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２０１５年 ５⽉

アトリエ コマクサ
染⾊作家 ⽵林和美

伝統からの逸脱――。

私ならではの作品を作るという強い思いで、伝統⼯芸の技にこだわりなが
らも新しさを取り⼊れることを常に⼼掛けてきました。

第⼀の⾰新は、ろうけつの藍染めを確⽴したことです。藍を殺してしまわ
ない独⾃のろうの配合を開発。それまでほとんどが絞りで模様を⼊れていた
藍染めにろうけつを取り⼊れることでデザインの幅が広がり、洋服に合う絵
柄を描くことができるようになりました。

第⼆の⾰新は、泥と藍の融合です。奄美⼤島でしか染めることのできない
落ち着いた褐⾊は、陶器が好きな私が求めていた⾊でした。⾃然豊かな奄美
で染め上げた⽣地に、ジャパンブルーとも⾔われる深く澄んだ藍の⾊を乗せ
ると互いに引き⽴て合います。

さらに、こだわりは染めだけではなく、どこまでも“本物”を追求し、⽣地
選びや縫製にも妥協はありません。染⾊に使う⽣地は、国内のみならずアジ
ア圏を中⼼に海外まで調達に⾜を運びました。新しい⽣地を⼿にして創作に
思いを巡らせる時間は、私にとってかけがえのないひとときです。縫製は、
細部まで丁寧に仕上げる、信頼できる縫い⼦だけに任せています。染め上げ
た⽣地を広げて、さてどのように仕⽴てようかと相談して決めていきます。

このような⼀途な思いで⾛り続けて半世紀、今年で50周年を迎えました。
⼯房を始めた時は⼀⼈で切り盛りしていましたが、今では家族三代で協⼒し
て作品を⽣み出しています。また、これを機に、今後は他業態や専⾨家との
協業も視野に⼊れて、私どもの第三の⾰新に当たる“新しいデザイン”を⽣み
出していきたいと思います。
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Ⅰ.  ご挨拶
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（１）経営理念

伝統から逸脱する「⾰新」と天然素材で作る
「本物」を追求し、お客様の⼼を打つ作品を
⼼をこめてお届けする。

・⾃らの⼿で染める、細部まで⾃らの⽬で確かめるこ
とを徹底する

・創作意欲を絶やさず、新しいものへの挑戦を続ける
・外部パートナーとの関係を⼤切にし、想いを共有し

ていただくよう情報発信に努める
・お客様との対話を重んじ、⼀⼈ひとりとの繋がりを

⼤切にする
・作品のリクエストからアフタフォローまで⼀貫した

サービスを提供する

（２）経営理念の趣旨・説明

伝統そのままを継承するのではなく、独⾃の世界観
を作りたいという思いで果敢に挑戦をしてきました。

また、細部にまでこだわって仕上げた最⾼の作品を
お客様に直接お届けし、その世界観を共有していただ
きたく、お客様とのふれあいの場を⼤切にしています。

（３）⾏動指針

Ⅱ.  経営哲学
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伝統の藍染めと奄美⼤島の泥染めを、独⾃の技法で「泥」と「藍」それ
ぞれの染めの持つ深い⾊合いと豊かな⾵情を、全て⼿作りで⼀点物の
ファッション・インテリア⼩物に仕上げています。そして、⼀⼈でも多く
の⽅に、他にはない本物の作品を⾝に付けて喜びを感じていただくために、
全国の百貨店やギャラリーの展⽰会で直接販売しております。

（１）事業内容

コマクサの事業は、藍染め・泥染め作品の制作と直接販売です

【藍染め】

【泥染め】

Ⅲ.  事業概要
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藍染めは、藍からとった⾊素で
染める染⾊⽅法です。
藍染めの⾊は⼀⾊ではなく、染め
⽅や染めたときの状況によってい
ろんな「藍⾊」に染まります。

泥染めとは、テイチ⽊（⾞輪梅）を
砕いて作った染料に何度か浸け込み
と乾燥を繰り返した後、
泥⽥へ浸けて揉み込みを⾏うことで、
⿊く染まっていくという奄美⼤島の
染⾊⽅法です。
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藍（すくも）・「ろう」の仕⼊ ⽣地の仕⼊

