
代表取締役社長

西松　正文 氏

ケニス株式会社
日進月歩で発展する科学の世界。
その絶え間ない科学イノベーションを、日々 支えているのがケニス株式会社だ。
科学を事業ドメインとし、教育や研究の場で使われる理科学機器を数多く製造・販売する。
創業75周年を迎えたケニスは、日本の科学技術と共に成長を遂げてきた。
今では日本全国に代理店網を有し、主要都市に6つの営業拠点を構え、全国で高いシェアを誇っている。
ユニークな事業ドメインで活躍を続ける戦略について西松 正文社長に伺った。

科学と共に栄える企業として
たゆまぬ変革をつづけ
科学技術の発展に貢献する
Products & Services

■         創業時の理念から
　生まれた
　稀有な事業ドメイン

　顕微鏡やフラスコを使って実験をし
た、学校の理科室を覚えているだろう
か。子どもたちが初めて本格的な科学
に触れるその瞬間、手にしている教育用
機器がケニス株式会社の商品だ。学校
や科学館などの教育機関から、大学や

大阪市北区天満2-7-28
TEL 06-4800-0721
1947年5月
１５７名（グループ合計）
8,000万円
70億円（’21/8期）（グループ合計）
理科学器械及び教材の製造並びに販売
試薬（一般毒物、劇薬を含む）の販売
度量衡器及び計量器の販売
医療機器及び材料の販売
https://www.kenis.co.jp
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師範付属中学校（現在の広島大学）で
理科学を教えていた長兄から、「理科器
械製作の仕事がある」との手紙が舞い
込み、それがケニス創業の始まりとなる。
　「科学技術の力で敗戦したと考えた
創業者である祖父は、これからは理科
教育に力を入れなければと考え、広島
市にケニスの前身となる、科学と共に栄
える会社『科学共栄社』を興しました。
教育用機器の製作・販売を開始し、創
業の翌年には大阪支店を開設しました。
小中高等学校の教育用機器を網羅し
たカタログを発行して全国に営業するこ
とでメーカーとしての地位を築いていきま
した」。
　創業者からバトンを渡された二代目社
長、西松正武氏の時代は、築き上げられ
た会社を大きく育てた発展期といえる。
　「1976年に現在会長を務める私の父
が二代目社長に就任しました。当時は、
創業地の広島での売上が6〜 7割を
占めていましたが、就任の翌年には神

戸営業所を開設し、さらに福岡、東京、
札幌と順次営業拠点を開設することで
全国区の会社に押し上げ、業界上位の
シェアへと会社を成長させました。一方
で、1980年代の教育現場では、子ども
の数が減少の一途をたどっていました。
将来を見据えた会長が、研究市場の
理化学機器への参入を開始し、現在で
は売上の過半数を占める主要事業へ
と成長しています」。
　IT時代を迎えた2010年、現在の社
長西松正文氏が三代目の社長に就任
した。就任後はM＆A、最新システムの
導入、物流倉庫の新設など大きな変革
が続いている。その変革の１つがICT
教育への取り組みで、プログラミング教
材の商品展開を開始した。社長として
転機となったのは2016年、大阪で100
年の歴史を誇る理化学商社、増田理化
工業株式会社のグループ化だった。
　「グループ化は、研究用理化学機器
事業の成長戦略として大きな決断でし

さらなる売上拡大を目指したいと考えて
います。現在、『新しい教育』を転機と
し、文部科学省が進めるGIGAスクー
ル構想※に対応した新教材を検討して
いるところです」。
　もう1つの主要事業である研究分野
の市場は巨大で、参入する企業も多
い。競争は激しいが、拡大し続ける市
場ならではの大きな伸びしろがあり、ケ
ニスはそこに商機を見出している。
　「研究市場では当社よりシェアの高
い企業も多数ありますので、ブランド認
知度を上げることが必要だと考えてい
ます。そのためには営業力を上げるこ
と。そして商品の取り扱い数を増やす
こと。伸びしろが大きな市場なので、新
たな販売チャネルを整えることで売上
拡大が狙えます」。
　ケニスでは現在、会社を挙げてＥコ
マースの販売体制作りを進めている。
※学校における児童生徒1人1台端末と高速ネットワークを
一体的に整備する取り組み。

History

■         創業から脈々と継承される
　ケニスの革新的な経営力

　ケニスが創業したのは1947年、戦後
まもなくのことだ。1945年8月15日を境に
日本は一変し、海軍潜水学校教官を務
めていた創業者の西松張尾氏もまた例
外ではなかった。終戦後、広島の高等

企業の研究室までを顧客とする他に類
を見ないビジネスモデルで、ケニスは日
本の科学技術の発展に寄与してきた。
　「創業以来、『科学と共に栄える』と
いう理念の下、子どもたちの可能性を
引き出す教育用機器から、研究者が
求める優れた研究機器まで、科学に関
わる商品を幅広く取り扱ってきました。
創業者である祖父が起業した当時か
ら事業ドメインを科学に置き、『教育』と
『研究』という2つの市場で成長して

