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北海道地方

事業分類：飲料・たばこ・飼料製造業
所在地：北海道小樽市朝里川温泉1-130
資本金：44,689万円
従業員数：78人

北海道ワイン株式会社

 輸入ワインや海外原料を使用した国産ワインが多い中、表示制度の導入により「日本ワイン」の希少価値が高まる。
 「日本ワイン」のリーディングカンパニーとして、自社・契約農場のブドウ栽培技術と商品のブランドを向上。
 適切な商品構成、ワインコンクールでの受賞を背景に、幅広いユーザーからの支持を得ている。
【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

取組のきっかけ

 国内で製造されているワインは、従来から、国産ブドウを使用した
ものだけでなく、海外から輸入した濃縮果汁を使用して国内で瓶
詰したものも「国産ワイン」と表示され、販売されている。
 酒類全体の出荷量が減少傾向にある中、ワイン市場は増加傾
向にあり、「輸入ワイン」や海外原料を使用した「国産ワイン」が低
価格で販売されており、その多くが市場に溢れている。

 北海道は世界的な白ワインの産地と同じ緯度に属するブドウ栽
培の適地であり、「本物の日本ワイン」を作るために、海外の栽
培技術を応用・改良開発して自社農場を拓き、さらに道内各
地に契約農家を拡げる等、ワイン用ブドウの栽培を主導してきた。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 「ナイヤガラ」に代表される食用ブドウ品種を原料としたワインは、
スーパーや量販店でも積極的に販売できる価格とすることで、幅
広い客層に支持されている。
 ワイン専用品種を用いたプレミアムなワインは各種コンクールでの
受賞を後ろ盾に、ワイン愛好家には品質の高さを、トライアルユー
ザーには適切な売価設定であることを周知できている。

取組内容

 同社は1974年の創業以来、国産ブドウにこだわってワイン製造
を行っており、販売製品すべてが国産ブドウ100％である。
 2018年10月以降、国産ブドウ100％かつ国内製造の商品の
みが「日本ワイン」を表示できるようになったため、今後希少価値
が高まる。

 日本ワインは、国内で製造されているワインの2割程度のシェア
であるが、同社は日本ワインの1割以上を製造している、日本ワ
インのリーディングカンパニーである。
 創業以来、ワインの本場ヨーロッパのワイン用ブドウの栽培を進
め、北海道をワイン用ブドウの産地に成長させ、「日本ワイン」の
ブランドとして確立してきた。
 ロンドンや香港で開催される世界的なワインの品評会でも数多く
の商品が受賞しており、商品力の向上を通じて「日本ワイン」の
ブランド向上に取り組んでいる。
 自社直轄農場では、様々な葡萄品種の試験栽培を継続して
常に品質向上に努め、契約栽培農家には適切な葡萄品種の
栽培奨励と技術指導を行うことで、産業としてより安定した経営
ができるようにバックアップを行っている。

【売上・収益増の効果】

 主力商品における2018年度の出荷本数は、「おたるナイヤガラ」
が前年度比2％増、「おたるナイヤガラ スパークリング」が15％増。
 日本ワインに対する関心が高まる中、アイテム・数量とも豊富に有
していることで新規の取引先も堅調に増えている。
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特殊鋳物協同組合（鋳物シンジケート）

◆事業分類：鉄鋼業ほか ◆所在地：北海道室蘭市 ◆地区：北海道、
岩手県、山形県、栃木県、埼玉県、東京都、富山県、石川県、大阪府、兵庫県、
島根県 ◆出資金：230万円 ◆組合員数：23社

 従来品の2倍以上の耐摩耗性能を持ち、大手製造業等のユーザーに対しコストメリットのある特殊鋳物の開発に成功。
 全国の技術力ある鋳物企業が連携し、大手企業との直接取引（短納期・大量発注等）に対応可能な体制を構築。
 ユーザーと中小鋳物企業にとってwin-winの商談を実現。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 製鉄関連設備や建設機械等の過酷環境下で使用される鋳物
は摩耗や劣化が激しい消耗品であり、海外の廉価品との価格競
争に晒され、中小鋳物企業は苦しい経営を強いられている。
 鋳物製品は重量に応じて価格を決定する商慣行があり、性能が
向上しても、価格に転嫁されてこなかった。

 耐摩耗性能が従来品の2倍以上の特殊鋳物に対して、価格
設定を従来品の1.5倍程度とするなど、ユーザーと中小鋳物企
業の双方にとってwin-winの関係を構築。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 高炉の原料供給設備向けの耐熱耐摩耗鋳物（ライナー材）の
交換サイクルを2倍とする長寿命化により、従来の廉価品より高
い価格で商談が成立。

取組内容

 特殊鋳物のシーズを有する室蘭工業大学の清水教授が、従来
品の2倍以上の耐摩耗性能を持ち、ユーザー（大手製造業
等）に対してコストメリットのある特殊鋳物の開発に成功。ユー
ザーによる評価にこぎ着けた。

 実機にて試作品の実証試験を実施。現場の要求を反映させ、
より性能の高い素材開発や軽量化のための設計変更を行った。
 全国の技術力ある鋳物企業が連携し、大手企業との直接取
引（短納期・大量発注等）に対応可能な受注組織「特殊鋳
物協同組合（鋳物シンジケート）」を設立。
 製品開発、販路開拓、価格交渉、受注組織の立上げ、技術
指導、品質検査体制の整備等、室蘭工業大学が経済産業
省の各種施策を活用して実現。
鋳物シンジケートの仕組

【売上・収益増の効果】

 組合構成企業のうち、4社（（（株）北海道特殊鋳鋼、岩見
沢鋳物（株）、（株）三共合金鋳造所、東洋鉄球（株））
により、耐熱耐摩耗鋳物を製造・納品。現在、他の組合員に展
開中。

高炉の旋回シュート用
耐熱耐摩耗鋳物
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事業分類：製造業
所在地：北海道釧路市鶴野110-1
資本金：3,000万円
従業員数：88人

株式会社ニッコー

 年々衰退を辿る地元の漁業者の声を基に、魚の「量」ではなく「質」を高める、新たな製氷機の開発に着手。
 これまでの製氷機は陸上の大型装置であったが、高度な機械制御技術を用い、船舶に搭載可能な小型化に成功。
 漁獲後すぐの急速冷却が可能となり、魚介類の高付加価値化、国内外への鮮魚の輸送距離の拡大を実現。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 漁業「量」にこだわるのではなく、魚の「質」の向上を図れないかと、
魚介類の鮮度保持に注目し、新たな製氷機の開発に着手。

 国内の漁業は、200海里水域制限や漁獲量の減少、国内消
費者の魚離れの進展等により、年々衰退を辿る一方であった。
 この様な中、漁業者には、現在のままでは若者に後を継いでも
らえず、漁業が衰退化していく危機感があった。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 シルクアイスは海外輸送3日後でも、魚介本来の姿を維持する
ことができた。シルクアイスの高鮮度保持機能を活用し、国内で
はブランド魚が続々誕生するなど、漁業者の付加価値・魚価を
大きく高めることに成功。
 国内唯一の船舶搭載型であるシルクアイスは、氷を積まず、航
行中に製氷が可能であることから、漁船の燃料費等の大幅なコ
スト削減にも貢献。

取組内容

 元々、製氷機は陸上の大型装置だったが、装置を使用してい
る漁業者から、「漁船に搭載でき、すぐに氷ができれば高鮮度の
魚介を提供できるのに」との要望を受け、魚の「質」を高める新た
な製氷機の開発に着手。

 株式会社ニッコーが有する高度な機械制御技術を活用し、製
氷機の小型化に成功。国内では主流の20トン未満の小型漁
船にも搭載が可能となった。
 最適な温度帯（0～マイナス5℃）での連続製氷を可能とする
技術ノウハウを有していなかったため、地域の研究機関である産
業技術総合研究所、函館地域産業振興財団の協力を得て、
開発のハードルを突破。
 株式会社ニッコーが開発した「連続式シルクアイスシステム海氷」
は、微細なシャーベット氷で魚体を傷つけず包み込み、凍る一
歩手前まで急速冷却で高鮮度を維持できることが特徴。高度
な鮮度保持機能により、魚介類の高付加価値化、国内外への
高鮮度流通を可能とした。

【売上・収益増の効果】

 オンリーワン製品としての性能が評価され、国内のみならず、東
南アジアや海外のマグロ船など、海外への販路も拡大。
 国内の水産物は勿論のこと、東南アジアなど新興国で水揚げさ
れる水産資源の高付加価値化にも大きく貢献。
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事業分類：宿泊業
所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号
資本金：５,000万円
グループ総従業員数：730人

鶴雅ホールディングス株式会社

 薄利多売により、顧客満足度が低迷。旅行代理店からの送客停止通告も。
 個人旅行客にターゲットをシフト。料理・客室の充実、グループサービスのデザインポリシー統合により高付加価値化。
 国内トップクラスの顧客満足度を実現。さらなる新市場（アドベンチャーツーリズム市場）獲得に向け、取組を継続。
【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

【基本的な発想】

 1990年頃、温泉街を訪れる団体バスツアーの旅行者が地方温
泉街の収入を支えており、阿寒湖温泉街の宿泊事業者にとっても
より安価な1泊2食付きサービスを如何にして多く提供するかという
薄利多売が基本的スタンス。
 当時は旅行客自ら気軽に宿泊予約をしないこともあり、旅行代理
店が望むサービスを望む金額で提供せざるを得ない状況。

 個人旅行のお客様に喜んで頂ける個性的な宿づくり・作品づくり
の実践。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 1990年、8,600円程度の宿泊単価は2017年に16,900円程
度までアップ。
 また、全体の80％を占めていた団体客も45％までに減り、その分
アジアを中心としたインバウンド旅行客が20％を占めるまで上昇。

【売上・収益増の効果】

 顧客送客停止通告から14年後の2001年に、JTBサービス最優
秀旅館、全国1位に選定。
 1990年頃は、11億円であった売上が、現在は100億円まで上
昇。利益も5億円程度になっているがその分、阿寒エリアの持続可
能な観光地実現に向け、釧路市に対して8,000万円を寄付。
 2016年より、欧米富裕層を中心としたアドベンチャーツーリズム市
場（約49兆円）など新たな顧客獲得に向けた挑戦を継続。

取組内容

 1987年、顧客満足度の低迷により、大手旅行代理店より送客
停止通告を受ける。
 料金を安くし客室を埋めることばかりに目を向けていて、ホスピタリ
ティの面までは行き届いていないことに気付く。

 団体旅行客から個人旅行客にターゲットをシフトし、施設改修に
合わせ、2つの客室を1つにまとめるなど富裕層向け客室を完備。
 「料理満足度」が「宿泊満足度」に直結することに気づき宿泊単
価をアップさせ、その利益アップ分を料理原価に投入。
 館内には地元工芸作家の作品展示やアイヌ文化を取り入れたス
タッフの衣装など、デザインポリシーを統合し、ココにしかない特別な
空間を演出・提供。
 魅力的な観光地づくりに必要不可欠な人材確保に向けた雇用
条件の見直し（週休二日制、ノーサービス残業、保育所完備）
や、札幌国際大学と連携した鶴雅観光人材養成講座を実施。
 阿寒湖温泉街での入湯税超過課税制度に積極参加し、「釧路
市観光振興臨時基金」実現に貢献。2015年より、入湯税嵩上
げ分（100円×国際観光ホテル整備法に基づく釧路市内の登
録ホテル・旅館での宿泊数＝約4,500万円）をエリアの観光振
興に充当。
 上記のように、一過性の取組に留まらず、継続した改革を実施。

地元工芸作家の作品に囲まれ、アイヌの語り部に耳を傾ける場

エリアのアクティビティを紹介する拠点
鶴雅アドベンチャーベース＜SIRI＞

8

事業分類：菓子製造業
所在地：北海道千歳市千代田町4丁目12番1号
資本金：1,000万円
従業員数：704人

株式会社もりもと

 （株）もりもとは、北海道を代表する菓子メーカーであり、北海道の良質な原料と職人技術をもとに、常時 400種
類の和・洋菓子、パンを製造・販売。
 近年、原料価格の高騰等もあり、商品戦略を総合的に見直すこととし、品質の向上、観光客を中心としたプロモー
ション強化等を図りつつ、段階的に価格改定を実施。また、好調な観光客需要に対応するためのプレミアム商品の
投入も強化。このような取組の結果、主力商品である「ハスカップジュエリー」の売上高は、5年間で約2倍に増加。
 さらに、専用の包装機導入による保存期間延長とX線検査機による異物混入防止を実現。旺盛な外販需要を取り
込み。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 北海道を代表する菓子メーカーである同社は、北海道産の良
質な原料と職人技術をもとに、常時400種類の和・洋菓子、パ
ンを製造・販売。高付加価値商品の開発にも取り組む。