奄美⼤島での泥染めアトリエの染め場での藍染め

（絞り染め）（ろうけつ染め）

企画・縫製

全国各地の百貨店やギャラリーで
直接販売する作品展⽰会

アフターサービス

（⽊版）

貴重な阿波藍と
呼ばれる「すくも」

数種類配合して
使⽤する「ろう」

・国内や世界各国を駆け
回り、⾃分の⽬で確か
めて仕⼊れています。

・化学繊維の⽣地は、
仕⼊れません。

お客様⼀⼈ひとりと直接会話
させていただいています。

⻑く着ていただけるのが
藍染めの服の特徴です。
⾊の染め直しやリフォー
ムなどもさせていただき
ます。
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（２）業務プロセス

Ⅲ.  事業概要

２
３

(2)４

６

(2)５

吹き出しの番号は、「Ⅴ・⾃社の強み・優位性（知的資産）」で、説明をしています。
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【企画】染⾊作家が、お客様の想いも
込めて作品を検討しています。

【縫製】専属の縫い⼦による、
丁寧な仕上げです。
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期間 年 度 出 来 事 知的資産との関係

1965 染⾊講師となる

1972 ⾼島屋⼤阪店の染⾊講師となる

1981 ろうけつと藍染を組み合わせることを思いつく
⽇本美術⼯芸会会員となる

1985
⻄武池袋店及び、サンケイ⽂化センター藍染講師となる
⽇本美術⼯芸会展奨励賞受賞

1986
無形⽂化財の佐藤昭⼈⽒から徳島藍購⼊を始める
東急本店及び、福岡岩⽥屋、全国の⾼島屋での藍染展に出展

1989 フランスベルサイユにて開催の⽇本伝統⼯芸展に出展

1995
泥染めの本場奄美⼤島に赴き泥染めの研鑽を重ね、藍と泥の融合を
試み独⾃の⼿法に⾼い評価を受ける
盛岡かわとく壱番館にて個展開始

2000
染⾊雑誌「創作市場」にて奄美⼤島で取り組んだ泥と藍を染め重ね
た新作が特集で紹介される

2002

染織と⽣活社発⾏の「染織α」にて染⾊作家 ⽵林和美の泥／藍染
作品が特集として掲載、紹介される
藤崎仙台、⾼島屋⼤阪店、横浜店、岡⼭店にて個展開催
新美⼯芸会会員となる

2003
⼭形⼤沼デパート本店、⾦沢名鉄エムザにて個展開始
ＪＩＡＳ⽇本国際美術家協会会員となる

2004 欧州美術国際美術展にて優秀賞受賞

2005 中三弘前店、札幌丸井今井にて個展開始

2006

欧州美術国際美術展フランス展にて特別賞受賞
第２１回国⺠⽂化祭⼯芸展にて⼭⼝県知事賞受賞
新美⼯芸会展にて⼤阪教育委員会⻑賞受賞
三越名古屋店、広島店にて個展開催

2007
新美⼯芸会展にて読売新聞社⽂化センター賞受賞
鶴屋熊本本店、京都⾼島屋、帯広藤丸にて個展開催

2009 新美⼯芸会展にて読売新聞本社賞受賞

2010〜
2012

新美⼯芸会・欧州美術国際美術展⽇仏展⼊選

2013
阪神梅⽥本店・⻘森中三本店 美術⼯芸サロン、⽇本橋三越店にて
個展開催
ＦａｃｅＢｏｏｋ開始

2015
本場奄美⼤島泥染絞り着尺（⼆つ折り縫い絞り）
⼤阪市教育委員会委員⻑賞受賞

※ その他全国の個⼈ギャラリーにて個展開催

創
業
期

作品創りに対する

⼈的資産と

こだわりの材料を

仕⼊れる関係資産の

基盤確⽴

発
展
期

作品を全国に販売して

いくため、⼈と⼈の

つながりを⼤切にした

関係資産の構築と、

組織資産の基盤確⽴

転
換
期

販売拡⼤に向け、
組織資産と関係資産を
⾰新していく取組み



期　間 戦　略　・　方　針

・絵を描きたいという思い

・染め色の拡大　－　泥染めに挑戦　－

・仕入先や制作・販売体制の構築

課　　　題

作品販売への軸足移動

期　間 戦　略　・　方　針

・第三者評価の獲得

・生地へのこだわりによる差別化

課　　　題

・販売拡大
・組織体制の強化

期　間 戦　略　・　方　針

・販売のさらなる拡大に向けた
　組織資産と関係資産の革新

課　　　題

・売上の拡大
・染色技術の伝承

取　　組　　み　　と　　投　　資

転換期
（2013年～）

・Faceｂook開始
・今まで行っていなかったことへの挑戦

成　　　　　果

・大阪市教育委員会委員長賞受賞

取　　組　　み　　と　　投　　資

発展期
（2000年～）

・展示会で共感できる仕入先と出会う
・販売専属の縫い子の採用
・人脈を利用した販路の拡大と、販売員の育成
・美術展等へ作品出展
・世界のオーガニック生地の仕入先の開拓