きた珍しい会社です」。
　時代と共に変わる理科教育に合わ
せ、常に商品を改良し続け、販売網を
全国に広げてきたことで、ケニスは理科
教材で全国トップクラスのシェアを誇っ
ている。教育市場における認知度が高
く、少子化が進む現在も、継続的に右
肩上がりの売上を達成している。
　「教育市場において、ケニスはリー
ディングカンパニーとしての地位を着実
に築いてまいりました。しかしながらご
承知のとおり、少子化で学校の数が減
り、教育市場の成長が鈍化し、シェア
争いも激化しています。そこでケニス
は、全国に広がる代理店網を活用して

創業以来の社名「科学共栄社」が「ケニス」という社名に生まれ変わったの
は2001年のこと。「ケニス」は科学共栄社のブランド名だ。ケニスの「ケ」は
科学共栄社の頭文字のK、「二」は創業者西松氏のN、「ス」はサイエンスの
Sを表している。商品力の強さから「ケニス」の名は全国に知れ渡り、入札な
どで科学共栄社と名乗ると、ケニスというメーカーの代理店だと誤解されるこ
とも多く、愛称として親しまれてきたブランド名「ケニス」に社名を変更した。
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会社概要企業
紹介

C o r p o r a t e  P r e s e n t a t i o n

本社

教育用と研究用の理科学機器で
ケニスが取り扱う商品数は、優に1万点を超える。

教育用
理科学機器

研究用
理化学機器

計測器
光学機器
汎用機器
実験用必需品
備品・材料

ライフサイエンス・分析
環境機器・保護用具
設備・保管・運搬

物理
化学
生物
地学

プログラミング・ICT機器
エネルギー・環境
光学機器
計測機器

創業初期の理科機器。手書きで丁寧に書かれた当時のカタログも残っている。

ケニス 社名の由来



　　　

　　　

企業
紹介

C o r p o r a t e  P r e s e n t a t i o n

ケニス株式会社

施し、業務の標準化と情報の共有化を
進めた成果だ。さらにこの1、2年で、在
宅勤務を含めた勤務内容や人事制度
を幅広く見直す改革を進めている。
　「昨夏は等級制度の見直しを実施し
ました。等級を倍に増やして社員にも公
開し、現状のポジションを明確にすること
で社員のモチベーション向上を図る狙
いです。体系化されていなかった研修
制度も一新し、社員が明確なキャリアビ

ジョンを持てる体制を今整えているところ
です。今後は、年次が近い先輩社員が
講師となる『繋げる・伝える型』の研修も
実施します。今まで役員や部長が行って
きた研修を、年次の浅い社員が担うこと
で、キャリアが浅い段階から会社への帰
属意識を持ってもらえればと考えていま
す。さらにエクセルや英語など、社員が
希望する研修を積極的に実施すること
で、社員一人ひとりの業務力の底上げを
図っていく予定です」。
　ケニスではこうした取り組みと同時
に、育休や有休制度の見直しなど働き
やすい環境づくりも進めている。代表的
な1つがオフィス戦略だ。
　「ペーパーレス業務を推進して書庫
を削減し、テレワークやWEB会議な
ど新しい働き方に対応した、半フリーロ
ケーションのオフィスへとリニューアルしま
した。この春にはモラールサーベイ（従
業員意識調査）も実施し、さらなる職場
環境の改善に取り組んでいきます」。

Future

■         教育と研究の分野で科学を支える
　リーディングカンパニーを
　目指して

　ここ数年でケニスはダイバーシティ化
を進めている。従業員の男女比率は
半 と々なり、シンガポール人の管理職も
誕生した。エスワティニ（旧スワジランド）
やパプアニューギニアの理科教員に対
し研修プログラムを実施する国際的な

Management

■         売上を落とすことなく
　新しい働き方にあわせた
　環境を実現

　創業以来、毎年売上拡大を続けるケ
ニスだが、売上を増やしつつこの2年間
で勤務時間の20％削減に成功してい
る。ペーパーレス化、ノートパソコンへの
切り替え、基幹システムの入れ替えを実

　誰一人取り残さない、持続可能でよ
りよい社会を目指すSDGs（持続可能
な開発目標）。その達成に向け、ケニス
は理科教育を通じた貢献を積極的に続
けている。
　その1つが、「こどもエコクラブ」への
協賛だ。「こどもエコクラブ」は幼児から
高校生の誰もが参加できる環境活動の
クラブで、クラブ活動の様子をアピー
ルする「クラブ活動フォトコンテスト」に
ケニス賞を設け、受賞者に教材を贈呈
するサポートを続けている。
　JICAのプログラムでは、エチオピア
に理科教材を寄贈した他、エスワティニ
やパプアニューギニアの教員に研修プ
ログラムを実施する活動も行っている。
環境教育プログラムやエネルギー環
境教育教材の開発を通じたエコ活動も
ケニスのSDGsの1つで、その他にも
様々な貢献を続けている。
　そしてケニスは今、SDGsに関連す
る新たな教材を考えている。理科教育
をとおして、安全な水の作り方を学んだ
り、気候変動の仕組みを学べる教材だ。
例えば「ろ過」や「沈降」などを学ぶ過
程で、SDGsで実際に役立つ知識を身