 国内人口減少、原料価格の高騰、他社との競争激化等の中、
食品産業における価格戦略は、多様な対応を求められている。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 商品：ハスカップジュエリー
 価格：180円（税込）/個
 北海道産の果実「ハスカップ」の甘酸っぱいジャムを、まろやかな
バタークリームでサンド。 周りをやさしい甘さのチョコでふちどった、
繊細で上品な味わいのお菓子。
 20代～50代の女性を中心に、道内外に幅広い客層を持つ。

【具体的な取組】

取組内容

 同社の人気商品「ハスカップジュエリー」は、2013年頃には、1
個130円（税込）で販売していたが、原料価格の高騰等もあ
り収益の確保に苦慮していた。

 そこで、ハスカップジュエリーの商品戦略の見直しを実施。
 品質の向上、パッケージ変更、観光客を中心としたプロモー
ション強化等を図りつつ、段階的に価格改定を実施し、現在1
個180円（税込）で販売している。
 また、好調な観光客需要に対応するために、2018年には、ブラ
ンデー入りのプレミアムタイプ「黒の贅沢」（1,800円/税込/6
個）を発売し、商品の高付加価値化にも取り組む。

【売上・収益増の効果】

 観光客需要の拡大により、近年5年間で売上高が約2倍に増
加している。
 価格改定により年々収益性が向上している。

ハスカップジュエリー

ハスカップジュエリー（黒の贅沢）
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事業分類：農業
所在地：北海道夕張郡栗山町中央2丁目45番地
資本金：2,600万円
従業員数：4人

株式会社植物育種研究所

 流通側の都合による規格や安定した生産量のための品種改良に疑問を抱き、差別化したタマネギの研究を開始。
 消費者目線で健康機能や涙の出ないタマネギを開発。契約農家に栽培技術を指導し、収穫物を全量買い取り。
 機能性タマネギは、価格は通常の約2倍であるが、顧客ニーズを捉え人気。収穫量・栽培面積・売上は着実に増加。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 市場動向で買いたたかれることのない、圧倒的な差別化を図る
ため、新しい品種改良に加え、消費者から指名買いされるよう
なブランド力を追求。
 生産者の利益を守りながら、種子から販売まで高品質を維持し、
消費者が求めるものを市場に左右されない価格で提供。

 農作物の多くは、消費者ニーズよりも流通・販売側の都合によ
る規格や安定した生産量が求められている。
 農作物は市場動向で価格が決まり、生産者は価格決定権が
なく、不安定な経営環境にさらされている。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 機能性タマネギの卸価格（約200円/kg）は、通常（約100
円/kg）の約2倍。最も長く取り組む機能性タマネギの価格は、
初年度（2006年度）から13年間、高価格を維持。
 機能性タマネギの収穫量は、初年度（2006年度）1種3トン
から2018年度には3種810トン、2019年度には3種880トン
（見込み）に増加。
 健康志向や食べやすさなどを訴求する消費者に人気を博す。

【売上・収益増の効果】

 栽培面積と契約農家数は、初年度（2006年度）1種約
0.5haと3軒から、2019年度には3種23ha（3種の重複あ
り）と51軒に増加する見込み。
 上述の栽培面積拡大に伴い、売上・収益とも着実に増加。

【具体的な取組】

取組内容

 代表者は大学農学部を卒業後、デンマークに留学し、品種改
良を学ぶ。帰国後、大手種苗会社に就職するも、流通・販売
側の都合による品種改良に疑問を抱き、独立・起業。
 市場は大きいが品種改良が難しく大手が参入しづらいタマネギ
に着眼し、他社と差別化した商品開発に向けた研究を開始。

 「血液さらさら」など生活習慣病を予防する成分「ケルセチン」の
含有量を高めたり、辛み成分がなく涙が出ないといった「機能性
タマネギ」を消費者目線で次々開発。
 開発した種子を契約農家に無償提供し、生産委託。栽培技
術を指導して収穫したタマネギを、栽培前に決めた価格により全
量引き取ることで生産者を支援。
 大手食品メーカーや商社と提携し、目にとまりやすいデザインパッ
ケージなど消費者ニーズに合致した商品を全国の量販店等で
販売。また、認知度向上のためのイベント等に積極的に参加し
て顧客ニーズを把握し、新商品開発につなげている。

関連写真①

関連写真②
10

東北地方

事業分類：製造業
所在地：岩手県奥州市水沢羽田町字堀ノ内45
資本金：9千万円
従業員数：68人

及源鋳造株式会社

 「南部鉄器」は、フッ素樹脂フライパンなどに比べて、手入れが面倒で、さび付いてしまう厄介者と思われている。
 さび発生を防止する伝統技法を独自に進化させ、安定した酸化皮膜製法の開発に成功。「上等焼」として特許を
取得するとともに、スタイリッシュなデザインで新マーケットへ販路を拡大。
 「上等焼」の商品は従来品の約2倍の価格にもかかわらず国内外の著名な料理人からも注文。売上が伸びている。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 当社は南部鉄器も同時に販売しているため、「上等焼鍋がノン
ケミカルであり、従来の鍋に比べていい。」とは言いにくい面があっ
た。そのため有名通販や食材の安全性に特化している顧客を選
び環境にやさしくさびにくい鍋であることを伝えた。海外では世界
最大規模のオーガニックの見本市BioFach（ドイツ）など家庭
用品がほとんど参入しない見本市を選び参加した。

 主力取引先とは高度経済成長時代からの取引があり、その時
代に決めた掛け率は注文が落ちてきた現在でも、変わらない。
 利益確保のためには、新商品で価格を上げるか、新しいマーケッ
トに掛け率を上げて販売する以外にない。現在ではECサイトで
の値引き販売も横行しており、商品価値は下がり商品寿命は
縮まる。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 上等焼の商品は従来の商品に比べて約2倍の価格を設定して
いる。ノンケミカルで安全に100年も使うことのできる鍋を作ろうと
決め、数で勝負するのではなく、質での勝負を試みている。シェフ
用にサイズの見直しをすることで、ミシュランの星シェフも使用。
 南部鉄器とは異なり、ノンケミカルの上等焼鍋は海外展開も可
能なことから新たなマーケットを開拓してきており、現在ドイツ・イ
ギリス・カナダ・オーストラリア・韓国に取引を広げている。

【売上・収益増の効果】

 上等焼鍋の売上は、平成24年度に437万円→平成29年度
に921万円となっている。

取組内容

 今までの南部鉄器を超えた商品が作れる技法が見つかり、新
商品開発は同様に新マーケットの開発となった。地元のシェフと
知り合ったことで、この技法の鍋の優れた特徴が分かり、シェフ
マーケットへの可能性が見いだせた。また、海外マーケットの専門
家と知り合ったことで、海外販路の開拓へも希望が見いだせた。

 上等焼鍋の持つ優れた特徴が徐々に明らかになっていくことで、
それを生かし切る鍋の商品開発を2年にわたって遂行。国内外
の有名シェフたちのレストランを回り、その料理の表現を学び、非
常に特徴的な鍋をも作り上げた。
 上等焼技法は、これからの国内外を含めたグローバルなOIGEN
のブランディングに欠かせないものと考える。
 「ノンケミカルであることを伝え、地球にやさしく料理がおいしい。」
 それらは南部鉄器の進化系となり100年先に伝統工芸をつなぐ
ものである。

関連写真①

関連写真②
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事業分類：商店街
所在地：岩手県和賀郡西和賀町湯本29地割70番地
店舗数：14店舗

協同組合湯本商店会

 地域に元々ある素材や商品を活かし、コンセプトにこだわった商品開発を実施し、商品の単価も値上げ。
 単価の値上げと販売量の増加により、開発をした商品の売上が増加。
 町民による購入が中心的な販路だった事業者が、知名度の向上により全国の百貨店に販路拡大。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

 地域は高齢化・過疎化が急速に進
行、温泉旅館の廃業も相次ぎ、地
元客、観光客も減少。
 日本創成会議が発表した消滅可能
性都市で、西和賀町が岩手県内で
女性人口予想減少率が高い結果となった。

湯本商店会

取組内容

取組のきっかけ

 地元の事業者、デザイナー、信用金庫、西和賀町が連携して、
それまで厄介な存在だった「雪」をイメージした地元商品を開発。
 地元食材を使った商品を「雪」をコンセプトにデザインするユキノ
チカラプロジェクトを展開。

 奥羽山脈の中山間地にあり、年間累積降雪量が10mを超え
る豪雪地帯にある湯本温泉の商店街。
 販路は、観光客による購入のほかは町民による購入が中心だっ
た。
 これまでは、各個店の商品名やパッケージは、個店それぞれで
考案、作成していた。

 ユキノチカラプロジェクトでは、地域に元々ある素材や商品を活
かして、無理のない商品開発に取り組んだ。
 すでに定評があった菓子店のフィナンシェを、地元産のそば粉と
蜂蜜を加えて改良するとともに、デザイナーの協力のもとコンセプ
トを決め、商品開発を実施。
 商品開発した「金のフィナンシェ」、「銀のフィナンシェ」は、従前の
フィナンシェ１個120円に対して１個200円で販売。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 プロジェクトが知られ、商品と町の知名度が向上。温泉街の入り
口であるJRほっとゆだ駅前のお土産物店のほか、全国の百貨
店等の物産展で出展されるほどに販路が拡大。

【売上・収益増の効果】

 開発をした商品の売上高が増加。
 ユキノチカラプロジェクトで開発した商品と連携して、健康志向の
30～40代女性をターゲットにモニターツアーを開催するなど、商
品の消費にとどまらず、町に興味をもってもらい、訪れてもらう活
動にまで発展。

プロジェクトで開発した商品

金のフィナンシェ・銀のフィナンシェ
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事業分類：食料品製造業

株式会社湯田牛乳公社

所在地：岩手県和賀郡西和賀町小繋沢55番地138
資本金：9,896万円

従業員数：66人

 牛乳の売上が安売り競争により低迷したため、牛乳以外の魅力ある商品開発に着手。
 希少性が高く、国内ではほとんど製造されていない本場のギリシャヨーグルトを開発。
 驚くほど濃厚でクリーミーな食感の新商品が完成し、高価格帯ながらも継続的に販売実績を挙げている。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 当社は生協と学校給食を中心に、量販店・ディスカウント店に
も牛乳、乳製品を出荷している。

 以前より取引先から評判がよく、すでに「プレミアム湯田ヨーグル
ト」という大ヒット商品があるヨーグルト部門に絞って開発に取り
組む。
 国内でほとんど製造されていない本場のギリシャヨーグルトの開
発に取り組み、本物を求める消費者に受け入れられる独特の
食感・味わいをもつ商品を目指す。

【取組に至った経緯、理由】

 牛乳以外の商品構成比率を上げ、利益率改善による財務基
盤の強化を高めるため、ヒット商品の「プレミアム湯田ヨーグルト」
に加え、食感や価格で差別化を図ることができ国内製造がほと
んどない「本格ギリシャヨーグルト」に着目。

取組の効果

 1個700円（400g/湯田牛乳公社オンラインショップ）と高価
格帯ながらも、デパート・大手量販店・ネット宅配を中心に継続
的に販売実績を挙げている。（昨年度実績105,312個）
 大ヒット商品「プレミアム湯田ヨーグルト（670円/800g/同
上）」とは食感も味も全く異なるギリシャヨーグルトの完成によっ
て、消費者の多様なニーズに対応できる体制が整った。
 離水しにくい特性を活かし、そのまま召し上がっていただくだけで
なく、料理にも活用できるという高い評価を得た。

【売上・収益増の効果】

 「FOODEXJAPAN2018」の関連イベント「ご当地ヨーグルトグ
ランプリ」では食味が高く評価され、最高金賞を受賞。2019年
には「料理王国100選」認定など、更なる拡販が見込まれる。

取組内容

【価格、販売数、客層等の特徴】

【具体的な取組】

 ギリシャからヨーグルト用発酵タンクを導入。現地指導者からヨー
グルト製造の技術指導を受け、本場の製法を導入することで独
特なきめ細かさの再現に成功。
 岩手県産生乳を使い、濃厚でクリーミーな味を実現した新商品
「ga・ra（ガラ）」が完成。

関連写真①
完成したギリシャヨーグルト「ga・ra」

関連写真②
ギリシャから直輸入した発酵タンク
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事業分類：印刷業
所在地：宮城県仙台市宮城野区日の出町2-2-16
資本金：2.5千万円
従業員数：32人

株式会社佐々木印刷所

 東日本大震災後、「印刷物で復興の役に立ちたい」という想いからオリジナル商品の製作をスタート。
 伝統工芸品のこけしをモチーフにした「こけし付箋」や「こけしクリップ」などを地元のクリエイターと連携してデザイン・販売。
 機能とデザインを兼ね備えた商品により、通常売られている商品と比べてワンランク上の価格帯を実現。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 従来の付箋は、長方形で丸みのあるものはなかった。丸みのある
付箋について検討する中で、従来から「こけし」を社長が収集し
ていたこともあり、「こけし」の丸みを活かした付箋のデザインを行う
こととなった。
 「こけし付箋紙」など制作・販売を通じて、国内外に広く観光地
を知ってもらう。