成　　　　　果

・欧州美術国際美術展にて優秀賞受賞

取　　組　　み　　と　　投　　資

創業期
（1965年～）

・高島屋文化教室や西武池袋、サンケイ文化センターで
　ろうけつ染めの講師を務める
・藍染め講師となるにあたり、原点である既存の藍の技
　法（型染め、縫い絞り、板締め絞り、筒描き）を学ぶ
・大島紬の本場、奄美大島の工房へ飛び込んでいく

成　　　　　果

・ろうけつと藍染めの組み合わせ
・藍染めと泥染めのコンビネーション作品
・染色雑誌に泥染めと藍染めの作品が紹介される
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（２）経営戦略の変遷Ⅳ.  これまでの事業展開
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⼤阪市教育委員会
委員⻑賞受賞
本場奄美⼤島
泥染絞り着尺
（⼆つ折り縫い絞り）

特集された染⾊
雑誌の表紙

欧州美術国際美術展
優秀賞受賞作品

ろうけつで
絓引きを⾏った
泥染と藍染の
コラボレーション
の反物

泥藍に染めた⾊々な
素材の⽣地を使って、
”モンクスベルト織り”
に挑戦し、作成した
「裂き織ＢＡＧ」



伝統からの逸脱を念頭に、伝統の中にも常に新しい価値を作り出すことを⽬指
してきました。第⼀の⾰新は、ろうけつと藍染めの組み合わせです。染めの絞る
⼯程でろうが落ちると藍が死んでしまうため、⼀般的に藍染めのろうけつは難し
いと⾔われていますが、試⾏錯誤の末、ろうが落ちない独⾃のレシピを開発しま
した。次に、藍染めに更に新しい要素を取り⼊れようと、次に⾶び込んで⾏った
のが泥染めの世界です。泥と藍の融合が第⼆の⾰新でした。

今では、家族で⼒を合わせて、半世紀培ってきた染⾊の技術に磨きをかけ、お
客様⼀⼈ひとりとの対話を⼤切にしながら、最⾼の⼀点物をお届けできるように
努⼒し続けております。

藍染料には「天然藍」と「合成藍」がありますが、コマクサでは国選定 阿波藍
無形⽂化財であり、そのほか数々の賞の受賞者である 佐藤阿波藍製造所 第１９
代藍師 佐藤 昭⼈⽒が、収量品質ともに最も優れた品種“⽩花⼩上粉”だけを使い、
徳島の藍の葉を発酵させた「すくも」を使⽤しています。

（２）最⾼級の藍（関係資産）

【藍（すくも）】
本物の藍染めが⽣み出す美し

い⾊は、藍の葉を発酵させてつ
くる染料「すくも」を使った染
料液から染め出されます。

（１）経営理念・⾵⼟（組織資産）

︵
参
考
︶
知
的
資
産
の
３
分
類

佐藤阿波藍製造所は第⼆次世
界⼤戦の影響で栽培禁⽌令が出
る中、密かに作り続け、天然藍
を後世に残されました。⼀つひ
とつの⼯程を丁寧に作られた藍
の品質は⾼く、百貨店やギャラ
リーでのコマクサの作品販売会
でも“違いの分かる”お客様から
⽀持されています。
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Ⅴ.  ⾃社の強み・優位性（知的資産）
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経営者や社⻑の個⼈的⼒量に依存している資産
（社⻑や社員が退任、退職で会社から消えていしまう資産）

