（別紙１）
（１）大賞【経済産業大臣賞】
会社名

３件
評

価

概

要

工作機械に組み込まれる高精度の精密位置決めスイッチの
専門メーカーで、実質世界でのオンリーワン企業である。
世界 17 カ国の海外顧客向けにＨＰを構築し、直販で受注を
受け付け、生産管理システムを駆使することにより短納期生
株式会社メトロール
産を行い、決済はクレジットカード等による電子決済で、原
則円建て・前金での販売を実現した。数千点の精密部品を組
代表取締役社長 松橋 卓司 み合わせた数百種類の工業用スイッチを、標準在庫品があれ
所在地：東京都立川市
ば世界中どこへでも一週間以内に配送できる体制を構築し
業種：精密機械器具製造業（高 た。また、国内・海外拠点の従業員間等との情報共有は、社
精度位置決めスイッチ）
内ブログを活用することにより、スピーディな意思決定が行
われている。
生産性の向上とグローバル化という、中小企業が抱える大
きな経営課題にＩＴを活用することにより取り組み、多大な
成果をあげている点が特に高く評価された。
生産管理システムを軸に、ＥＤＩ受注から関連図面情報の
検索と生産計画指示、進捗管理、原価管理等の情報流通を自
動化することにより、効率的な業務が実現できている。さら
に、従業員全員の作業状況をＷｅｂカメラで記録することに
株式会社小林製作所
より、ワークフローを客観的に実態把握し共有し、品質改善、
技術の継承、スキルアップ等のために活かし、従業員全員参
代表取締役 小林 靖典
加型のＩＴ経営を実現している。
所在地：石川県白山市
生産状況がデータ一元管理されていることにより、顧客か
業種：生産用機械器具製造業 らの問い合わせやクレームに対する迅速な対応が担当以外で
も可能であり、また見積システムによる見積要求対応を迅速
化させ、顧客の満足や信頼を高めている。
こうした総合的なＩＴ利活用により、業績にも大きな貢献
をしている点が特に高く評価された。
世界 14 カ国のワイナリーから輸入販売を行う酒類専門商社
である。
仕入側、販売側の基幹システム、会計・給与等の勘定系シ
ステム、データ分析システムを構築・整備し、社内業務全般
のインフラを確立した。さらに、上記基幹システムから生み
株式会社モトックス
出される情報資産を営業戦略に活用するためＷｅｂ系販促シ
ステムを導入。特にスマートフォンとＡＲ（拡張現実）を活
代表取締役会長 寺西 太一 用し、ワインのラベルやＡＲマーカーに端末をかざすだけで、
所在地：大阪府東大阪市
ワインやワイナリーの情報を画像・動画で提供できるシステ
業種：ワイン輸入卸売業
ムを開発して飲食店等に無償で提供するなど、最新のテクノ
ロジーを駆使し、ワイナリー、小売・飲食店、消費者をつな
ぐＢtoＢ、ＢtoＣの新サービスを確立した。
自社の事業拡大に留まらず、ワイン市場全体の活性化も視
野に入れたマーケティング戦略を実践している点が特に高く
評価された。