 主に宮城県内の官公庁や学校、一般印刷、商業印刷、チラシ
やポスター、伝票の製作を行うBtoBの印刷所であった。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 こけしクリップの販売価格は510円（税込）、こけし付箋紙は
410円（税込）など、デザイン性を活かした価格帯としている。
 購入層の特徴としては、ほぼ10代20代30代の女性。

【具体的な取組】

取組内容

 震災から約1年、旅行雑誌や旅行特集に宮城県の紅葉や温
泉地の情報が少なくなったと感じた。
 宮城県の観光の情報発信とするため、地域を代表する伝統工
芸品と自社の印刷技術の融合を意図。
 また、印刷業界の業況は近年落ちており、BtoBだけでなく自社
商品の必要性も感じていたところ。

 佐々木印刷所では、特殊材料への両面印刷技術など自社の
強みと「こけし」デザインに活かすため、こけし職人との綿密な打ち
合わせを行った。
 こけしの顔は地域によって特色がある。観光にも活かすことを考
え、（特定の職人の作品ではなくて）一般的な顔であるが、地
域色のある顔にするなどデザインを調整した。
 こけし付箋紙だけでなく、こけしクリップなどの開発も行った。

【売上・収益増の効果】

 昨年度（平成30年5月決算）関連グッズは約20,000個の
販売実績。
 当該事業については2013年グッドデザイン賞受賞。
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事業分類：米穀集荷販売業
所在地：秋田県湯沢市小野字西堺175-3
資本金：個人事業者
従業員数：4人

遠田米穀店

 「あきたこまち」の普及に一役。専門家と共に、地元の農家に対し育成方法の指導を行ってきた。
 生産者の顔が見えるお米を売りたいとの想いから、自社精米のオリジナルブランドの販売に着手。
 美味しいお米を届けるため、数字による裏付けで栽培法を徹底管理。３年連続で最高ランクを受賞。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 長年培われてきた経験と勘は尊重するものの、美味しい米づくり
には数字的な裏付けも重要であると考えた。
 品質管理に一層注力することが重要と考えた。

 「あきたこまち」が誕生した昭和59年から、自身の施肥技術指
導員と農薬管理指導士の資格を活かし、地元の農家と共に美
味しい米作りに取り組む。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 平成11年に「小野小町の郷 特撰米 あきたこまち」が、平成
21年には「小野小町の郷 特別栽培米 あきたこまち」が完成。
 顧客からは、「今年もまた注文します」、「美味しかった」ですと
いった声をもらっている。

【具体的な取組】

取組内容

 精米を精米センターに一任しており、自身は卸会社から精米さ
れた「あきたこまち」を販売する中、自分達が作った米を生産者
の顔が見えるものとして届けたいという想いが沸いた。
 小野小町発祥の地であることをアピールしたオリジナルブランドの
「あきたこまち」を商品化したいと考えた。

 大手精米センターに負けない機能を持つ精米機を設置（リース
代・設置費用として約1,500万円）。
 毎年の栽培データを分析し、収穫量よりも品質を重視したタイミ
ングで刈り取りを実施。
 品質を向上させるため、収穫した米の水分量の検査を行い、適
正水分値とすることを徹底。
 以前は食糧事務所の担当者が行っていた米の等級分けの検
査について、遠田氏が自ら農産物検査員の資格を取り実施す
ることで、各農家へ情報の細かいフィードバックを可能とした。
 サンプル米の配布や物産展への出店等、営業活動を継続。

【売上・収益増の効果】

 営業活動の効果もあり、平成15～16年頃から多くの人に知ら
れ、電話やFAXで注文がくるようになった。
 販路拡大のため、平成22年からは自社ホームページからの注
文も可能にし、売上を伸ばしている。
 平成28年より湯沢市ふるさと納税返礼品に登録し、売上が伸
びている。

代表 遠田義宏氏

粘りが強く、粒が大きいのが特徴
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事業分類：清酒製造・販売業
所在地：秋田県南秋田郡五城目町下夕町48
資本金：2,500万円
従業員数：14人

福禄寿酒造株式会社

 人口減少や消費者の嗜好変化等による需要減少に対応するため、代表者交代を機に高付加価値戦略に着手。
 従業員と意識統一の上、社内改革を断行。醸造方法の見直しや、倉庫・冷蔵庫等の大規模な設備投資を実施。
 付加価値の高い独自商品作りに成功。取組以前に比べて売上高及び利益率が増加。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 従来の販売方法とは異なる、高品質な清酒を作り、付加価値
を伝えて販売していく方針とすることを決意。
 どのようなお酒を作り、どのような人に飲んでもらい幸せになっても
らいたいかという経営者の気持ちを従業員に伝え、意識の統一
を実施。
 社内改革を実行する上で、トップダウンではなく、従業員の意見
も取り入れて軌道修正を行いながら、経営を行っていった。

 渡邉康衛社長の入社当時、取引先は地元の酒屋・問屋が中
心であり、同社の売上の大半は安価な普通酒が占めていた。
 また、販売方法は、商品の品質や付加価値を伝えず、価格交
渉で行っていた。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 清酒市場が縮小する中、自社が持つ伝統技術を基盤としなが
らも、方針を大きく変更したことで、収益力向上のみならず、新
たな顧客層を生み出すことにも繋がった。
 「NEXT FIVE」のプロジェクトにより共同で生み出された商品は
人気が高く、2012年のクリスマスイブに限定発売した際は、すぐ
に出荷在庫がなくなった。

取組内容

 現在の代表取締役である渡邉康衛氏が2001年の大学卒業
後に入社した際、上記の現状に危機感を感じた。
 売上が減少する状況を打破するため、伝統に捕らわれずに社
内改革を進め、収益力の回復と強化に努めるべきだと考えた。

【具体的な取組】

 付加価値の高い酒作りのため、倉庫や冷蔵庫等に対し、大規
模な設備投資を実施。また、火入れから貯蔵等の醸造方法を
見直すことで、より繊細な味を追求。
 問屋を通さず、自社の商品価値を伝えてくれる酒販店を探し、
直接販売の形態を開始した。
 2006年、新たな自社商品である「一白水成（いっぱくすいせ
い）」が完成し、好評を博している。
 清酒人気を取り戻すため、秋田県の五つの若手蔵元が結成し
た「NEXT FIVE」へ参画。意見交換や技術交流を行い、毎年
1種類の清酒を共同で醸造している。

【売上・収益増の効果】

 生産量は以前の半分程度ではあるが、売上高及び利益率は
取組以前を上回っている。
同社外観（秋田県の登録有形文化財に指定）

渡邉康衛社長
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事業分類：繊維業
所在地：山形県寒河江市元町1-19-1
資本金：5,410万円
従業員数：230人

佐藤繊維株式会社

 極細モヘア糸を独自に開発し、従来品にはないニット製品における柔らかで繊細な風合いを実現。
 さらに、自社ブランドを立ち上げ、その世界観を表現することで、海外産の安価な製品と差別化。
 独特な風合いや質感を持つ極細モヘア糸の品質は海外でも評価され、受注を伸ばしている。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 糸の開発から、ニット製品の企画・デザイン・製造・販売を手掛
け、川上から川下まで一貫生産という強みを活かす。
 糸職人はクリエーターであり、その創造力をしっかりと活かした事
業を行うための体制を整備する。

 従来の糸メーカーは発注された糸を作る下請け企業。
 国内のほとんどの糸メーカーは、糸と製品の両方を手掛けていな
い。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 自社でつくりあげた高品質の糸と、それを活用した既存のトレン
ドとは異なる独自デザインのニット製品を、自社のストーリーと共
に訴求。海外のトップブランドに認められることで、海外のみなら
ず、国内市場においても、高い支持を得て、高級路線としての
取引を拡大している。

【具体的な取組】

取組内容

 イタリアの糸メーカーの工場見学の際、糸工場の職人たちが自
分たちのつくりたい糸を創造性豊かに糸をつくっていたことに感銘。
 2005年に四代目社長に就任した佐藤正樹社長が「自分たち
にしかつくれないものをつくろう」「こちらから世界に発信し、ブラン
ディングを仕掛けよう」と大きく舵を切った。

 30・40年前の古い機械を全国各地で見つけ、古い機械を修
復・改良し、組み立てることで、個性的な糸を制作できる体制を
整備。
 併せて、コンピューター制御の自動編み機を導入。他方で、50
年前の手製の編み機を使い、手探りで編んだ結果を数値化し、
自動編み機にインプットすることでさらに個性溢れる糸を高品質
で安定的に製造できる体制を整備。
 最終製品マーケティング、販売の面においても、2002年には自
社ブランド「M.＆KYOKO」を立ち上げ、ニューヨークに進出。人
気を博している。

【売上・収益増の効果】

 同社では、旧来の下請け構造から脱却し、高級志向であるア
パレル製品を地方から世界に発信、受注を伸ばしてるが、さらに、
自社製品と共に地域の文化を発信するスポットとして、2015
年、ショップ、レストラン等の複合施設を寒河江市に新たにオー
プン。当地の伝統工芸や食文化も併せて発信することで地域
活性化にも大きく貢献している。

関連写真②
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事業分類：宿泊業を中心としたDMC
所在地：山形県天童市鎌田1-3-38
資本金：400万円
従業員数：2人

株式会社DMC天童温泉

 温泉地全体で宿泊客数が減少。地域全体で集客を行う仕組みが必要となった。
 旅館・システム会社が参画する新会社を設立。温泉地全体のコンテンツ開発、業務効率化を実施。
 効率化だけではなく、温泉地全体のマーケティングを行い価格の最適化に取り組む予定。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 温泉地の旅館・システム会社が連携し、
①観光コンテンツの開発
②共同購買事業等による経営効率化
③宿泊予約システムの共通化による宿泊客の囲い込み
による温泉地全体の活性化による宿泊客の増加・経営の効率
化に取り組み、地域自らが稼ぐ力を引き出す。

 1990年中旬以降、天童温泉では宿泊客数が減少。
 宿泊客数の回復するための取組は、個別旅館が努力すると
いった対応が中心であった。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 需給予測などによる宿泊価格の最適化は、今後試験運用を
行い、地域全体で実施する予定。

【具体的な取組】

取組内容

 個別努力では観光客の集客に限界があるため、地域全体で観
光客を呼び込む取組むため、温泉地の旅館7社とシステム会社
による観光共同事業を目的とした企業を設立。

 地元の観光関連産業との連携により、地域の魅力を掘り起こし
たオプショナルツアーを開発し、当社に参画する旅館で販売を実
施。
 インバウンド対応として、英語メニュー事業や多言語化MAP・多
言語化WEBページの作成に取り組む。
 各旅館で使用する備品等を共同発注しコストダウンに取り組む。
 宿泊管理システム（基幹システム）と連動した宿泊予約システ
ムの共通化を目指し開発中。将来的には、加盟旅館の宿泊管
理システムをデータ分析し、需給予測による価格の最適化を実
施することを検討中。

【売上・収益増の効果】

 共同購買事業により一枚当たり30円、年間240万円のコスト
削減が実施された旅館もあった。
 客室清掃スタッフを加盟旅館の協同リソースとし、コスト削減業
務効率化を図ることを検討中。
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事業分類：食料品製造業
所在地：福島県会津若松市川原町2番10号
資本金：1,000万円
従業員数：20人

株式会社長門屋本店

 原子力発電所事故による風評被害払拭・伝統和菓子の存続のため、革新的な和菓子の開発に着手。
 切るたびに絵柄が変化する羊羹を開発。2017年度グッドデザイン賞を受賞。
 従来品の3倍以上の価格ながらも、ギフト用羊羹として大人気商品に。売上好調。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 見た目や味が地味、切り分けが面倒というイメージの羊羹は需
要も少なく、市場も減少傾向。
 原子力発電所事故による風評被害により、福島の和菓子は
消費者から敬遠。

 伝統菓子の製法や素材はそのままに、最新技術の活用により、
高い付加価値の革新的な羊羹を開発し、客単価の向上を図
る。更には新たなギフト市場、海外市場参入を視野に入れた販
路拡大を目指す。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 インターネット販売を通じて新たな客層を獲得。若い女性や海
外からも受注を多数受けている。
 従来の商品は1本1,000円程度であるが、この商品は3,500
円と、従来の3倍以上の価格で販売。

【売上・収益増の効果】

【具体的な取組】

取組内容

 創業172年の老舗和菓子店として伝統技術を承継してきたが、
和菓子の需要減少、加えて風評被害により、伝統的なだけの
和菓子作りから脱却を目指し経営方針の転換に着手。