C O L U M N

た。異なる特徴をもつ組織同士のシナ
ジーが生まれ、それが現在の売上増に
つながっています。グループ化により増え
た商品群の一元管理も進め、基幹シス
テムも刷新しました。そして今年1月に完
成した新たな物流拠点『ケニス門真ディ
ストリビューションセンター』では商物分
離を進め、物流面での変革にも取り組ん
でいます（下記TOPICS参照）」。

につけられる、そうした理科教材を開発
し、教育機関に提案することを検討して
いる。子どもたちは学校でSDGsの理
念は学んでいるが、理念だけで終わら
せず、具体的な行動・実践に結びつける
ことができれば、将来、そうして学んだ
子どもたちが環境問題を解決するプロ
ジェクトを立ち上げるかもしれない。理
科教育をとおして地球の未来に種をま
く。ケニスならではのSDGsがそこに
ある。

　西松社長が若いころ、先輩から教わっ
た言葉がある。「物流を制する者が商流
を制す」という言葉だ。今の時代になり
改めて、この言葉の重みを感じていると
西松社長は語る。
　物流改革を進める西松社長は2022

年1月、大阪の門真市に、即納
体制の向上を実現する新しい
物流センター「ケニス門真ディ
ストリビューションセンター」を
稼働させた。敷地面積2,000
坪、延べ床面積1,600坪の巨

大な物流拠点だ。ケニスの改革のポイン
トは物流とそれを支える情報システムに
あると考える西松社長が、満を持して取
り組む物流改革の一環だ。
　新しい物流センターでは自動倉庫とハ
ンディーターミナルを導入し、これまで

以上に効率的な入出庫が可能となった。
これにより、1万点を超えるアイテムを適
切に在庫管理し、迅速かつ正確に顧客に
届ける体制を整備した。新しい基幹シス
テムも導入し、見積りや受発注業務だけ
ではなく、商品管理の効率化も図る。現
状の稼働率はまだ余裕があるため、今後
さらに商品数が増えても十分対応できる
ようになっている。
　この改革により、今まで混在していた商
流（受発注）と物流（入出庫）を分けるこ
とで、生産性を飛躍的に高め、成長を押し
上げる狙いだ。IT技術を駆使した次世代
の物流戦略で商物分離を進め、ケニスは
新たなステージへと歩みを進めている。

物流改革を進めるケニスの新たな挑戦、
ケニス門真ディストリビューションセンターが誕生

支援活動も行い、21世紀を生き抜く企
業ならではの進化を絶え間なく続けてい
る（上記COLUMN参照）。
　「『変化を捉えて未来を築く』をキー
ワードに、次の時代を力強く成長する戦
略を描いています。教育分野と研究分
野それぞれの事業ミッションを掲げ、業
界のトップブランドを目指します。教育分
野では、時代にあった『新しい理科室』
を作り上げていくこと。研究分野では、
今日の科学技術を支える研究者のベス
トパートナーになること。この2つをミッショ
ンとし、時代の変化を捉えた成長戦略
を押し進めています」。
　その具体的な戦略の1つが、首都圏
におけるシェア向上だ。広島で創業し、
大阪を拠点に拡大したケニスは、西日本
エリアのシェアが高い傾向にある。

　「現在、東京を中心とした1都3県の
シェア拡大を重点的に行っているとこ
ろです。次に、Eコマースなど新たな販
売チャネルに対応すること。さらにはオリ
ジナル商品の強化、取扱商品の拡充、
ユーザー認知度の向上など、多岐にわ
たる戦略を並行して進めています」。
　変化の激しい今の時代に1つ確かな
ことは、子どもたちが未来を担っていくこ
とだと西松社長は語る。
　「資源の少ない日本が世界をリードし
ていくためには、付加価値の高い教育
で科学技術力に優れた人材を輩出し
続けることが必要です。そういう意味で、
理科教育が果たす役割は大きい。これ
からもケニスは、科学分野における教育
と研究においてのリーディングカンパニー
を目指し、社会に貢献していきます」。

T O P I C S
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バケット自動倉庫 パレット移動ラック 小物保管スペース ハンディーターミナル

子どもたちの理科教育をとおして
SDGｓへ貢献する

時代にあわせた働き方を積極的に導入し、社内制度の改革を進めている。