 （例）社⻑個⼈の⼒、ベテランの勘や経験、ノウハウ、モチベーション、柔軟性、⼯夫⼒など

会社の「仕組み」として定着している資産
（社⻑や社員が退任、退職しても会社に残る資産）

 （例）⽂化、⾵⼟、習慣、技術、データベース、マニュアル、システム、ルールなど

外部（顧客・協⼒会社等）との関係で築かれている資産
（企業の対外的関係に付随したすべての資産）

 （例）供給会社との関係、異業種や同業種との協⼒関係、顧客満⾜度、ブランド、信⽤・信頼 など

知的資産の分類

⼈的資産

組織資産

関係資産



⽣地は綿、⿇、シルクなどを使いますが、
化繊ではなくすべて「本物」の天然素材であ
ることにこだわりを持っています。たとえば
綿100％素材でも、中芯が化学繊維であれば、
⽷の奥まで染まりません。重ね染めして微妙
な⾊のグラデーションを描く中で、こうした
ちょっとした違いが妨げになるのです。

藍染め、泥染めのろうけつ技術を持っています。ろうけつで描く作品は⼀点も
ので、同じものは⼆つとありません。型染めでは出来ないグラデーションの絵を
描けることも特⻑です。コマクサでは親⼦三代で、それぞれの個性を⽣かした絵
を描いています。

また、藍染めと泥染めの両⽅をやっていることから藍と泥のコラボレーション
作品や、⾊の組み合わせによる豊富なバリエーションを実現しています。

（３）⽣地の⽬利き⼒と天然素材の仕⼊れ先（⼈的・関係資産）

⽣地の調達には、国内のみならず海外に
まで⾃ら⾜を運び、⽬利き⼒も養いました。
今では、その頃からのご縁で思いを共有する
仲間からも仕⼊れています。

最近では肌に優しい⾐類をというご要望を受けて、ペルーのオーガニック素材
も扱い始めるなど、常に新しい⽣地を求め続けています。

タッサーシルクやタイ綿、フィリピ
ンでしか⼊⼿できないピーニャ（パ
イナップル繊維）等、コマクサで染
めた、50種類以上の⽣地を使い製作
したものです。

【世界各国の本物の⽣地を使った作品】

（４）半世紀追い続けている染⾊技術（⼈的資産）

⽔に溶けない藍を⽔溶性に変えて染め液を作ります。
「藍の花」が咲いて染⾊ができるようになるまで、
１週間程度かかります。

「藍の花」は、濃い部分、淡い部分、少し緑がかっ
た箇所、さまざまな表情を⾒せてくれます。毎⽇かき
混ぜ、藍と会話します。⽇により元気があったり、調
⼦が悪かったりすることで、“藍は⽣きている”と⾔わ
れています。※ 紺⾊の泡が「藍の花」

【藍建て】
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Ⅴ.  ⾃社の強み・優位性（知的資産）
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【ろうけつ（絵付け）】
ろうけつ染めとは、ろうを熱で溶かし筆に含ませたり⽊版を

利⽤して模様を布地に描き、染⾊した後にろうを取り除く技法
です。ろうで模様を描いた部分は、染料がのらないので模様の
部分は染まりません。この⼯程を繰り返して、模様をつくって
いきます。

⽊版は組み合わせながら模様を作ります。模様
つけに使う⽊版は、タイやインドに出向き独⾃に
探してきたもので、中には⾻董品もあります。

【絵付け】

「勝⾊（かちいろ）」と⾔われる⿊に近い濃紺ま
で染めるには、藍に浸ける作業を20回程度繰り返し
⾏います。

藍に浸けた後は⼿際よく⾏わないと染めムラがで
きてしまうので、⽣地を素早く広げて全体を万遍な
く酸素に触れさせます。最後に⽣地を傷めないよう
に、⼿作業で洗い、乾かします。

【藍染め】

【泥染め】
泥染めは、褐⾊のテイチ⽊と泥⽥のグレーを幾度も重ね染め上げることで、

奥深い茶⾊や⿊など独特の⾵合いに染まる天然の染⾊⽅法です。
コマクサは年に数回奄美⼤島を訪れ、テイチ⽊を

⼤きな釜で煮出した染め液を使い、布をオレンジや
ピンク⾊に染めた後、泥⽥に持って⼊り、違った
⾊合いに染め分けています。
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Ⅴ.  ⾃社の強み・優位性（知的資産）

アトリエ コマクサ
⽵林 和美染⾊作家



販売は、百貨店の催事場とギャラリーでの直接販売のみで⾏っています。
作家⾃⾝が会場で顧客と対⾯交流することを⼤切にしており、その場で顧
客の好みや会場ごとの傾向を捉え、翌年の作品づくりに⽣かします。