 福島県ハイテクプラザの指導のもと、従来の和菓子にはない複
雑な造形をもつ羊羹を開発。手作りの技術を生かしながら、大
量生産にも対応できる新たな製造方法を確立させ、【羊羹菓
子および羊羹菓子の製造方法】の特許を取得した。
 羊羹に描かれた絵柄が切るたびに変化し、パラパラ漫画のような
動きを付けた羊羹は、従来品の見た目や味が地味、切り分けが
面倒という羊羹のマイナスイメージを、逆に切り分けることで絵柄
や味の変化を楽しむという付加価値に転換することができた。

切り分けるのが楽しくなる、
新しい愉しみをもった羊羹

 茶請けの用途が主だった羊羹のイメージを一新。若者向けギフ
ト用、パーティ用など、今までにない用途への提案が可能となり、
和菓子の可能性が広がった。
 売上が増加し、新たに職人1名の雇用に繋がった。
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事業分類：製造業
所在地：福島県いわき市立田人町南大平字坪内95-1
資本金：990万円
従業員数：6人

株式会社磐城高箸

 割箸の高付加価値化にはデザインが重要だと気付いていたこともあり、デザイナーと一緒に商品開発を行うこととした。
 被災3県の間伐材を用いて割箸を製造。デザイナーにパッケージをデザインしてもらい商品開発。
 高価格帯な設定にもかかわらず、質感等、感性に訴えることにより、メディアにも取り上げられ販売増に。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 割箸は1回使用できればよいという機能と、使い捨てのため、とに
かく低価格で販売することが求められている。
 割箸の材料（木材）も中国からの輸入が95％を占め、国産
品は5%にも満たなかった。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 安い輸入材を使った割箸で1膳約1円。
 国産の材料を用いて製造した割箸で1膳約60円。
 純国産（主にいわきスギ）材料を用いて製造し、さらに箸袋を
デザインして贈答品にして販売。3膳セットで500円。

取組内容

 日本固有種の杉は、学名「クリプトメア・ジャポニカ」で「隠された
日本の財産」を意味する。
 割箸の高付加価値化にはデザインが重要だと気付いていた。
 東日本大震災の復興支援ボランティアとして、10人ほどのデザ
イナーグループが手助けしてくれた。

 まず、被災3県のスギの間伐材で割箸を製造することを提案。
 デザイナーにパッケージデザインを作成してもらい、「3県復興 希
望のかけ箸」と名付けた3膳の箸のセットを平成23年度全国間
伐・間伐材利用コンクールに応募、上位賞受賞をきっかけにメ
ディアに取り上げられた。
 安い輸入材を用いて製造した箸ではなく、福島県いわき市内の
林業家が間伐したいわきスギを直接購入し、贈答品用、お食い
初め用の「おめでた箸」等、デザイナーにパッケージデザインを担
当してもらうことで、150円～2,200円程度という、品質にあった
高価格設定で商品展開している。
 また、企業や自治体、大学などからのノベルティ受注を収益の柱
として、贈答品用・最高級の名入れ箸セット等、高級シリーズを
展開するとともに、「眠り杉枕」や「おがぬいぐるみ」、「北限のひの
き鉛筆」といった新しい商品展開にもチャレンジし続けている。
 デザイン性を高めた商品展開と、ストーリー性を持たせた商品PR
による取り組みをさらに加速している。

【売上・収益増の効果】

 従来、裸箸で1膳最低50円で販売（2級品以下は販売せ
ず）。一般的な割箸は1膳約1円で販売されている。
 デザイナーとコラボレーションして、海外観光客向けお土産品、
贈答品、記念品等で活用される等、150円～2,200円程度
の商品構成で売上を伸ばしている。
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事業分類：製造業・卸売業
所在地：福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3947

株式会社一十八日

（本社：東京都新宿区若葉2-7-1 ビデオフォーカスビル４階）

資本金：100万円

従業員数：4人

 里山の埋もれた地域資源から各種の国産精油の高品質生産システム（伐採から抽出、瓶詰等）を確立しその普
及を通して地域振興に貢献する。
 精油のブランドイメージ確立に注力。価格競争に巻き込まれない商品づくりへ。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 伐採等で放置されていた森林残渣から精油の生産を実現し、
里山資源の活用を図る。
 故郷の懐かしい木や植物の香りを身近に感じることができる和
精油を提供する。
 高品質な精油に見合った価格付けを行い、イメージを大切にす
る。

 森林で伐採等で発生した木や枝葉や大量に放置されている。
 林業の活性化に期待がかかっている。
 天然精油のほとんどが輸入に頼っており、安価な精油が大量に
出まわっている。

【取組に至った経緯、理由】

和精油の可能性に注目し、5年前に当社を創業。
全国各地の和精油を取り寄せ成分分析等、品質を調査。
南会津の木材をテストしたところ高品質が確認できた。
南会津のNPOや林業の方々と協力して杉やニオイコブシ、クロ
モジ等の里山資源を利用して精油の生産を開始。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 一般的な精油に比べ価格が高くなっているが、販売量は年々
増加している。
 アロマ商材は女性の人気が高いが、ひのきや杉、クロモジなどは
男性にも人気があり、日本の香りは幅広い層に人気がある。

【具体的な取組】

取組内容






 南会津のNPOや林業、地域の人達の協力をいただいて原料を
収集している。
 生産した精油はロット単位でガスクロマトグラフによって成分分析
し、品質管理を徹底する。
 和精油の輸出に注力し、「日本の香り」を海外へ展開。
 JR東日本の運行するTRAIN SUITE四季島の香りを担当する
など、イメージを大切にしている企業とのコラボレーションを行う。
 高品質であることをPRし価格競争に巻き込まれないブランドづく
りを行う。

【売上・収益増の効果】

 徐々に売上が上がってきている。特に有名ブランドや企業とのコ
ラボレーションを行い知名度が上がったため、精油全体の売上が
20%程アップしている。
 ブランドイメージを大切にする企業との取引を中心に行っている
ため、価格を下げることなく販売を行うことが出来、高い利益率
を維持している。

関連写真①

関連写真②
ＪＲ東日本提供
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関東地方

事業分類：空気入ビニール製品製造業
所在地：栃木県小山市間々田1192
資本金：3,000,000円
従業員数：18人

有限会社髙木商店

 業界全体が生産拠点を海外に移転し、安価な海外製品にシフトしたことで、受注金額が最盛期の約半分に減少。
 量産品依存脱却を目的とした多品種小ロット受注により技術力が向上し、多様な顧客ニーズへの対応が可能に。
 適正価格での受注を続けることにより、売上は国内生産最盛期と比べて1.2倍に増加。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 空気入ビニール製品は昭和55年頃が国内生産最盛期であっ
たが、業界全体が徐々に量産品の生産拠点を海外に移転し、
安価な海外製品が国内に流通。昭和58年頃には会社として
の国内生産受注金額が最盛期の約半分にまで減少。
 また、30年前からほぼ価格改定がされていない商品も存在。

 元々、量産品への依存脱却のために始めた多品種小ロットでの
受注対応をする中で、様々な製品の形状に対する溶着技術や
形状の再現技術を蓄積。
 蓄積した技術を活用し、多様な顧客の要望に対してきめ細かに
対応することで受注の確保・拡大を図る。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 国内自社工場での新規案件については概ね適正価格での受
注が可能となった。また、高付加価値製品の受注が増えてきた
ことで、製品単価も上昇。
 顧客も、以前は売上の約8割が数社の決まった顧客であったの
に対し、現在は数十社からの受注があり、受注金額の割合は
一社で3割を超える顧客がなく、分散された受注となっている。

【具体的な取組】

取組内容

 量産品への依存を脱却するため、業界では量産品を数万個単
位で受注するところ、同社では昭和末期頃より数千個単位の
小ロット受注を開始。
 平成15年頃には複雑な形状の企業POP広告や競技用ビーチ
ボールなど、数個単位からの多品種小ロット受注を実現。

 自社の卓越した加工技術と印刷技術の進化をうまく組み合わ
せることによって多品種小ロット（一個からも可）の受注を可能
とした。
 その結果、より多くの顧客確保ができ、さらにその顧客から量産
品の引き合いをもらうなど、販路拡大につなげることが出来た。
 また、最近では精緻な溶着技術を要する、デジタル技術を活用
した高付加価値製品などの組み立て仕上げも対応。
＜（有）髙木商店で製造された空気入ビニール製品＞

【売上・収益増の効果】

 適正価格での受注を続けることにより、売上は国内生産最盛
期と比べて1.2倍に増加。
 引き続き、更なる技術革新や付加価値を付けることで、価格に
見合う商品の提供を行っていく。

ビッグボール地球儀

ビーチボールバレー用のボール

東北協同乳業（株）のヨー
グルトPOP
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事業分類：産業用機械等の製造販売業
所在地：千葉県松戸市松飛台316-3
資本金：3,000万円
従業員数：17人

スズキ機工株式会社

 先代からの事業承継後、収益が不安定で苦しい時期を経験し、経営計画書を軸とした経営改善に着手。
 エリア戦略をとることで顧客とのコミュニケーションが密になり、現場の声を踏まえた提案ができるようになった。
 顧客が継続的に使用し、繰り返し購入する「ストックビジネス」の新商品を開発し、売上向上。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 経営計画書を作成し、産業用機械事業ではエリア戦略を行い、
片道1時間以内の顧客に絞って営業を行うこととした。
 経営計画書に「新規事業の基本方針」を明記。顧客が継続的
に使用し、繰り返し購入する新商品の開発に着手。

 仕事は多忙にも関わらず、利益を出せていなかった。
 産業用機械の販売では、片道2時間半かかる顧客とも取引し
ていた。

 顧問税理士の助言を受けて、具体的な戦略、経営計画書が
必要であると実感。

取組の効果

 産業用機械事業では、現場の声を踏まえた提案ができるように
なり、CSが高まった。
 「ベルハンマー」は一般的な潤滑剤に比べて高性能であり、それ
に見合った価格を設定しているが繰り返し購入されている。

取組内容

【価格、販売数、客層等の特徴】

 エリア戦略をとることで、顧客との接触頻度が増え、コミュニケー
ションの中で現場の声を聞くことが可能になった。
 現場の声を、新商品開発に反映し、複数の商品を開発。
 新商品の1つである高性能潤滑剤「ベルハンマー」は、産業用機
械のギアやベアリングだけではなく、バイク、自動車、扉や窓サッシ
でも使用でき、一般消費者の需要拡大も見込まれた。
 一般消費者に対し、インターネット、SNSを活用したキャンペーン
を30万円ほどのコストで実施した。

【売上・収益増の効果】

 信頼関係を築くことができ、産業用機械事業は一時的に売上
が減少したものの、利益は向上した。
 「ベルハンマー」についてはインターネット、SNSを活用したキャン
ペーンの効果で2,000万円超を売り上げ、多くのリピーターを獲
得した。

鈴木豊社長

従業員(上)と経営計画書(下)
ベルハンマー(右)
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事業内容：製品企画開発卸、輸入総代理店業務
所在地：東京都千代田区神田神保町2丁目4番地
資本金：10千万円
従業員数：85人（グループ含）

シロカ株式会社

 大手家電メーカーと折り合わなかった窯元の意向に沿って、伊賀焼土鍋を内釜に使用した炊飯器の開発をスタート。
 SNS等に寄せられる消費者の声を商品企画に取り込み、ネットやリアル店舗と連携した独自のマーケティングを展開。
 元々は安さを武器にしたメーカーだったが、電気炊飯器を約8万円で発売。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

【取組に至った経緯、理由】

 シロカが高級炊飯器の開発に着手した2013年時点で、電気
炊飯器は高級機種（3万円以上）の構成比が上昇傾向に
あった（2006年10％程度→2011年20％超）。特に内釜
は“内釜戦争”と言われるほどの競争領域だった。
 キャッチコピーに「土鍋」等を謳った炊飯器はあったが、本物の土
鍋炊きがスイッチ一つでできる電気炊飯器は従来なし。一方、
「奇跡の炊飯土鍋」とも呼ばれ、累計80万個を売り上げた伊
賀焼窯元「長谷園」の炊飯土鍋「かまどさん」を電気炊飯器にし
たいという大手家電メーカーからの引き合いはいくつもあったが、
開発の方向性の違いから長谷園側と折り合わなかった。シロカ
は、長谷園の目指す開発の方向性と合致したため、共同開発
をスタートすることが出来た。

【具体的な取組】

取組内容

取組のきっかけ

 「ちょっと便利で、ちょっと豊か」から「ていねいに、うつくしく、こだ
わって」へのコンセプトの転換。
 製品を使う消費者の“住環境や憩いの環境の『質の向上』に寄
与するような価値と価格を創造し、提供する”

