
126 xxxxxxxxxx 127the surfer’s journal japan



118 119the surfer’s journal japan

Re-entry

池田純（以下、I）: 今日は、新体制で

のスタートを切った「ハーレーってどんな

ブランドなんだろう？」ということをテーマ

に話したいと思います。修自さんはチー

ムに入って長いですよね。

糟谷修自（以下、K）: もう20年になり

ますね。ハーレーは、ビラボンUSAの

社長をやっていたボブ・ハーレーさんが

1999年に独立してカリフォルニアのコス

タメサで立ち上げました。2000年にボブ

さんに誘われて一緒にメンタワイに行っ

たんですよ。そこで「ハーレーに来ない

か」と声をかけてもらったことがチームに

入ったきっかけです。

I: ハーレーができた当初はどんな印象で

したか？

K: 新鮮でしたね。当時からビラボン、ク

イックシルバー、ガッチャなどメジャーな

サーフブランドがいくつかあったけれど、

そうした大きな会社から独立して新しい

ブランドが生まれるということはめずらしく

て。でもボブさんの人脈がすごかったか

ら、だれもがおもしろくなるだろうと注目し

ていました。

I: 修自さんとボブさんの出会いを教えて

ください。

K: 初めてカリフォルニアに行ったときなの
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新生ハーレージャパン始動

めざす未来を語る

アンダーアーマーを日本に広めた立役者のひとりである中村昌弘が

社長に就任し、新体制で活動を始めたハーレージャパン。
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世界に名だたるプロサーファーで、長年にわたりハーレーを支える糟谷修自と

中村、池田の両氏による熱き思いをお届けしよう。
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で1980年、19歳のときに知人の紹介で

出会いました。当時のボブさんはシェイ

パーでした。それから何年か経って、ビ

ラボンをオーストラリアからアメリカに輸入

するようになったんですよ。

I: 創業者はシェイパーだったんですね。

K: そう。ワールドチャンピオンにサーフ

ボードを削っていたほどの腕を持ってい

ます。

I: そこから今や世界に名だたるサーフブ

ランドをつくりあげた。

K: ハーレーが発足して数年してから、

ロブ・マチャドやパット・オコーネルなど人

気のあるサーファーがチームに入ったこ

とでいっきにメジャーになりました。彼ら

が参加した理由はボブさんの人柄。ボ

ブさんはすごく面倒見がよくて、サーフィ

ンが好きな人にとことん情熱を捧げる人

だから。

I: 中村さんは、サーフィン業界とは違う

世界の第一線で活躍してきました。その

中村さんがハーレーをやると聞いて、期

待も含めて驚いたんですよ。なぜ社長に

就任したんですか？

中村昌弘（以下、N）: 新体制のハー

レージャパンに大きな可能性を感じたん

です。いいものづくりができるはずだと。

最大の強みは、ハーレーブランドすべて

の商品を一から企画して、製造、販売

できるようになったことだと思っています。

スポーツ衣料の企画、製造販売を得

意とする会社が親会社なんですよ。

I: これまでのようにグローバルラインもある

んですよね。

N: もちろんです。グローバルラインにも日

本のユーザーが求めている商品や高品

質の商品がたくさんあります。今までよりさ

らにユーザーやライダーの要望を受けな

がら、セレクトの精度を上げていきます。

I: ハーレーはライダー陣も華やかです

よね。

K: 海外だとオリンピック出場が決まって

いるCT選手のフィリペ・トレド、コロヘ・ア

ンディーノ、カリッサ・ムーア、ウォーター

マンのカイ・レニーなどがいますね。日本

は僕、大橋海人、大原洋人、河村海

沙、田中大貴、関本海渡、岩見天獅

がメインライダーです。

N: 日本のハーレーのライダー全員、15

歳の天獅くんから修自さんまでヒアリング

長年にわたり、ハーレージャパンサーフチームを牽引

する糟谷修自。自身が一流のサーファーでありつづ

けることで、強くブランドを支えている
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“たくさんの
「HAVE FUN」を提案して

社会を変えていく”