（２）優秀賞【日本商工会議所会頭賞】
会社名

評

株式会社印傳屋上原勇七
代表取締役 上原 重樹
所在地：山梨県甲府市
業種：印傳製造・販売

株式会社アクセス

代表取締役社長 村田
所在地：大阪府枚方市
業種：新聞販売店

２件

孝義

価

概

要

天正 10 年（1582 年）に創業し、「甲州印伝」として数百年
にわたり日本を代表する伝統工芸品を製造・販売している。
社内システムは、販売管理と生産管理を連携させ、同時に
ＰＯＳを導入し、鹿革、漆、柄を組み合わせた単品管理や、
在庫管理等の業務効率化に貢献している。４つの直営店とは
オンラインで結ばれており、顧客情報の管理も行っている。
ＨＰによる情報発信にも力を入れており、海外からの関心を
高める効果を上げている。
在庫、売上、顧客に関する情報を連携させることによる業
務効率化と、ＨＰ等による海外販路開拓を実現している点が
評価された。
枚方市全域をカバーする新聞販売店である。
若年層の新聞離れ、読者の高齢化などの影響で購読者数が減少
している中、インターネットを通して、地域情報を購読者に提供す
るという新しいサービスを行い、購読者の確保拡大を進めている。
具体的には、開設したＷｅｂサイトにおいて、地域の飲食店・小
売店・サービス業など協賛店からの情報掲載を実施。さらに、情
報更新の利便性を高めるなどの工夫をしながら、協賛店からのサ
ービス情報を購読者に提供し、その購読者は、協賛店のサービス
を特典付きで利用できるという仕組みを運営。購読者の確保とい
うだけではなく、地域のコミュニティ形成にも寄与している。
また、業務（顧客管理・販売管理・給与計算等）システムを利用
することにより、コスト削減を図り、現在購読世帯５万世帯、協賛
店 900 店を確保するなどの成果を上げている点や、新聞販売店の
新たなビジネスモデルとして参考となる点が評価された。

（２）優秀賞【全国商工会連合会会長賞】
会社名

２件
評

価

概

要

インターネット販売に特化して枕・寝具を販売している。
大手ネットショッピングモールの活用、独自のＷｅｂショ
ップの運営を行うとともに、ネット販売の特性を徹底研究し、
それぞれの業績を評価しながら、20～30 のサイトをスクラッ
プ＆ビルト方式で運営し、常に業績の良いサイトを残す工夫
まくら株式会社
をしている。価格競争になりかねないネット販売で定価販売
を原則とし、満足が得られなければ無料返品を受け付けるな
代表取締役 河元 智行
ど顧客満足を最大化している。膨大な商品数の取扱いと、複
所在地：千葉県我孫子市
数サイトの運営を可能にするために、社内の業務システムは、
業種：寝具小売業
受注処理、在庫管理、発注処理、発送指示、入金確認処理等
の処理を始め、売上情報や勤怠管理とも連動させ経理処理、
決算、税務申告（ｅ-Ｔａｘ）までの処理を一貫して自動処理
できるシステムを整備し、従業員が直接携わる業務は、原則
発送業務のみという仕組みを確立し、効率化を実現している
点が評価された。
大手旅行会社、営業マン依存という従来型の団体客をター
ゲットしたモデルから脱却し、個人客をターゲットとした WEB
による集客型モデルへ転換した。自社ホームページは、解析
ツールによりアクセス数や予約決定数を定期的に計測し、売
有限会社吉花
上効果を上げるために修正と検証のＰＤＣＡサイクルを常に
回し続けている。また、顧客属性ごとの商品開発も頻繁に実
代表取締役社長 吉本 加代 施し、成約率の向上に寄与している。
子
また、ＡＳＰ・クラウド型のホテルマネジメントシステム
所在地：石川県加賀市
の導入により、部門ごとで縦割りだったシステム（予約・フ
業種：宿泊業
ロント・会計）と業務を統合し、事務作業の効率化と業界の
慣習にとらわれることなく従業員の多能工化を進め、尐数精
鋭での運営を実現。こうした取組により、過去最高の経常利
益を計上し、雇用拡大を図るなど確かな業績を上げている点
が評価された。