 当初の製品（全自動コーヒーメーカー、電気圧力鍋）の価格
は大手メーカーと比べて5～8割程度の設定。
 買いやすい価格とシンプルな操作、デザイン性を訴求。安さを武
器にした“ジェネリック家電メーカー”だった。

 製品の企画立案にあたり、生活者視点で国内外の製品・市場
動向並びにSNS等に寄せられる消費者の声を注視し、同時に
販売についてはWEB、モバイル、TV、ラジオ、カタログ、リアルの
販売店と戦略的に連携したメディアミックス・マーケティングを展開。
 ガス直火用炊飯土鍋でヒットした伊賀焼土鍋の窯元・長谷園と
コラボし、土鍋をほぼそのまま内釜に使用した電気炊飯器「かま
どさん電気」を、4年の開発期間を経て2018年3月に79,800
円で発売。

取組の効果

【価格、販売数、客層等の特徴】

 従来扱っていたのは主に3万円以内の製品だったが、高級炊飯
器「かまどさん電気」を2018年3月に79,800円で発売。

【売上・収益増の効果】

 新規事業として導入した為、全体の売上アップに大きく貢献した。

かまどさん電気
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事業分類：前掛けの製造・小売
所在地：東京都港区元赤坂1-7-10 グランドメゾン元赤坂902
資本金：300万円
従業員数：10人

有限会社エニシング

 昔ながらの機械と職人技術をもちながらも、価格競争で疲弊する豊橋の産地と同社社長が出会ったことがきっかけ。
 従来の問屋を通じた大量生産から脱して、伝統技術や本来の魅力を活かしたブランディングにより高付加価値化。
 事業規模拡大により、新たな雇用創出や新工場の設置などに繋がっている。
【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

取組のきっかけ

 紡績業が盛んであった豊橋市周辺では、最盛期には100件を
越える工場が立地するも、製造拠点の海外流出で廃業が続く。
 残っていた工場も、問屋を通じて、大手酒造会社等に向けて大
量生産・低価格の商品を提供しており、単価数十円の値下げ
圧力に疲弊していた。

 前掛けの歴史や、腰を守るためのアイテムとして親しまれてきたと
いった本質的な魅力・ストーリーを大切にするなど、単なるものの
生産ではなく、日本の文化や「おもてなし」のようなサービス精神
を含めた新たなブランディングを実施。
 低品質な価格競争分野から脱して、伝統技術や機械を駆使し
た高品質商品による差別化により新市場を創出。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 低価格帯の商品を問屋を通じて大手酒造会社等に対して、１
枚数百円で販売していた。
 これら従来のモデルから、高品質な商品を都市部のレストランや
セレクトショップ等を通じてファッション感覚の高い消費者等をター
ゲットに1枚数千円にて販売するモデルに転換。
 オーダーメイドも含めたきめ細かな商品製造・販売を行う。

【具体的な取組】

取組内容

 アパレル販売を行っていた同社の西村社長が平成18年、販売
アイテムのひとつである前掛けの産地である豊橋を訪問。
 明治・昭和の機織り機が今なお残り、職人の技により高品質な
商品が生産されているが、産地全体が廃業に追い込まれている
現状を知ったことがきっかけ。

 「日本の伝統を、次の時代にも残していかなくては」という使命感
からこれまでのアパレル販売から、前掛け専門の製造・販売企
業に転換。
 廉価で薄い生地ではなく、厚くて丈夫な上に身体にフィットする
伝統ある帆前掛けを復活。
 埋もれていた本来の魅力やストーリーを掘り起こし、洗練された
デザインとの融合により、飲食店のユニフォームや個人ギフトなど
の新分野を開拓。
 現在では海外の日本食店で採用、イギリス大英博物館で販売、
ジブリとの連携商品開発など、海外でも高い評価を得ている。

【売上・収益増の効果】

 売上高 平成24年から29年の5年間で倍増
 売上・収益の拡大により、新たな雇用創出、新工場の設置など
の投資を展開。
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事業分類：金属製品製造業
所在地：東京都大田区下丸子二丁目36番21号
資本金：1,000万円
従業員数：56人

新妻精機株式会社

 国際的な開発競争激化の中、顧客から更なる部品の高精度化・短納期化を求められ、改革に着手。
 最新鋭の放電加工機を導入したほか、従来外注に頼ってきた粗切削などの前工程を内製化。
 前工程が必須となる大型案件の受注が増加し、営業利益が3年間で約2.2倍と急成長を遂げる。
【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

取組のきっかけ

 都内に所在し開発部門と近接しているという強みを活かし、従
来より国内主要メーカー等から寄せられる少量多品種の試作
品や特殊部品の短納期発注に対応してきた。
 スピードと精度、難加工への対応力を強みとしてきた。

 機械を新規に導入することで一層の受注増加を図り、開発パー
トナーとして顧客の競争力確保に貢献する。
 最新鋭の放電加工機およびマシニングセンターを導入し、加工
原価の低減を図るとともに粗切削などの前工程を内製化。
 生産能力の向上と業務効率化で収益を改善し、従業員へは
継続的な賃上げなどによって還元することを目指す。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 幅広い分野から顧客を取り込み、近年では高付加価値かつ高
精度な製品が求められる航空・宇宙分野やロボット分野での受
注及び共同開発が増加している。
 改革に着手後、自動車部門の顧客が増加し、内製化した前
工程を必須とする大型の試作案件を数多く受注。機械の稼働
時間が15%増加し、営業利益は2015年の4,471万円から
2018年には9,912万円へと急成長。

【具体的な取組】

取組内容

 顧客の事業分野の国際的な競争激化により、更なる高精度・
短納期加工への需要が高まっている。
 しかし、顧客であるメーカーの開発拠点が一部海外に移転した
ことなどから、中長期的に新分野の開拓が必要となった。
 また、特殊製品ゆえ微小ロットであることや、粗切削等の前工
程を一部外注していることが納期短縮への障害となっていた。

 新たに放電加工機を導入することで、設備数の少ない工程であ
ることのボトルネックの解消を図るとともに、放電加工の特徴を活
かした製法を取り入れた開発を実現する。
 また、マシニングセンターの導入により、仕上げまでの一貫した加
工を実現し、次工程を考慮した切削・工程を管理することでより
高精度かつ短時間の加工を行う。
 これらの設備導入で医療関係部品やロボット部品の加工といっ
た成長分野で30%増の受注を見込むとともに、顧客企業から
の信頼を高め、金属加工のモデル工場となることを目指す。

【売上･収益増の効果】

 補助事業により設備投資し利益を上げられたため、自己資金
での設備投資を決断し、今後もさらに設備投資を継続予定で
ある。売上総利益2月期8%増、ボーナスは500万円以上上
乗せできた。
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事業分類：介護業
所在地：東京都町田市金森東3-18-16
基本金：2億4千万円
従業員数：597人

社会福祉法人合掌苑

 拠点を拡大、新規職員を大量採用したことから、サービス品質が低下、顧客からのクレーム・離職率が増加した。
 多様な働き方を認める人事諸制度・組織風土に改善した上で、部門別採算管理制度を導入、ハイテク機器・IT活
用による業務効率化を推進。
 職員の平均年収が前年比約10万円増加した（各種取組による生産性向上による利益分配を実施）。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 経営の方向性を拡張路線から品質向上に転換し、働きやすい
環境の整備、組織マネジメント、業務効率等の観点から取組
みを実施する。

 「付き合い」によるサービス残業が多く、有給休暇も取りづらい労
働環境。

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 長年一拠点で運営してきたところ、2003年～2004年にかけて
新規に二拠点を設置し、新規職員を大量に採用した。
 そのため、サービス品質が低下し、顧客からのクレームが増加、
離職率（新卒離職率は約75％）も上昇した。

取組の効果






平均年収向上（409万円（2016年）⇒416万円（2017年））
有給取得率向上（54.3％（2009年）⇒64.5％（2017年））
法人利益25％を原資に独自の地域貢献活動の実施
平均残業時間/月 短縮
9.1時間（2015年）⇒ 6.6時間（2017年）

取組内容

【価格、販売数、客層等の特徴】

 時間単位での給与計算を開始し、短時間正社員制度を導入、
定年制度を廃止。また、有給休暇の消化率向上を組織目標と
し、従来の有休休暇に加え、年2回・4日間の連続休暇(リフ
レッシュ休暇制度)を整備。同時に職員満足度調査も行う。
 部門単位の採算管理制度を導入。中間管理層もしくは一般
職員が採算管理・目標管理を行う「アメーバリーダー」を担当し
て本制度を推進。
 ITを活用し、インカム導入による現場担当者間の応援や、タブ
レット端末に依る入居者情報の共有を行う。さらに、ロボット制
御技術を応用したハイテクウェア（スマートスーツ）と、スポーツ
科学に基づいて作られたコンディショニングウェアを配備。

【売上・収益増の効果】

 CS調査 法人全サービス平均82点
 売上－経費（人件費含まず）÷労働時間＝時間当たり採
算 2,351円（2014年）⇒2,781円（2017年）
 2017年度 日本でいちばん大切にしたい会社大賞受賞
 2018年度 日本経営品質賞 経営革新推進賞受賞
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事業分類：サービス業、製造業
所在地：東京都国立市泉1丁目12番地3
資本金：5千万円
従業員数：145人

FSX株式会社

 顧客ニーズや市場動向などを踏まえ、付加価値のある「おしぼり」や「おしぼり関連製品」の開発や販売に挑戦。
 温度、肌触り、香りや包装などで「高級感」を演出、さらに大学発ベンチャーと共同開発した技術により衛生面でも差
別化を実現。
 縮小傾向にあるおしぼり業界において、売上を着実に伸ばして会社全体の利益に貢献。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 手触りや肌触りの良さ、香りなどの「高級感」を追求するとともに、
抗ウイルスや抗菌などの「衛生面」も追求した、付加価値の高い
製品を開発して、従来のおしぼりとの差別化を図った。
 開発に当たっては、弊社がこれまでの貸おしぼりの生産や営業で
培ったノウハウを駆使したり、大学発ベンチャーと共同開発するなど
の工夫を行った。

 貸おしぼりの市場は、主要取引先である飲食店数の減少など
により、1997年度の440億円が、2013年度には220億円を
下回り、規模は縮小の一途。このままでは、価格競争による消
耗戦に陥ってしまう状況。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 高付加価値のおしぼりは、カーディーラーやマンションギャラリーな
どの高級感を演出する場面で利用。
 美容・エステ業などの清潔感が求められる分野のニーズも高い。

【具体的な取組】

取組内容

 従来型の貸おしぼりが受け入れられにくくなっている実態や、よい
香りがする商品や肌触りのよい商品が欲しいなどのニーズを踏ま
え、差別化が難しいとされるおしぼりの高付加価値製品の開発
に着手。
 また、衛生面の観点から、使い切りタイプのおしぼりの生産数量
は増加傾向にあり、今後も国内外のニーズが増加すると考えた。

 弊社が大学発ベンチャーと共同開発した「VB」と呼ばれる抗ウイル
ス・抗菌・防臭機能を有する水溶液を使用するとともに、自社開
発のおしぼり冷温庫とおしぼり用のアロマシートで香り付けをするこ
とで、温度や香りといった付加価値の演出や衛生面に配慮された
布のおしぼりを提供。
 使い切りタイプのおしぼり（ポケットおしぼり）についても、布おしぼ
り同様に抗ウイルス・抗菌有する水溶液の使用や、アロマオイルで
香り付けを行った製品、フェイスタオルサイズの大判製品の開発や、
シンプルでありながらもデザイン性の高いパッケージを採用し一層の
高級感を演出したおしぼりなどの高付加価値製品を開発。

【売上・収益増の効果】

 市場が縮小傾向にあっても、貸おしぼりの売上は微増するととも
に、使い切りタイプのおしぼりの売上は毎年2ケタの伸び率を記
録しており、会社全体の売上増加に貢献。
 また、使い切りタイプおしぼりの自社製造と工程自動化を図り、
コストダウンと利益率の向上を実現させたほか、製造ラインにお
いて2名の障がい者（会社全体で9名）雇用を行っている。
（法定雇用率17%）
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事業分類：印刷業
所在地：神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2053
資本金：2千万円
従業員数：37人

株式会社大川印刷

 インターネット印刷等の新たなビジネスモデルの台頭により、印刷業界は価格競争が激化。同社は、国連が2015年
に採択したSDGsに着目し、企業価値向上のため本業を通じた社会課題解決に注力。
 自社の競争力の源泉として「環境印刷」に取り組むとともに、ESG投資の潮流を捉えて取組効果（CO2削減量
等）を見える化してプロモーションを行い、低価格競争に捕らわれず、高付加価値・適正価格でサービスを提供。
 持続可能な調達に関心の高い企業等との新規取引の増加等により、新規顧客売上高が増加。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 SDGsの認知度拡大・ESG投資の潮流を捉え、自社の競争力の
源泉として従来から取り組んでいた環境印刷の効果（CO2削減
量等）を見える化してプロモーションを行い、低価格競争に捕らわ
れず、高付加価値・適正価格でサービスを提供。