させてもらったんですが、みんな欲しいも

のが違うんですよね。世代によって見て

いるものが違うから。それを全部かたちに

してみたらどうかなと思いました。おもしろ

いのは、全員違うことを言うんですが、ブ

ランドに対して共通のイメージがあるんで

すよね。

I: 一般的に、サーフブランドの母体が

変わるとサーフィンの色が薄くなってしま
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しっかり聞いて、わからないことはその道

のプロに任せてしまおうと。それが進めか

たの前提なんです。

K: サーフィンはお任せください（笑）。プ

ロフェッショナル同士がおたがいにいつ

も意見をぶつけていれば、さらにアイデ

アは出てくるもの。日本独自のハーレーら

しさが出せたらいいですよね。

I: 中村さんは自由に羽ばたきながらやっ

ていただきたい。かっこいいデザインを

つくって、垣根を超えていろんなところで

ハーレーを見られるように。そうなったとき

に、サーフィンを忘れないでやってるなと

お客さんに思ってもらえるように、僕と修

自さんはいられればいいと思ってます。

N: もちろん、まずはハーレーの強みで

あるサーフマーケットの再強化を推進し

ます。とくにボードショーツやラッシュガー

ドなどハーレーが誇る商品の再強化を

図って、根強いハーレーのファンによりよ

い商品とよりよいサービスを届けたい。 

そのうえで、サーフルーツから派生する

初めてのオールラウンドブランドをめざし

ます。

I: サーフィンにはスポーツ、カルチャー、

ライフスタイルなどいろんな側面があるか

ら、可能性は無限にありますよね。

N: サーフィンのスポーツという側面での

機能性、余暇という側面でのファッショ

ン性、そのふたつを兼ね備えた最高の

商品を生みだしていきます。サーフィンを

「競技」という枠だけでとらえず、幅広

い意味で「余暇」ととらえ、その余暇を

ハーレーとともに楽しんでもらいたいです

ね。とはいえ機能性の改良は、毎日真

剣に競技に取り組んでいるプロ目線の

意見があってこそだと思っています。 

K :  大ヒットしたファントムというボード

ショーツは、もともとナイキがオリンピックの

スイマーに向けてつくった素材でできてる

んです。それまでのサーフトランクスはゴ

ワゴワしてて、長く履いていたらスレちゃ

うものもあった。そこでファントムが出て、

他社も同じようなのを出してきた。そう考

えると、やっぱりいい素材が大事。実際

にファントムのおかげで、サーファーじゃ

なくても海に遊びにいく人も買ってくれるよ

うになってきているし。

N: おもしろい話があるんですけど、夜寝

るときに何を着るという話をしたときに、多

くの人がパジャマを着ていないんです。

スポーツウェアとか、肌触りのいいショー

トパンツを選んでいる人がとても多い。

メーカーは寝るためにアイテムをつくっ

ているわけじゃないじゃない。でも、たと

えメーカーがスポーツ用につくったとして

も、着る人が着方をチョイスするのは自

由ですよね。だからハーレーも、たとえば

ボードショーツなんだけれど、ゴルフでも

着れるものをつくったりとか、いろんなイ

メージを膨らませながらも軸はサーフィン

にあるものづくりをしていきたいんです。

I: ジャパンクオリティのハーレーに乞うご

期待ですね。

N: あとは、お客さんがアイテムを手に取

るまでのワクワクも一緒にお届けしたい。

たとえば今までだったら、ライダーの修

自さん用にTシャツなどがビニール袋に

入ったままダンボールに詰められて送ら

れてるんですよ。僕はそれをやりたくない。

全部ビニールを取って、ちゃんと包んで、

箱もハーレーのものにして贈りたい。

K: 以前、ボブさんとハワイでの出店につ

いて話していたときに、日本人のいいとこ

ろはまさにそういうところだと言っていまし

た。海外のメーカーやお店は、アイテム

をただビニール袋に入れるだけで、日本

人のようにきれいにたたんで包んだりはし

ない。でも、それをやってあげたらお客さ

んはすごく喜ぶ。日本人にしかできないこ

とだって。

N: そうなんです。だけど、会社の人数

が多くなったり慣れてきちゃうとその意識

が薄れてきちゃうんですよね。相手が契

約選手だからいいじゃないみたいになっ