（２）優秀賞【全国中小企業団体中央会会長賞】
会社名

川嶋工業株式会社
代表取締役社長 川嶋 紹市
所在地：岐阜県関市
業種：生活雑貨製品製造業

株式会社クロスエフェクト
代表取締役 竹田 正俊
所在地：京都府京都市
業種：工業用模型製造業

２件
評

価

概

要

生活雑貨の企画開発・生産・販売を行い、全国の百貨店、
量販店等の流通チャネルを通じて販売している。
小売店や問屋からの尐数即納（多品種・小ロット・短納期）
要請の強化に対応するため、出荷システムを開発することに
より、即日出荷（受注当日出荷）を実現した。また、一度の
入力で作成された情報を受注から出荷まで一気通貫で活用す
るシステムと連携することにより、業務効率の向上と経営判
断の迅速化を実現している。インターネット販売や三次元の
ＣＡＤ/ＣＡＭを活用した商品開発にも着手し、情報発信や開
発の期間短縮にもＩＴ経営の幅を広げている。
顧客ニーズの変化に対応するとともに、迅速な経営判断や
変化に柔軟に対応できる生産体制を整備し、競合他社が売上
を落とす中で、売上の維持と利益率の向上を果たしている点
が評価された。
３Ｄデジタルエンジニアリング技術を用い、樹脂製品の開
発工程で使われる試作品を制作している。
商品開発期間の短縮が進む中で、試作品の短納期納品が求
められるとともに、単品受注で収支を合わせるため、案件ご
との精度の高い時間管理が必要となり、また原価の正確な把
握が必要であった。
スマートフォンを活用して、どこにいても入力ができ、１
分単位までの日報入力に対応した進捗管理及び原価管理シス
テムを開発し、それまで「どんぶり勘定」であった試作品製
作の進行状況、従業員の稼働状況、製造原価をリアルタイム
で把握できるようにした。これにより、リードタイムを短縮
し、受注から 24 時間以内に納品する「世界最速サービス」を
実現し、顧客数の４倍以上の増加、売上増加に結びつけ、さ
らには原価把握もリアルタイムでできるようになり、売上高
材料比率を減尐させるという成果をあげている点が評価され
た。

（２）優秀賞【情報処理推進機構理事長賞】
会社名

２件
評

価

概

要

仙台駅近郊にビジネスホテルを展開している。
宿泊情報、顧客情報、売掛情報をデータベース管理するこ
とにより、ホテル間の情報共有ができ、かつ窓口対応などの
オペレーションも一元化され、宿泊者の急な対応にも円滑に
松月産業株式会社
行われている。また、ＳａａＳに切り替えることにより、ホ
テル間のオペレーションは一層円滑に行われ、震災後の顧客
代表取締役 田所 照章
対応も問題なく行われた。
所在地：宮城県仙台市
手数料の高いエージェント経由から利益率の高い個人客
業種：宿泊業
（個人会員）への切り替えが大きな経営課題であったが、ポ
イントカードの利便性向上、Ｗｅｂによる口コミ評価の充実、
地域の飲食店とのコラボレーション等の取組により、個人会
員による売上高を押し上げた。他のビジネスホテルが苦戦す
る中、利益を確保できている点が評価できる。
プラスチック成形事業からスタートし、第二創業として環境
対応型発泡体製造、さらに新事業としてＪＥＳ（治具、電気、
装置）事業を展開している。
ミヤコテック株式会社
生産管理システムを軸に、受注におけるＥＤＩ情報を所要
量計算に利用することによる手配の効率化を始め、生産、在
代表取締役 市川 克一
庫の全プロセス管理の効率化を実現し、リードタイム短縮、
所在地：京都府京都市
在庫削減などの効果を上げている。情報一元化に加え、Ｓａ
業種：工業用プラスチック製 ａＳ型顧客管理システムによる営業支援にも成果をあげてい
品製造業
る。
また、個別従業員の成果向上の要素である暗黙知をデジタ
ル・マニュアル化し、全従業員の共有ノウハウとして活用で
きる仕組みを構築している点が評価された。