 インターネット印刷等の新たなビジネスモデルの台頭により、印刷
業界は価格競争が激化。ペーパーレス等の社会的潮流を受け
て、新規取引先の獲得の伸び悩みが発生。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 ESG投資の潮流を受けて、持続可能な調達に関心の高い大
手企業、外資系企業、団体等との新規取引が増加（直近3
年間で135件の新規顧客を獲得）。
 環境や人の身体にも優しい「環境印刷」として、高品質かつ適
正価格でサービスを提供（ex.インターネット印刷と比較して
1.5倍程度の価格）。

【売上・収益増の効果】

 新規取引獲得等の効果を受けて売上高は増加（直近3年間
で新規顧客売上高は約5,000万円増加）。
 企業利益は、同社の宝である従業員に対する処遇改善や「人
財育成」等に還元している。

【具体的な取組】

取組内容

 継続してCSR・CSV活動に取り組んでいたが、社会貢
献型の印刷サービスを通じて、企業の稼ぐ力の向上を
実現するステージに移行する必要性を感じていた。
 国連が2015年に採択したSDGsは国内外の社会課題が
整理されており、中小企業でも本業を通じてSDGsに取
り組むことで、ビジネス機会の獲得に繋がると考えた。

 社会貢献型の印刷サービスとして、印刷用インキはノンVOCインキ
（石油系溶剤0％）、印刷紙は違法伐採による紙でないことを
証明するFSC森林認証紙を使用することで、環境や人の身体に
も優しい「環境印刷」を行い、適正な価格を設定。
 更なる高付加価値化のため、「J-クレジット制度」を活用し、業界
初の「ゼロカーボンプリント」を開始。2018年には、太陽光発電シ
ステムを設置すると共に、電力を再生可能エネルギーによる電力に
切り替え、再生可能エネルギー100％印刷を達成。（本社のみ）
 「SDGsを忘れないメモ帳」（SDGsの17のゴールを整理したメモパッド）、
「セパレートエコカレンダー」（白内障・色弱者の方にも読みやすい卓上カレン
ダー）等のSDGsを意識した新製品開発も実施。市民団体と連携
し、日本に在留している外国人ニーズに応えるための日本初の4か
国語版お薬手帳を開発し、BtoC販売も新たに実施。
SDGsを忘れないメモ帳

環境印刷による包装紙

©崎陽軒
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事業分類：サービス業
所在地：神奈川県秦野市鶴巻北2-8-24
資本金：4140万円
従業員数：41人

株式会社陣屋

 旅館存続の危機に陥った際、顧客満足度を上げるために高付加価値化路線への覚悟を決めた。
 独自のITシステムを構築し、手厚いサービスと業務の効率化を実現。
 高付加価値化と生産性向上により、売上50％増、人件費率20％減などの効果。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 手書き台帳やホワイトボードで予約情報や顧客情報管理を
行っていたため、女将や特定の接客係に顧客やリピーターの情
報が属人化されていた。
 24時間365日営業していたため、昼礼や夕礼に参加できない
従業員に必要事項が伝わらなかったり漏れがあった。

 高付加価値、高単価、高稼働率を目指す。
 ITを活用し、各従業員が持っている業務・顧客の情報を全員で
共有化することで、業務効率を向上するとともに、顧客との会話
の接点を増やし、手厚いサービスを提供する。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 宿泊単価を9,800円から3万5,000円まで上昇させるとともに、
食事単価も、以前の最高6,800円から、最高3万5,000円の
会席料理を提供するなど価格の引上げに成功した。
 高付加価値化とともに、質の高いサービスを行うことで、富裕層
の顧客とリピーターを獲得した。

取組内容

 リーマンショックのあおりを受けており、経営の困難や業績の低迷
からの脱却が急務となっていた。
 従来の廉価競合路線から脱却し、高価格ではあるが満足感を
得られる高付加価値路線でいくことを決めた。

 週3日定休日を設け、営業日にはフルメンバーで稼働することで
従業員は働きやすくなり、定休日に研修や改装などを行った。
 料理の質を向上させ、最上級の3万5,000円の会席料理など、
高価格ではあるが満足いただける高付加価値路線にシフトした。
 自社で、様々な問題解決のベースとなる「陣屋コネクト」をいう独
自のITシステムを構築し、お出迎えサービスや従業員の管理、
資料格納等を行うことで、各従業員が持つモバイルにおいて常
時必要なデータを確認できるようになった。
 社内のSNSを活用することで、連絡事項だけの会議をなくすこと
ができたうえ、現場で起こったことが経営者まで瞬時に伝わるよう
になった。

【売上・収益増の効果】

 売上は2009年に2億9,000万円だったものが、2017年には4
億4,000万円となるなど50％向上、人件費率は46%から
26%に減少させた。
 宿泊業向け管理システム「陣屋コネクト」を、他の旅館等にて展
開するために株式会社陣屋コネクトを設立、ITベンダーとして順
調に売上を伸ばしている。

関連写真①

関連写真②
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中部地方

事業分類：製造業
所在地：新潟県三条市矢田1662-1
資本金：1千万円
従業員数：17人

マルナオ株式会社

 大工道具の製造・販売業者として、高い技術と芸術性を誇っていたが、大工道具市場の縮小に危機感。
 大工道具の製造技術を活かし、「口当たり」を重視した機能的な箸を開発。
 当社の高級箸は、13,000円～16,000円という高価格帯で取引されている。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 大工道具製造で培ってきた技術と材料（黒檀、紫檀）を活用
した箸を開発し、既存の箸とは「口当たり」や「つかみやすさ」と
いった機能面で、差別化を図る。
 新たな事業の柱を確立し、大工道具に依存したビジネスモデル
からの脱却を図る。

 建築需要の落ち込みや工法の変化を背景に、大工道具の需
要そのものが縮小。
 市販されている箸は低価格であるものの、工場での量産品であ
り、「口当たり」や「つかみやすさ」といった機能面での差はなく、箸
専門の製造業者もほとんどいなかった。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 「良い箸を長く使いたい」という消費者に対して、1膳1万円超の
高級箸を販売。
 現在の売上構成は、箸70％、ステーショナリー・カトラリー15％、
大工道具15％となっており、当社の高級箸は新たな事業の柱
に成長。（なお、大工道具の売上は従前と大きく変化していな
い）

取組内容

 当社の売上の99％が大工道具に依存していたことから、新たな
事業の柱を築かなければ衰退の一途をたどるという危機感を覚
えていた。
 3代目代表者は、日本人が日常生活で利用する「箸」に着目。

 「口当たり」の良さを最大限高めるため、箸の先端を直径1.5ミリ
とし、「つかみやすさ」にも配慮し持ち手から先端までを八角形の
形状に統一した箸を、試行錯誤しながら開発。
 代表者自らも職人としての技能向上に努めた。
 新たな販路を獲得するために三条市の商工会議所主催の見
本市に出展。2年がかりで大手百貨店との取引を実現。
 海外市場へ展開するために、木製のステーショナリー（レター
オープナーや定規など）やカトラリー（スプーン、フォーク、ナイフ
など）の製造にも着手。

【売上・収益増の効果】

 ステーショナリー・カトラリーは比較的作りやすいことから、若手職
人の技能を磨く場としても活用。売上の向上と技術者育成を
同時に実施。
 国内外での認知度向上。

代表者 福田隆宏氏

極上八角箸
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事業分類：製造業
所在地：富山県富山市婦中町板倉513-4
資本金：3千万円
従業員数：49人

株式会社ミズノマシナリー

 鉄加工からアルミ精密加工にチャレンジし、航空宇宙・半導体の成長分野に参入。
 IoTを活用した「見せる化」システムで、他社の半分以下となる超短納期を実現。
 他社ができないニッチな精密加工の発注が舞い込み、売上・利益ともに増加。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 難しい加工、他社ができないニッチな加工等、サイズの大小を問
わず積極的に受注し技術力を認知してもらう。また、アルミに特
化することでノウハウを蓄積し、技術力を更に高める。
 作業手配が製造現場に到着するまで時間がかかり納期回答遅
れ等が生じていたため、IoTを駆使して取引先対応を迅速化し
生産性を高める。

 元々の主力であった建設機械部品の加工（鉄）は好不況の
波が激しく、売上が景気に左右された。
 また、コストダウン要求が厳しい業界であり、大量に生産しなけ
れば利益を確保することが困難であった。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 航空宇宙関連企業や半導体メーカーから直接発注が来るよう
になり、付加価値の高いニッチな受注が増加している。
 現在はアルミ精密加工の売上が建設機械部品を大きく上回り、
利益も確保できている。
 IoTを駆使した製造工程の「見せる化」システムにより、他社と
比して半分以下の超短納期を実現。

【売上・収益増の効果】

 売上はここ5年で約1.5倍までに成長。
 利益についても、黒字で推移している。
 2017年には「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選
定される。

【具体的な取組】

取組内容

 高難易度であるが付加価値の高い、曲面や多面加工等、複
雑形状で高い精度が要求される半導体分野や航空宇宙関連
分野のアルミ精密加工に進出。
 「難しい加工に挑戦し、達成することにより仕事の喜びを感じる」
という社風も、高難度分野へのチャレンジを後押しした。

 受注情報と製造情報の一元管理により工程の見える化を図る
ことで、進捗状況から出荷までリアルタイムで把握できる、独自の
生産管理システムを構築。IoT活用により取引先側からもネット
で閲覧できる「見せる化」システムであり、生産性を高めるととも
に、取引先から高い信頼を得る。
 「何か、人と変わっていたい」という社是の元、超精密加工に要
求される人材育成と設備投資に注力。また、JISQ9100等各
種認証を取得し、品質管理体制を整える。
【航空宇宙関連部品】

【「見せる化」システム】

関連写真②
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事業分類：鋳造品製造業
所在地：富山県高岡市オフィスパーク8-1
資本金：3千万円
従業員数：150人

株式会社能作

 消費者が、店頭で商品を手に取るだけでは伝わらない商品コンセプトを、直接知りうる工場見学を企画。
 工場見学に、鋳物製作体験を組み合わせ、職人の技術力の高さと商品の魅力を伝えうる、新しい体験価値を製品
に付与。
 全国各地から訪れた顧客は、鋳物製作体験により、商品価値の理解を深めることができ、高付加価値商品の販路
拡大に寄与。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 高岡銅器の伝統を活かしつつ、柔らかく手で曲げられる素材特
性を活かした純度100％錫製「曲がる金属食器」を製造。
 従来は店頭に商品を並べて販売していたが、商品コンセプトや
商品製造の過程が消費者に伝わりづらかった。

 店頭で商品を手に取るだけではなく、実際の製造現場に足を運
んでもらい、一から商品ができるまでを見学してもらおうと考えた。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 販売単価5千円～1万円前後と、テーブルウェア（カップ、ぐい
呑、皿など）としては比較的高水準な価格設定が市場に受け
入れられた。

取組内容

 素朴な商品の質感や生活に馴染む優しいデザインの商品がで
きあがる過程を見て、職人の思いと高い技術力が込められた商
品の良さを直接感じる工場見学の場を創出し、好評を得た。

 製造現場で、職人が、素朴な素材の質感やデザインを活かした
商品を作りあげる工程を直接見ることができる場として、数年前
から工場見学を開始し、参加者の反響は好評。
 鋳物の製作現場を更に間近で見学できるよう工夫し、平成29
年5月に新社屋を開設。新社屋では錫の鋳物製作体験や実
際のテーブルウェアを使用することができるカフェを併設し、商品を
より身近に感じることができる取り組みを企画し、実施。
 富山県内の観光情報を独自に編集した案内所も併設し、観
光拠点としての機能も担っており、地域の観光産業への相乗効
果に大いに貢献。

【売上・収益増の効果】

 全国各地から産業観光を目的に客が訪れ、数年前までは年
間1万人程度だった見学者も、現在では1カ月に1万人が訪れ
る産業観光の拠点となり、これに伴い売上も増加した。
工場見学の風景

鋳物製作体験
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事業分類：食品製造業
所在地：石川県金沢市石引2-8-3
資本金：3.2千万円
従業員数：120人

株式会社福光屋

 石川県の伝統発酵食品から取り出した300種類以上の乳酸菌の中から、産学官連携プロジェクトにより、最も機能
的な「ANP7-1株」を発見。
 お米と麹だけを原料とし、 「ANP7-1株」で発酵させたヨーグルト風味のドリンクを商品化。
 通信販売を主としつつも、口コミ評価が広がり、年間販売累計は10万本超を達成。
【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 商品の原料には全ての人にアレルギーが起こらないように、動物
性のものは使わない方針とした。
 お米にはアレルギーがないことから、牛乳アレルギーの人でも、飲
用することができる。
 酒造りで培ったお米の発酵技術を活かし、多くの人にプラスのパ
ワーを与えることを目指す。