また、コマクサの作品に精通した20年来の
販売員がおり、作家同様に作品のこだわりや
込めた思いをお伝えすることが出来ます。
こうして直接お会いしたファンの⽅から
お礼の⼿紙をいただくこともしばしばです。

これまでお買い上げいただいたお客様のリストは
4000件に上ります。各催事前には、近隣のお客様
に⼿書きのコメントを添えたDMを発送しています。
前回お越しの際にご要望をいただいていたお客様に
対しては、そのために⽤意した作品をさりげなくお
伝えするなどの⼼配りをしています。

染め上がった⽣地は、専属の縫い
⼦が正確・丁寧・納期厳守で服に仕
⽴てます。コマクサが専属にこだわ
るのは、信頼できるパートナーのみ
にお任せし、遅延なく最⾼の作品を
お客様にお届けするためです。

（５）正確な縫製・丁寧な仕上げ（関係資産）

（６）百貨店・ギャラリーでの対⾯販売（⼈的・関係資産）

（７）4,000件の顧客リスト（組織資産）
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Ⅴ.  ⾃社の強み・優位性（知的資産）

アトリエ コマクサ
⽵林 和美染⾊作家

作品展のお知らせありがとうございます。
素敵な作品に感動しています。
（⼤津市・⼥性）

作品展のお知らせありがとうございます。
素敵な作品に感動しています。
（⼤津市・⼥性）

今でも好きな⾊は変わりなく着させて
いただいております。
ドイツにも着て⾏ったんですよ。
楽しい服をありがとうございました。
（盛岡市・⼥性）

今でも好きな⾊は変わりなく着させて
いただいております。
ドイツにも着て⾏ったんですよ。
楽しい服をありがとうございました。
（盛岡市・⼥性）

お
客
様
の
声

お
客
様
の
声



⼈的資産 組織資産 関係資産背景⾊の説明
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Ⅴ.  ⾃社の強み・優位性（価値活⽤ストーリー）

アトリエ コマクサ
⽵林 和美染⾊作家

臨場感を感じる売り場

⼀⼈ひとりに、⼆つとない「本物」の作品を⾝にまとう喜びを届ける

天然素材、⻑く着れる
「泥」と「藍」の

世界でたった⼀つの作品

作家との
対話

20年来の販売員
（価値を伝える接客）

百貨店・催事場の
チャネル（直接販売）

顧客情報
（DM発送）

リフォーム
染め直し

専属の縫い⼦
（丁寧・迅速な縫製）

半世紀磨き続けた
染⾊技術

（藍染・泥染め・ろうけつ）

⽣地の仕⼊れ先
（国内・海外⽣地

の調達）

⽣地の⽬利き⼒
（天然素材への

こだわり）

伝統と⾰新
（新しいものへの挑戦）最⾼の作品作りへのこだわり

調達⼒

仕⼊れ先を探す
取り組み

⼀つ⼀つを納得いくまで
丁寧に染める取り組み

営業⼒

⾰新的なものを
作り出そうとする取り組み

ブランド

技術⼒無形⽂化財の藍師
（最⾼級・阿波藍の仕⼊れ）

家族の⽀援
（強い絆）

理念

取り組み

知的資産

商品
サービス

顧客提供
価値
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Ⅵ.  市場環境

アトリエ コマクサ
⽵林 和美染⾊作家

伝統⼯芸品産業は、全体的な需要が減少し、⽣産額も下降線をたどり続けています。
その要因としては、「少⼦⾼齢化による⼈⼝の減少」、「 国⺠⽣活の変化」、「⼤量⽣
産⽅式による安価な⽣活⽤品の普及」、「 輸⼊品の増加」等の外的要因と、「後継者不
⾜」「原材料の確保難」「消費者のニーズに即した商品開発の遅れ」「流通開拓の遅
れ」「情報提供の不⾜」等の内的要因が挙げられています。

特にバブル崩壊以降の落ち込みは激しく、⽣産⾼は下降線を描き続け、平成24年度の
⽣産額は約1,040億円、企業数は136百件、従業員数は70千⼈にまで落ち込みました。