（２）優秀賞【ＩＴコーディネータ協会会長賞】
会社名

株式会社由紀精密
代表取締役 大坪 由男
所在地：神奈川県茅ヶ崎市
業種：機械器具部品製造業

株式会社西村金属
代表取締役 西村 忠憲
所在地：福井県鯖江市
業種：金属加工業

２件
評

価

概

要

電気機器メーカー向け部品製造から、航空・宇宙・防衛産
業、医療機器産業、電子・通信産業などの高付加価値製品分
野向けの顧客開拓と事業モデルを構築した。
“切削加工”をキーワードにしたＷｅｂサイトを立ち上げ、
営業専任を置かないマーケティング体制を確立した。新たな
分野の顧客や多様な要求に対して、柔軟にかつ迅速に対応す
るため、自社で生産管理システムを構築し、これまで縦割り
だったデータベースの統合を図り、業務の効率化を進めた。
また、三次元ＣＡＤ/ＣＡＭのカスタマイズにより、加工中の
測定結果を分析フィードバックして、超高精度の加工が可能
なシステムを開発。これにより、技能者の暗黙知の形式知へ
の置き換えも可能とした。これらの取組により、業績の回復
と向上を実現し、経営が目指したビジネスモデル転換を着実
に実現する取組を継続している点が評価された。
眼鏡部品を軸に、半導体製造機器、航空宇宙関連・医療機
器などの精密部品加工を行っている。
眼鏡業界は工場の海外シフトが進み、国内での部品生産が
激減し、多品種尐量生産に変化した市場に対応するため、生
産管理の改善と新しい事業分野の開拓を行うことは喫緊の課
題であった。
Ｗｅｂを活用した受注を開始すると同時に、生産管理のパ
ッケージシステムを導入し、タクトタイムの短縮、従業員の
生産性の適正な評価、顧客データの管理に活用した。その後、
工程管理、進捗管理、図面管理等もシステム化した。さらに、
ＳＥＯ対策やＳＮＳを活用した情報流通の加速により、Ｗｅ
ｂ受注が拡大し、売上高・リピート率の向上に寄与した。
ネット受注からロングテール型に多品種尐量の新規顧客を
獲得し、眼鏡部品の製造からチタン加工製品の製造に事業領
域の大きな転換を果たしている点が評価された。

（３）特別賞【商務情報政策局長賞】

３件

株式会社かっぺ

株式会社モトックスの経営課題を適切に把握し、Ｗｅｂソ
リューションやパッケージソフト導入を中心に、提案から運
代表取締役 佐藤 輝幸
営までの工程を幅広くサポートした点や、ＡＲ（拡張技術）
所在地：千葉県千葉市
などの新しい技術領域への積極的な取組、顧客のマーケティ
被支援者：株式会社モトック ング支援など中小企業との様々な連携を実現した点が評価さ
ス
れた。
株式会社エクス

製造業向けの生産管理・販売管理パッケージソフトを開発
販売しており、約 1,000 社に導入実績がある。
代表取締役社長 抱 厚志
これらの知識・ノウハウを活用して、株式会社メトロール
所在地：大阪府大阪市
に対して適切なシステム導入、きめ細やかなサポートを行っ
被支援者：株式会社メトロー
た点が評価された。
ル
株式会社アスコット
代表取締役 森井 義雄
所在地：大阪府大阪市
被支援者：株式会社ダルク

家庭用品の卸売業界に特化した基幹業務パッケージソフト
の開発・サポートを行い、開発技術や事業の堅実さに加え、
多くの中小企業と幅広く取引実績を背景とする業界知識・ノ
ウハウを保有している。これらにより、株式会社ダルクの経
営課題に対するソリューション提供や業務改善のコンサルテ
ィング等を行った点が評価された。

（３）特別賞【中小企業庁長官賞】

高橋

大治

所属：キングパーツ株式会社
役職：専務取締役

１件
企業内において、経営計画策定・実施の責任者として、企
業の状況を的確に把握した上で、業務改革の骨子を作り、か
つ実践した中心的人物である。
社内でのプロジェクトチーム会議を精力的に実施し、社内
におけるＩＴ利活用の理解を促進した。また、ＩＴコーディ
ネータ等の外部の支援者を有効に活用し、ＩＴベンダ等との
調整を担うなど、ＩＴ経営推進に多大な貢献をした点が評価
された。

