル・アニバーサリー事業と、
多角的に女性をサポートしています。

中でも“働くママ”を応援する教育・
保育事業では、福岡市内に企業主導
型保育園2園と小規模保育園（認可園）
2園を運営。保育士や調理師などのプ
ロに加えて育児のアドバイスを行う育児
アナリストが在籍しているほか、理論と
実践に裏打ちされた体育・音楽活動、
ネイティブによる英語レッスンやアート
活動など、保護者の意見を積極的に取
り入れた保育に取り組んでいます。
「これからの人材に求められる個性と

才能を伸ばす教育を心がけています。
古き良きものは踏襲しながら、一人ひ
とりの個性を伸ばす。目指すのはパパ

ママが預けたくなる場所です」。
そうした教育理念に共感し、保育園

を共同利用する提携企業も着 と々増え
ています。

また教育・保育事業に取り組んだ
きっかけについては
「私自身、個人事業主として働いて

いた時から、ニーズに合った保育園が
ないことに課題を感じていました。そ
んな中で企業主導型保育事業のこと
を知り、専門知識も持たないまま業界
に飛び込みました。実現するためには
何度も行政に足を運び苦労もしました
が、働く女性を応援したいという気持
ちが強かった」と麻生さん。
「命を預かる仕事なので中途半端な

気持ちでできるものではありません。
企業としてやる以上、利益は必要です

スタイルクリエイト株式会社　代表取締役　麻生 有花氏

2教育・保育事業では、子どもたちの“生きる力”を育成。感じる力やチャ
レンジする力など、7つの力を身につける教育を展開している

4スタイルクリエイトが提案するウエディングは“想いを叶える”プラン。
レストランなど式場以外でもプランニングを行っている

1理念教育をはじめ従業員に対しても様々な指導を行うスタイルクリエ
イト。使うものにもカラーを打ち出し、タンブラーなどを制作

3ウェブマガジン『遊ぶ・学ぶ・広がるKa Ra Fu Ru』では、幅広い世代
の社員が、それぞれの子育てや仕事における気付きを発信

【プロフィール】
福岡県出身。大手アパレルに就職し
た後、ヘアメイク、ウエディングプロ
デュース業などを経て独立。ヘアメイ
クの指導やアパレルのオンライン販
売などに携わり、2015年にスタイル
クリエイト株式会社を立ち上げる。
女性の活躍を応援する企業として、
子育て応援宣言企業などにも登録。

スタイルクリエイト株式会社
〒810-0074 福岡市中央区大手門2-2-8-2F

TEL 092-753-8900
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