（1）伝統⼯芸品産業の⽣産⾼は下降線を描き続けている

（２）百貨店の売上⾼は落ち込みつつも、近年回復基調に

企
業
数
︵
百
件
︶
・
従
業
員
数
︵
千
⼈
︶

指
定
品
⽬
数

⽣
産
額
︵
億
円
︶

【図1 伝統的⼯芸品産業の⽣産額等の推移】（出典：（財）伝統的⼯芸品産業振興協会調べ)

⽇本百貨店協会によると、2014年の全国売上⾼は前年⽐0.3%増の6兆2124億円と
既存店ベースでは3年連続で前年を上回りました。ただし、主要10都市の売上⾼が
1.5％増であるのに対し、その他は2.1％減と明暗が分かれています。

【図2 全国百貨店売上⾼】（出典：⽇本百貨店協会調べ)
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Ⅵ.  市場環境

アトリエ コマクサ
⽵林 和美染⾊作家

【参考資料】
・（財）伝統⼯芸品産業振興協会「平成18年度 全国伝統的⼯芸品総覧」
・伝統⼯芸品産業振興協会ＨＰ（http://kougeihin.jp/association/）
・⽶卑情「伝統的⼯芸品産業の振興についての考察：有⽥焼、博多織、京都の伝統的⼯芸品産業全般を

事例として」（経済学研究 第73巻,第1号）
・経済産業省製造産業局伝統的⼯芸品産業室「平成23年 伝統的⼯芸品産業をめぐる現状と今後の振興施策について」
・（株）⽮野総合研究所「⽇本マーケットシェア辞典2012」
・総務省統計局 国勢調査（http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/useful/u01_z24.htm）

わが国の⼈⼝動態の変化の特徴は、総⼈⼝が減少していくにも拘らず、65歳以上の数は
むしろ増加し、それ以外の年代の⼈⼝が⼤幅に減少するということです。また、それに次ぐ
ボリュームゾーンとして10年後に50歳代となる団塊ジュニア世代が控えています。「アク
ティブシニア」とも⾔われ、従来とは異なるライフスタイルを好む⾼齢者やこれから消費の
拡⼤が⾒込まれる団塊ジュニアの世代を如何にして捉えるかがポイントとなりそうです。

（3）総⼈⼝減にも拘らず、65歳以上の⼈⼝は増え続ける

▼平成22年（2010年） ▼平成42年（2030年） ▼平成62年（2050年）

【図3 ⼈⼯動態ピラミッド】（出典：総務省統計局 国勢調査より抜粋)

◆情報提供を積極的に⾏います
伝統⼯芸品の良さが伝わりにくく、認知度も上がらない理由として情報提供の不⾜が指摘さ

れています。素材の良さ、制作へのこだわりと過程など、作品の背景にある「ここにしかない
価値」を感じていただき、更に周りの⽅に広めていただけるような情報発信に取り組みます。

◆販路開拓を進めます
現在、販路の中⼼となっている百貨店の売上が⼤都市圏を中⼼に回復基調であることを視野

にいれながら、コマクサの潜在顧客が⾒込まれる販路を積極的に開拓します。

◆商品開発を進めます
「アクティブシニア」と⾔われ、新しい⽣活スタイルを取る⾼齢者や団塊ジュニア世代を⾒

据え、彼らのニーズに即したデザインの作品を作ります。

コマクサは情報発信、販路開拓、商品開発を進めます
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Ⅶ.  これからの事業展開

アトリエ コマクサ
⽵林 和美染⾊作家

○ 伝統を踏まえながら、新しいデザインを取り⼊れる

○ 新たなお客様に、他にはない本物に出会い喜んでいただく

（２）今後3年間の基本経営戦略

（１）将来ビジョン

ファン

次期顧客・潜在顧客

既存顧客

共鳴客

①⽵林和美の「こだわり」や「作品の
物語（想い）」をお伝えする。
⇒販促ツールの活⽤

②お客様との関係を強化する。
⇒購⼊顧客に、お礼状をお送りする。

お客様の声を積極的に集める。

③「楽しみ⽅」 をお教えする。
⇒コーディネート提案強化に

向けて接客⼿引き作成

④新たな作品として楽しめることを
お伝えする。
⇒染め直し・リフォームサービス

●『深める』 ブランド浸透を図る

※【共鳴客】 作家の想いやこだわりに共鳴し、クチコミを発信してくださるお客様

①デザイナーやパターンナーとの協業や、専⾨学⽣とのインターン
シップなどにて新しいデザインを取り込み、新鮮な息吹を吹き込む。

②ターゲットの年代も作品によって変化させる。
また、多様な年齢層の取り込みを⾏う。

③販路を開拓する。
⇒ 作品展未開催の場所の開拓や、協業販売の検討 など

●『広げる』 新しい作品と市場の⽅向性を打ち出す



（３）重要成功要因を達成するために獲得・補強すべき主な知的資産
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Ⅶ.  これからの事業展開