【取組に至った経緯、理由】

 産・学・官連携プロジェクトにより、奥能登のアジのなれ寿司から
機能性が高い植物性乳酸菌を発見した。
 乳酸菌の名前はアジのなれ寿司の頭文字をとって、「ANP」とし
た。（PはPLANT（植物）の意味）
 甘酒をベースにこの乳酸菌で発酵させたヨーグルト風味のドリン
ク「ANP71」を商品化した。

取組内容

取組のきっかけ

 1625年創業の老舗酒造メーカーで、日本酒の販売が主であ
るが、食文化の多様化などにより、アルコールの消費量が減少し
ている中で、お米の発酵技術を活かした化粧品や発酵食品の
開発で経営の多角化に取り組んでいる。

【具体的な取組】

 大企業が参画している市場に入っても太刀打ちできない。
 価格競争には巻き込まれないために、価格的にも機能的にも差
別化し、ニッチ市場を創造していく。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 販売ルートを通信販売を主とすることで、同類の他商品に比べ
1.5倍程度の高価格帯で販売している。
 地域的なバラツキはなく、全国から注文が入っている。購入者か
らは胃腸の調子が良くなるとの評価が多く、殆どが定期購入して
くれる。

【売上・収益増の効果】

 平成25年2月から販売を開始したが、販売当初は年間1万本
にも満たなかったが、口コミによる評価が広がり、現在は、年間
販売累計が10万本を超えている。
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事業分類：食品製造業
所在地：福井県福井市高柳1-2101
資本金：1千万円
従業員数：19人

横井チョコレート株式会社
 流通構造の変化に対応し、チョコレート製造業に進出。

 国際基準を満たした自社製造チョコレートの品質安定化により、高付加価値化。
 品質による高付加価値化により、従来の2倍の価格設定での販売展開を可能に。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 後発メーカーであるため、幅広い商品構成ではなく、高付加価
値化しはっきりとした特徴のあるチョコレート菓子のラインナップ展
開に特化する。
 地元JAとのタイアップにより、生産高日本一の六条大麦や本県
がコシヒカリ発祥の地であることを活かした特産品の活用による
差別化。

 同社の前身は、北陸3県の小売店向けの菓子卸であったが、
安値競争激化に伴う収益悪化。
 従来の地場食料品店の減少と大型店の増加、メーカー等から
の直流通など、地場卸業者を取り巻く構造変化が進んだ。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 原材料や品質に特徴を持たせたことで、価格ではないこうしたも
のを基準に商品を選択する生協での販売に、自社製品がマッチ。
 商品単価についても、生協の宅配専用品のため、従来品より
販売価格は2倍となっている。
 全国の生協向けに、初回17,000袋出荷。

【具体的な取組】

取組内容

 収益強化のため、得意分野である菓子の製造に平成23年に
着手。平成28年に製造部門を独立し法人化。
 後発小規模メーカーのため、従来の卸の約3割のウエイトがあっ
た、チョコレートに特化。

 地元特産品を活かした商品展開と国際基準を満たした「クーベ
ルチュールチョコレート」の自社製造による展開により、一般チョコ
レート菓子との差別化を図ったことで、400円と高めの価格設定
が可能であること、差別化した売り場展開で出来るよう、パッ
ケージングを工夫。
 「クーベルチュールチョコレート」の夏場の溶けによる品質劣化を
克服するため、含浸製法を確立し、夏場（28℃以上）でも品
質を安定させ供給できる製造工程を確立した。

【売上・収益増の効果】

 年間計画では売上が20％増加の見込み。
 生協に採用されたことで、品質に対する信頼性が高まったこと、
地元JAや食品スーパーで、差別化して、売り場展開が可能と
なったことで、新たな販路確保につながっている。
 百貨店等大手小売店との取引が増えたことで、製造技術が注
目され、OEM受注が増加し、工場はフル稼働。

関連写真①

関連写真②
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事業分類：食品製造業
所在地：福井県越前市杉崎町12-62
資本金：1千万円
従業員数：29人

マルカワみそ株式会社

 お客様の健康のため、限りなく自然・天然に近い素材と製法を用いた味噌造りを目指す。
 オーガニックにこだわり、受注・在庫管理・発注の業務プロセス管理システムを導入するなどITを活用。
 一般的な味噌の1.6倍から9倍の価格設定での販売も、ものづくり補助金申請前対比で1.49倍の売上総利益に。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 「土→食べ物→健康→充実した人生」の考え＋「限りなく自
然・天然に近い素材と製法を用いた味噌造り」

 味噌業界は、人口減少の影響等から国内の出荷・消費はここ
数年、微減か横ばいが続いており、国内需要の減少、低価格品
へのシフト、スーパーなどからの値引き要請に直面している。
 全国味噌工業協同組合連合会には887社が加入。小零細企
業比率が高い。また、出荷額の国内シェアのおよそ半分を
長野県の企業が占めており、福井県の国内シェアは低い。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 総務省小売物価統計調査対象の米みそカップ（750g）並品
の平成29年平均価格は東京都区部で316円であったが、当社
の最低価格は345g 530円、最高価格は400g 1,543円。
 従来は各担当者が手作業により運用していた業務ワークフローが、
一元管理されたシステムにより運用可能となり、3割程度生産効
率を高めることが出来た。また、管理システムを通してのHP編集
が可能となり、“オーガニック、有機”品質に見合う価格による販売
が可能となった。

取組内容

 有吉佐和子氏著「複合汚染」により、化学物質の危険性、未知
の毒性に警鐘が鳴らされ、味噌屋としてお客様の健康に貢献す
るためには、土からこだわった本当に良い味噌を提供しなければい
けないという企業理念から。









平成12年より有機米・有機大豆の専業農家との連携
平成13年 北陸の味噌業界初の有機JAS認定工場取得
平成17年 無肥料栽培・自然栽培の作物のみで味噌仕込む
平成18年 100年使える味噌桶完成
平成20年 有機味噌販売開始
平成22年 自社農場での自然栽培開始
平成27年 オーガニック市場をメインターゲットに絞り込んだ戦略
に基づき、ものづくり補助金により受注・在庫管理・発注の業務
プロセス管理システムを導入

関連写真②

【売上・収益増の効果】

 平成30年度福井豪雪の影響下でも、直近の売上総利益は平
成26年度対比で1.49倍に伸びている。

自社農園で大豆無農薬栽培

木桶と蔵つき酵母での天然醸造
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事業分類：食料品製造業
所在地：山梨県北杜市白州町台ケ原2283番地
資本金：1,500万円
従業員数：31人

山梨銘醸株式会社

 通常の日本酒の売上が伸び悩む中、非日本酒ユーザーの取り込みが必要であった。
 通常の日本酒と比べて飲みやすいスパークリング日本酒を開発。その技術を応用し、高価格帯の商品も開発。
 新規性、独自性の高い日本酒として売上を伸ばしているほか、海外市場にも進出している。
【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

取組のきっかけ

 世界中がリーマンショックのあおりを受ける中、日本酒業界全体
の風潮としても低価格路線が主流であった。
 山梨銘嬢でも同様、本醸造タイプの最低価格商品の販売シェ
アが70％以上あり、利益を残しずらい状況にあった。720mlサ
イズの価格幅は750円から4,000円であった。

 レッドオーシャンではなくブルーオーシャンを意識したマーケティング
 他社の真似のできない独自性・新規性を維持した中身品質、
パッケージング、プロモーションを繰り返すことでオンリーワンブラン
ドを目指す
 スパークリング日本酒で認知度を広め、通常の日本酒への流
入を狙う。安定した利益体質を構築し、人的投資、技術的投
資を続けることで、持続可能な成長路線を構築

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果






第１弾「山ノ霞」720ml（1,800円、年間24,000本）
第２弾「星ノ輝」720ml（5,000円、年間5,000本）
第３弾「杜ノ奏」720ml（10,000円、年間3,000本）
販売数量は2015年比較で5倍に伸びている。スパークリング
日本酒は日本酒のライトユーザーを標的顧客としていたため、ス
パークリングで七賢ブランドを認知していただいた消費者からの
流入が考えられる。

取組内容

 日本のアルコール飲料シェアのうち、炭酸ガスを含む飲料が6割
以上であることが定量的根拠
 知人・友人と飲む機会になかなか日本酒を飲むケースがなく、
炭酸ガスを含む低アルコール飲料に人気が厚く、日本酒でも同
様のタイプがあったら良いなという定性的根拠

【具体的な取組】

 付加価値を得やすいが技術的に難しい「瓶内二次発酵」製法
に特化
 海外をも視野に入れていたので、あくまでも日本産、日本酒と
いったイメージを保持
 サントリーの樽を使用する製法など、業界初の試みにチャレンジ
 常温保管で対応できることで、販路の制約を除外
 価格の異なる製品群を毎年リリースすることで市場での認知度
向上を図る。
開発、商品化したスパークリング日本酒、第１弾～第３弾

【売上・収益増の効果】

 スパークリング日本酒の売上は弊社全体の25％を超える
 10年前の会社全体の売上に対して、2倍を達成
 利益貢献度の高い商品販売増により、直近5年間で4億円の
醸造設備への投資
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事業分類：農業（農産物生産・販売・加工）
所在地：長野県上田市武石下本入757
資本金：5千3百万円
従業員数：60人

株式会社須藤物産

 収穫期に値崩れする不安定経営から脱却するため、温室ハウスの高度化と高糖度トマトの開発を推進。
 AIとIoTを駆使した最先端の環境制御管理システムにより、品質の安定化と高品質化、生産性向上を実現。
 トマトの高付加価値化と高価格化に成功、売上10倍に。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 天候や土壌、病害虫などの自然要因に左右されない、温室ハ
ウスの管理体制を確立し、品質の安定・生産性の向上を図る。
 高品質・高機能性トマトの開発を行い、富裕層をターゲットに収
益性を伸ばす。

 露地栽培のトマトは、5月頃の収穫期には通常の大きさのもの
で400円／kgから50円／kgに、プチトマトで800円／kgから
200~300円／kgに値崩れを起こし、経営を圧迫していた。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 開発開始当初のプチトマトの価格は900円／kg（糖度8
度）であったが、10年程前には1,500円／kg（糖度10度）、
現在4千～1万円／kg（糖度10～20度、高機能性）に上
昇。
 県内スーパーの他、首都圏の百貨店において富裕層をターゲッ
トに販売。海外富裕層向けに輸出も。

【具体的な取組】

取組内容

 20年程前、トマト農家が収穫期の値崩れに苦しむ中、年間を
通じ6千～1万円／kgの価格を実現する高糖度（16度）の
トマトが出現（徳谷トマト；高知県）。
 同社も年間を通じた売上の安定化を図るため、温室ハウスの高
度化と高糖度トマトの開発に着手。
 10年程前には、高糖度トマトを扱う事業者が増えたため、更な
る差別化が必要となった。そこで、機能性の向上（リコピン・βカロチン等の栄養価を高める）に着手。

 これまでに蓄積した、温度・湿度・日射等の膨大なデータをもと
に、AIとIoTを駆使した最先端の環境制御管理システムを構築。
品質の安定化と高品質化、生産性向上を実現。
 一般的なフルーツトマトの糖度は8度と言われているが、最高糖
度20度という高付加価値商品を高価格で展開。栄養機能性
にも優れリコピン、グルタミン酸、ビタミンC・E、β-カロチンなどが豊
富。
 従業員が100%女性であり、多くが短時間勤務・フレックス制を
活用。徹底的なマニュアル化と人材教育、自ら学ぶ環境づくりを
推進することで、女性が高いモチベーションをもって活躍する、ク
リーンな職場を実現。

【売上・収益増の効果】

 開発開始当初、2千万円程度であった売上は、現在2億円近
くにアップ。
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事業分類：製造業
所在地：岐阜県各務原市那加新加納町2239
資本金：1千万円
従業員数：12人

株式会社林本店

 大正9年に清酒製造業として創業したが、時代の変遷とともに卸売事業が売上の大部分を占めるように。
 事業承継を機に収益性の乏しい卸売事業からの撤退し、原点である清酒製造業に集中することを決断。
 競争力のある商品開発に取り組み、新ブランド「百十郎」は主力商品に成長。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 清酒製造業は業種特性上、夏場が閑散期となるため、閑散
期の売上を確保するために酒販店としての役割も担うようになっ
た。
 酒類販売の規制が緩和される中で、価格競争が激化。日本
人の酒離れも進み日本酒の総需要は減少。

 価格以外で差別化が困難な卸売業から、高付加価値な自社
製品を提供できる清酒製造業に転換することで、非価格競争
による収益の確保を目指す。
 自社製品を展開するにあたり、酒販店が取り扱いたいと感じるよ
うな独自のブランド確立を目指す。