てきたり。でも「相手の気持ちをどう思う

か」というのが僕の行動のベースになっ

ていて。自分がやってもらってうれしいこ

とを、人にはやってあげたほうがいい。そ

のへんの感覚がすごく大切。かっこいい

もの、いいものであることは大前提で、そ

れを相手に渡して喜んでもらえるかたち

で提供する。通信販売で買ったものが

届いたときに、ワクワクする気持ちを高め

るようなこと。受け取る側でそういう感性

がない人もいるかもしれないけれど、みん

なにそうする。僕の価値観では、それが

商売の原点だと思います。

K: すばらしいです。ものづくりはお任せし

ます（笑）

I: 中村さんがプロの経営者として、ハー

レーに日本式の新しいかたちを持ち込ん

でくれますね。

K: 今って、どこのサーフウェアも似たり

寄ったりの部分がある。そこの改革につ

ながるかもしれない。

N: そうとはいえ、今までのブランドの流れ

がある。だから昔のことも含めて、いろん

な人の話を聞いて方向性を定めました。

いいスタートを切れています。

I:  最初の修自さんの話を聞いていて

思ったんですが、やっぱりボブ・ハーレー

さんはサーフィンが好きな人を何よりも大

切にしてたんですよね。でも、サーファー

だけのブランドじゃない。

N: ボブさんは絵とか音楽もやってたみ

たいですね。

K: 立ち上げたとき、音楽やスケートボー

ド、カルチャーにまつわるいろんな分野

を伸ばそうと考えていました。

N: ハーレーが掲げるキャッチフレーズ

「HAVE FUN」はすごく印象的でし

たね。その言葉こそが、みんながハー

レーに持つ共通のイメージだと思いま

す。サーフブランドなんですけど、僕は

「HAVE FUNブランド」としています。

でもサーフィンがあるからそれを言える。

ただの「HAVE FUNブランド」じゃよく

わからないじゃないですか。そうである以

上、サーフィンには絶対還元しなくちゃい

けない。

K: だれしも人生一回しかないなかで、

多くの人たちがサーフィンが上手い下手

関係なく楽しめるように、サーフィン発で

いろんな貢献ができたら人間としてすば

らしいと思っています。

N :  ハーレーがたくさんの「 H A V E 

FUN」を提案し、余暇を当たり前に楽

しむことがスタンダードになる社会へ変え

ていく役割を担っていきたい。彩り豊か

なライフスタイルの提案ですね。

“僕が出会ったころの
ボブ・ハーレーは
シェイパーでした”

“ジャパンクオリティの
ハーレーに

乞うご期待です”
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コンテストだけでなく、フリーサーフィンにおいても

抜群のセンスを発揮する大橋海人。ハーレーが掲げ

るサーフィンの原点「HAVE FUN」を体現する存在

CT入りをめざして世界の第一線で戦う大原洋人。ハー

レーが誇るブランド力とハイクオリティなアイテムは、

トッププロのR&Dによって磨き上げられる

うこともありますが、中村さんはサーフィ

ンを忘れずに、かつ好きにやってくれる

んだろうなと思ってます。なにせアンダー

アーマーでイメージづくりと売上を両立

させてきたアパレルのプロですから。

K: ハーレーにとってサーフィンはルーツ

です。そこを持ちながらアイテムのクオリ

ティがさらによくなれば、ブランドがいいか

たちで広まっていくんじゃないかな。

N: ブランドって、つくるものじゃなくて最

終的にできあがるもので、大切なのは

みなさんの姿勢だと思っています。ハー

レーのサーフチームがより動けば、それ

がみんなで共有できるイメージになって、

ブランドは成長して社会貢献にまでつな

がっていく。そうして裾野が広がっていけ

ばいいなと思ってます。

I: ひとつ気になるのは、サーファーって

自由な人たちじゃないですか。その空気

を中村さんがどれだけわかるかどうかも

鍵だと思うんですよね。

K: サーファーは今も昔も、波次第という

のが考えかたのベースですからね。そう

いう人たちが多くて、それで職を変えたり

する人も少なくない。

N: そのへんの感覚はやらないとわからな

い。だからポイントは、いろんな人の話を
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