アトリエ コマクサ
⽵林 和美染⾊作家

⼈的資産 組織資産

関係資産

【販売⼒強化・販路開拓】
○新たな催事販売先の獲得

・催事担当者や販路開拓⽀援者
・インターネット販売など協業販売先 等

【販売⼒強化・販路開拓】
○コーディネート提案や

アドバイスのできる
新たな販売員の育成

【販売⼒強化・販路開拓】
○販売戦略⽴案と販売計画作成

（⽅向性・作品づくり・集客等）

○リピーター化への取組み
・アンケート等お客様の声の収集
・ＤＭ等を使った個別提案

○販売時の接客ノウハウをまとめ、
接客⼿引きを作成

【商品開発】
○アクティブシニア向けなど

新しいデザインやパターン
づくり

【商品開発：新規デザインへの挑戦】
○デザイナーやパターンナー等、協業先の確保

【商品開発】
○企画⼒の強化
○計画的な作品づくり
○デザイン⼒の強化

【情報発信】
○“伝える”⼒の強化

・パンフレットなどの販促ツール
・ホームページやＳＮＳの活⽤

【情報発信：“伝える”⼒の強化】
○既存顧客との関係性強化による共鳴客の育成

【技能承継】
○染⾊技術、仕⼊⼒ 等



（４）重要評価指標

cf,. ①＝⼈的資産、②＝組織資産、③＝関係資産

＜これまでの実績＞
【売上⾼】1,900万円
（2014年決算実績）

＜今後の⽬標＞
【売上⾼】 3,000万円
【新規顧客数】 200%

例 6⼈/催事 ⇒ 12⼈
【新規ﾃﾞｻﾞｲﾝ数】200%

Ⅶ.  これからの事業展開
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アトリエ コマクサ
⽵林 和美染⾊作家

必要な知的資産 目標数値

③”伝える販売員”の育成
1人／年

コマクサ接客手引き　1冊

HP更新回数 1回／月
手書きのDM 催事回数／年

来店客数
200%

（毎回 来客数把握）

コーディネート展示 3点／催事
展示作品数絞り込み 10％低減
販促用パンフレット作成数 1点／年　　　（更新1回／年）

購買客数／来店客数
60%向上

（毎回 来客数把握）

③仕入れ先との関係強化
③催事担当者との関係強化
③バイヤーとの関係強化

20件／記事
100%

5年経過の顧客に100％送付

②企画の計画性（染色前の企画） 催事回数×2／年

②新たなデザインやパターン作成 検討候補2件絞り込み

③新規催事場の確保 4件／年

②提案力の強化
15点／年

（母の日、誕生日など）
③新たな販路の開拓 検討候補2件絞り込み

ブランド価値の向上

③ファンとの関係強化

②”伝える力”（情報発信力）の強
化

インフルエンサー増大

採算の取れる新規催事場数

製品力の強化

販路拡大

販売協業者開拓件数

KPI（重要業績評価指標）

新規販売員の開拓
販売ノウハウの棚卸

催事回数／年

パターンナー等の協業先件数

誘
因

動
機
付
け

知的資産経営報告書の手渡し

facebookページ「いいね！」
購入時お礼状送付

アフターサービスの案内状送付
（有償）

泥と藍のコンビネーション作品数

既存顧客へのギフト商品提案数

⾮公開⾮公開
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アトリエ コマクサ
⽵林 和美染⾊作家

臨場感を感じる売り場

⼀⼈ひとりに、⼆つとない「本物」の作品を⾝にまとう「わくわく感」を届ける

天然素材、⻑く着れる「泥」と「藍」の
世界でたった⼀つの作品

作家との
対話

百貨店・
催事場の
チャネル

（直接販売）
新規催事場

の確保

リフォーム/染め直し

専属の縫い⼦（丁寧・迅速な縫製）
新規縫い⼦の育成

ブランド

営業⼒

Ⅶ.  これからの事業展開 （５）価値創造ストーリー
(現在〜将来)