（４）審査委員会奨励賞
会社名

６件
評

価

概

要

全国のホームセンター向けの家庭用品の卸売業を展開して
いる。
基幹業務パッケージソフトを導入し、8,000～10,000 アイテ
株式会社ダルク
ムの受発注管理、発送管理の効率化を図り、ハンディターミ
ナルによるピッキング・検品作業での誤発送をほぼゼロにし
代表取締役社長 杉澤 博
てきた。
所在地：北海道石狩市
また、ＥＤＩでの自動受発注によって誤受注、重複（二重）
業種：家庭生活用品卸売業
入力などのミスを無くすとともに、ペーパーレスを実現して
いる。さらに、ＥＤＩ、ＥＯＳによる在庫管理情報も連携し
ていることで、欠品率の低減がなされ、顧客満足度向上に繋
げてきている点が評価された。
油圧機械部品生産からアルミ加工に事業を多角化してい
る。
新規顧客開拓のために、ＨＰからの技術紹介や、ＳＮＳを
利用した顧客との接点拡大を図っている。また、生産管理シ
株式会社ミズノマシナリー
ステムにより、受注情報、製造情報の一元化や関連する図面
管理を実現するのに加え、見積管理データベースや営業管理
代表取締役 水野 文政
システムなどと連携させ、ネットでの見積もりや早急な注文
所在地：富山県富山市
への対応を可能とした。また、生産現場でのバーコードリー
業種：生産用機械器具製造業
ダーを活用することにより、進捗状況の見える化を実現して
いる。こうした活動により、県内中心だった取引先を全国に
拡大させるなど、総合的なＩＴ活用を定着させ、業績に繋げ
ている点が評価された。
ＯＰＰ（Oriented Polypropylene）袋の卸売に特化したＷ
ｅｂショップを運営している。
販売単位が 1,000 枚～5,000 枚、販売価格が当社製造原価の
ワークアップ株式会社
２倍以上であったことから、ＯＰＰ袋の卸に特化した、販売
単位 1,000 枚～10 万枚で格安のＷｅｂショップを開始。約 60
代表取締役 遠藤 周一
の自社サイトを運営。アンケート結果などを含むあらゆるデ
所在地：京都府京都市
ータを活用し、徹底したＳＥＯ対策により、Ｗｅｂサイトの
業種：ＯＰＰ袋製造販売業
充実、新商品の開発などを実施することにより、売上拡大、
新規顧客開拓などの成果をあげるとともに、雇用の拡大を実
現している点が評価された。
取引先企業から住所情報を渡される単純なＤＭ発送代行業
から、ＩＴを利活用することにより、取引先企業である保険
株式会社大宣
会社、保険代理店の個人情報管理業務を取り入れ、最終消費
者への必要情報提供事業を引き受けることで、保険商品展開
代表取締役 大嶋 芳明
におけるサプライチェーンの一角を担うモデルに転換した。
所在地：大阪府大阪市
事業内容の精密性を高めるため、ＤＭの封入、封緘作業に
業種：広告業・ＤＭ発送代行 おいてはバーコードハンディターミナルを活用したミスのな
業
い作業の徹底、個人情報管理のための徹底した情報セキュリ
ティ体制の高度化と維持は特に進んでいる。分単位での情報
管理、作業の効率化、取引先企業への信頼性の構築などＩＴ

利活用による成果をあげており、従来型事業が低迷する中、
新たなビジネスモデルを実現した点が評価された。

飲食店と生産農家間において、インターネットを通して食
材を仲介する卸売事業を行っている。
ドクター・オブ・ジ・アース
需要家と生産者をインターネットで仲介するというビジネ
株式会社
スモデルにおいて、
「いつ」
「どんな野菜が」
「どれ位」出荷さ
れるかというリアルタイムの情報を得る仕組みや、操作性の
代表取締役 河村 賢造
高さなど、様々な工夫を取り入れている。また、自らの目的
所在地：大阪府大阪市
を達成するために協力、支援してくれる組織・制度、業界関
業種：食料品卸売業
係者、ＩＴベンダ等を見つけ活用している。上記の取組によ
り、売上拡大、新規顧客開拓を実現している点が評価された。
金型製作から鋳造・機械加工・熱・表面処理までの一貫生
産を行っている。
顧客の注文が海外にシフトし、リーマンショックも重なり、
キングパーツ株式会社
短納期・価格の引き下げ要求が激しくなる中で、競合会社に
打ち勝つために、業務プロセスの改革と生産状況把握による
代表取締役社長 岩井 宏夫 生産リードタイムの短縮及び外注活用の合理化等を図る。外
所在地：広島県福山市
部専門家（ＩＴコーディネータ）の助言を得て、十分な現状
業種：金属製品製造業
把握や業務部門との調整の上、業務プロセス改革・システム
化を実現することにより、リーマンショックによる売上高減
尐を乗り越え、売上・利益共に急回復を成し遂げ、経営改革
を実現した点が評価された。