- １７-

⼈的資産 組織資産 関係資産⾚字で記載している部分は、将来獲
得あるいは強化すべき資産を⽰す。 背景⾊の説明

パンフレット
ホームページ

顧客情報
（DM発送）

外部デザイナー
との協業

デザイン⼒の強化
（新規デザインに挑戦）

ﾃﾞｻﾞｲﾝ⼒

伝統と⾰新
（新しいものへの挑戦）最⾼の作品作りへのこだわり

仕⼊れ先を探す
取り組み

⼀つ⼀つを納得いく
まで丁寧に染める

取り組み
⾰新的なものを作り出
そうとする取り組み

より多くの⼈に知っ
てもらう取り組み

家族の⽀援（強い絆、継承）

無形⽂化財の藍師
（最⾼級・阿波藍の仕⼊れ）

調達⼒

⽣地の仕⼊れ先
（国内・海外⽣地の調達）

⽣地の⽬利き⼒
（天然素材へのこだわり）

20年来の販売員
（価値を伝える接客）

新規販売員の育成

計画性（企画デザイン・販売計画）

理念

取り組み

知的資産

商品
サービス

顧客提供
価値

半世紀磨き続けた
染⾊技術

（藍染・泥染め・ろうけつ）

技術⼒



染⾊⼯房名 アトリエ コマクサ

創 ⽴ １９６５年

アトリエ所在地 ⼤阪府茨⽊市松ヶ本町5-41 レジオン⼩島603
TEL&FAX : 072-622-0340

染⾊場所在地 ⼤阪府茨⽊市下穂積1-5-7

代表者 染⾊作家 ⽵林 和美

事業内容
ろうけつによる藍染めや、奄美⼤島の泥染めを取
り⼊れ、⼿作りの⼀点物のファッション作品に仕
上げて販売しています。

ホームページ http://www.ishinsha.com/takebayashi/index.html

Facebook https://www.facebook.com/atelier.komakusa

Ⅷ.  事業概要
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アトリエ コマクサ
⽵林 和美染⾊作家



（１）知的資産経営とは
知的資産経営とは、従来バランスシートに記載されている資産以外の無形の
資産であり、 企業における競争⼒の源泉である⼈材、技術、技能、知的財
産（特許・ブランドなど）、組織⼒、経営理念、顧客とのネットワークな
ど、財務諸表には表れてこない、⽬に⾒えにくい経営資源の総称を意味しま
す。よって、「知的資産経営報告書」とは、⽬に⾒えにくい経営資源、即ち
⾮財務情報を、債権者、株主、顧客、従業員といったステークホルダー（利
害関係者）に対し、「知的資産」を活⽤した企業価値向上に向けた活動（価
値創造戦略）と して⽬に⾒える形でわかりやすく伝え、企業の将来性に関
する認識の共有化を図ることを⽬的に作成する書類です。経済産業省から平
成１７年１０⽉に「知的資産経営の開⽰ガイドライン」が公表されており、
本報告書は原則としてこれに準拠しています。

（２）注意事項

当報告書は次の団体・個⼈により作成⽀援されています。
マネジメントラボブリーズ

代表・中⼩企業診断⼠ 及川 朗
中⼩企業診断⼠ 浜崎 浩⼀
中⼩企業診断⼠ 福島 知⼦
中⼩企業診断⼠ ⼾⽥ 浩和

本知的資産経営報告書に掲載しました将来の経営戦略及び事業計画ならびに
付帯する事業⾒込みなどは、全て現在⼊⼿可能な情報をもとに、当社の判断
にて掲載しています。
そのため、将来にわたり当社の取り巻く経営環境（内部環境及び外部環境）
の変化によって、これらの記載内容などを変更すべき必要が⽣じることもあ
り、その際には本報告書の内容が将来実施⼜は実現する内容と異なる可能性
もあります。よって、本報告書に掲載した内容や数値などを、当社が将来に
亘って保証するものではないことを、⼗分にご了承願います。

（３）作成者

（４）作成⽀援

２０１５年 ５⽉

（５）お問い合わせ先

（６）発⾏

Ⅸ.  あとがき
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⼤阪府茨⽊市松ヶ本町5-41 レジオン⼩島603
アトリエ コマクサ
TEL : 072-622-0340

アトリエ コマクサ ⽵林 和美
南 雅⼦

アトリエ コマクサ
⽵林 和美染⾊作家