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 新ブランドの商品力と営業活動の成果として2年間で約100件
の新規得意先を獲得。
 国内にとどまらず、海外へも販路を拡大。
 卸売事業から撤退したことから、売上高は減少したものの、利
益ベースでは大きく改善。

取組内容

 先代が事業を行っていた時代の売上は、卸売事業が9割を占
めていたが、徐々に収益の確保が困難となっていった。
 現代表者への事業承継を契機に、卸売業から撤退し清酒製
造業に集中するとともに、「新ブランド」の立ち上げを計画。

 既存の自社製品は「普通酒」が中心であったが、普通酒よりグ
レードの高い「純米酒」や「吟醸酒」を製造に着手。
 新ブランドの立ち上げにあたっては、酒販店が販売しやすいよう
「地元地域に根付いたストーリー性」を意識。地域に縁の深い
歌舞伎役者：市川百十郎に由来した「百十郎」というブランド
を立ち上げ。
 新たな取引先をゼロから開拓。テレアポからサンプル提供、訪問
営業や展示会への参加など、地道な営業活動により販路の拡
大を図った。

【売上・収益増の効果】

 確立した自社ブランドの価値を維持・向上させるために、顧客の
声を聞きながら商品開発と販促活動を継続。
 事業の拡大に伴い、代表者が一人であらゆる業務をこなすこと
が困難になりつつあり、事務の女性に営業自意識を身に付けて
もらうなど、組織力の強化にも着手。

新ブランド：「百十郎」のラインナップ
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事業分類：製造業
所在地：岐阜県山県市日永1095番地
資本金：1千万円
従業員数：30人

株式会社田中金属製作所

 経営環境の悪化を受け、水栓バルブ部品の下請けメーカーから脱却を企図。
 「節水」だけでなく「美容作用」や「高い洗浄作用」という高付加価値のシャワーヘッドの開発に成功。
 1個数千円というシャワーヘッド市場において、10,000～18,000円の高価格商品を展開も、支持を得ている。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 基本方針は、自社で開発した高付加価値商品を、適正価格
で市場に展開するというもの。
 顧客に対しては価格ではなく品質・機能の高さを訴求することで
差別化を図る。

 水栓バルブ発祥の地にあって、多数ある下請け企業の一つで
あった。
 住宅着工件数の低迷による水栓バルブ需要の低迷や、価格
競争の激化といった外部環境の悪化が進んでいた。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 「節水しながら美しくなる」といった製品コンセプトを明確にするこ
とで、美容や健康志向の高い30代の女性に訴求。
 シャワーヘッド市場において、10,000～18,000円という高価
格での商品展開（一般的な価格は数千円程度）。
 売上高2.5億円⇒4.4億円へ、経常利益1.4%⇒25.6%へ
それぞれ増加。

取組内容

 外部環境の悪化により、主要取引先である水栓バルブメーカー
の廃業が相次ぎ、売上高は10分の1まで落ち込むこととなった。
 高額な節水器具が流通していることをヒントに、自社製品を開
発、販売することで下請けからの脱却を図った。

 技術者の活躍により「ウルトラファインバブル」を発生させる要素
技術の改良に成功。
 この技術を利用することで、シャワーヘッドに「節水」だけでなく「美
容作用」や「高い洗浄作用」という新たな付加価値を付与。
 シャワーヘッドという市場において、当社および当社商品の認知
度は低かったことから、社長自らが実演販売を行うなど、積極的
にPR活動を実施。
 この商品を当社の主力商品に育てるべく、ブランドプロデューサー
に委託し、「ブランド戦略」も構築。

【売上・収益増の効果】

 当社および商品の認知度が高まり、海外からの受注獲得を実
現。
 ウルトラファインバブル技術の新たな活用方法などを模索するた
め、農業や医療といった異分野企業との共同研究を実施。

当社商品「アリアミスト ボリーナ リザイア」

田中和広 社長
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事業分類：機械板金加工業
所在地：静岡県静岡市清水区長崎241
資本金：3百万円
従業員数：24人

株式会社山崎製作所
 技術職人の減少。景気に左右される企業体質。

 自社プロダクトブランド「三代目板金屋」を2015年に立ち上げ、自社商品開発。様々なコンテンツによる発信。
 優秀な人材の採用。既存事業の利益率の増加。
【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

取組のきっかけ

 基本的に相見積もり金額で取引が決まる。
 取引先の販売状況により、コストダウンを迫られ、売上も左右さ
れる。
 材料単価が上がっても、リピート品金額はなかなかあげられない。








【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 新規事業商品・・・付加価値をプラスした自社設定価格（@
12,000円～15,000円）その付加価値を認め喜んでくださる
顧客への販売。東京近郊、静岡の百貨店、全国高級セレクト
ショップ様。エンドユーザーは男女比半々。ギフト展開。
 既存事業・・・新規事業発信により展開前から新規顧客30％
以上増。県外の顧客増。

【具体的な取組】

取組内容

 社会や、取引先の景気に左右されない企業体質になりたいとい
う発想から。
 自社の弱みをなんとかするのではなく、強みのみを活かした自社
プロダクトの開発。
 板金加工という男性職人の世界に女性の視点をいれることで、
この業界にイノベーションを起こすことができると考えた。

板金職人のやりがい、夢を作り、技術を繋いでいくため。
専門用語を使った発信ではなく、消費者目線での板金技術の発信。
女性目線での企画、加工、開発。
女性目線からの技術職人の「カッコよさ」を消費者に伝える。
一人一人の顧客に丁寧な対応。
若い女性の意見を大事にする。

 顧客にとって、どうすれば使いやすいか、選んでいただけるかを徹底的
に調査。今までなかったものを作ることにより、どのようにプラスになるか
を研究。
 製品品質は今まで培ってきた製造品質を向上させた。
 展示会にてバイヤー等の意見を参考にし、試作を繰り返した。
 現代の若い女性に日本伝統の「かんざし」の良さを知ってもらう活動
をしている。→ 顧客と対面販売することで、直接お伝えしていく。
（自分で簡単にできるかんざしヘアスタイリング講座等）
 製作動画等を活用し、製作風景を消費者に視覚的に伝える。それ
により、職人が1点ずつ丹精込めて作った物であることが伝わる。
 また、ターゲット、設定価格に見合った表現方法、ブランディングに注
力している。

【売上・収益増の効果】

 新規事業・・・昨年 年間売上全体の約5％
 既存事業・・・8期連続黒字決算 増収増益
 若く優秀な人材を採用できるようになった。
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事業分類：商店街
所在地：愛知県名古屋市西区那古野1丁目6番16号
店舗数：29店舗

円頓寺商店街振興組合

 空き店舗の増加や、人通りの減少が進む中、若手商店主や商店街外部の力を原動力に課題に挑戦。
 近隣住民のみならず、潜在的な外国人観光客の需要を掴み、域外誘客を推進。
 歩行者が増加。外国人旅行客も増加したことで、古くからの既存店舗にも新たな意欲。
【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

取組のきっかけ

 400年以上の歴史を持つ商店街。昭和3040年代には多くの
人で賑わい、絶頂期を迎えた。
 ところが、昭和50年代に入ると徐々に陰りが見え始め、昭和60
年代には、商店主の高齢化、後継者不足という悪循環の中、
空き店舗数は増加し、人通りも減少していった。

 閉店した老舗喫茶店が商店街で果たしてきた役割、商店街の
振興につながる新たな試みなどさまざまな視点で議論を重ねて
いった。
 地域の人々が集うコミュニティ機能（喫茶店）はそのまま維持
するほか、名古屋駅から徒歩圏であること、名古屋の宿泊施設
が好調であることを踏まえ、国内外の個人旅行客向けのゲスト
ハウスを加えた施設へのリニューアルを決めた。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 商店街に集いの場が復活したこことに、周辺住民がコミュニティ
の場として利用。
 海外の個人旅行客がゲストハウスを利用することで、カフェ空間
にもインターナショナルな雰囲気が生まれ、その面白さに惹かれる
若者もカフェに集まってくる。

取組内容

 時代が平成へと変わり、商店主の若返りが少しずつ進むなか、
地元以外からも商店街の未来を担う人材が集まり、商店街に
新しい動きが見え始めた。
 老舗喫茶店の閉店に大きな危機感を感じた若手商店主たち
が動き出した。

【具体的な取組】

 1階はコミュニティ機能を維持してカフェ＆レストランに、2階は名
古屋の宿泊施設が好調であることを踏まえ国内外個人旅行者
向けのゲストハウスに、老舗喫茶店をリニューアル。
 着地型観光ビジネスでノウハウのある（株）ツーリズムデザイ
ナーズの運営により、世界的な宿泊予約サイトを使い、国内外
の個人旅行客を集めている。

【売上・収益増の効果】

 カフェ＆レストラン、ゲストハウス合わせて月間2,500人を集客し、
これにより商店街の人通りも増加。新たな客層が増加したことで、
外国人旅行客に向けた商品構成を検討するなど、古くからの既
存店舗にも新たな意欲が生まれている。

商店街の様子

リニューアルした老舗喫茶店１階
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事業分類：繊維製品製造業
所在地：愛知県豊橋市大村町藤田4-1
資本金：1千万円
従業員数：20人

株式会社くればぁ

 価格決定の自由度が高い高付加価値なBtoC商品の開発を模索し、高機能マスクの商品化に成功。
 オーダーメイドシステムを導入し、開発したマスクの機能性を一層高めるとともに、顧客満足度を高め商品の高付加
価値化を図ることで、高価格商品にもかかわらず販売は好調。
 同社のオーダーメイドマスクは、オンリーワン・ナンバーワンを実現。今後はITを活用したオーダーシステムを導入し、海
外市場も視野に入れた販路拡大を目指す。
【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

取組のきっかけ

 繊維、樹脂、金属等のメッシュフィルターをオーダー加工する業
務用フィルター製造卸売業を展開していたが、取引先が限定さ
れるBtoB取引依存からの脱却を目指し、ECサイトを活用した
BtoC商品を模索。

 顔との隙間が小さいマスクは、使用時のフィルター機能を高めるこ
とができるため、ユーザーはマスク着用の効果を実感できるのでは
ないか。
 マスクの色は白が主流だが、病院等を連想させるため、よりおしゃ
れなマスクの商品化が可能か。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 高機能マスク 12,980円～17,980円、スカーフ付き高機能
マスク 47,800円
 花粉や大気汚染、ウィルス対策など高機能マスクを体質上必
要とするユーザーや、心肺機能を高めてダイエット効果を享受し
たいユーザーが購入。
 一度使用した顧客がリピーターとなり、商品を複数回購入。

【具体的な取組】

取組内容

 2013年に、PM2.5・放射線フィルター、抗菌、抗ウィルスなどの
機能を備え洗濯可能なマスク4サイズで、一般消費者向けマス
ク市場に参入。
 マスクを着用する際に、顔とマスクの間にできる隙間がフィルター
機能を低下させていると認識、より顔にフィットして繰り返し使用
可能な高機能マスクの商品化を目指し、開発に着手。

 顧客が送付する顔面の測定データを基に、職人が一枚一枚縫
製するオーダーメイドシステムを導入し、マスクを顔面にフィットさ
せて、フィルター機能の発現効果を高めた高機能マスクを商品
化。ぜんそくや花粉症に悩む消費者間で好評を得る。
 さらに、産学連携の研究による効能検証で、高機能フィルター
使用オーダーメイドマスクにダイエット効果があることが立証され、
顧客層が拡大。
 また、カラーバリエーションのあるマスクやマフラー型マスク等デザイ
ン、ファッションに配慮した商品を幅広く展開。
 今後、顔面データ測定等をIT化し、一層の販路拡大を目指す。

【売上・収益増の効果】

 以前は、BtoB取引のみの売上構成であったが、現在は、高価
格帯マスクの売上が増加し、総売上の拡大に寄与。BtoC取
引が総売上の約2割を占める。オーダーメイドマスクは、マスク市
場でオンリーワン・ナンバーワンのシェアを実現している。

高機能マスク ピッタリッチ
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オーダーマスク依頼シート（抜粋）

事業分類：輸送用機械器具製造業
所在地：愛知県市新城市川田字新間平1-369
資本金：1,892万円
従業員数：61人

株式会社豊栄工業

 技術士との連携により、耐熱性と強度を備えたポリ乳酸製食器「iiwan（いいわん）」の量産化に成功。
 安全で環境に優しい特性を活かし、デザインにも工夫を凝らした幼児用食器の開発に着手。
 初のBtoC商品として自社ブランドを構築しつつ、高い付加価値を背景に販路開拓に取り組む。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

 新たな事業として、今後世界的に問題となる「食」と「環境」に
注目。後に連携をする技術士の講演を偶然聞き、「ポリ乳酸」
と出会った。石油由来樹脂に代わる素材として注目されている
植物由来・生分解性プラスチック「ポリ乳酸」は材料価格が高く、
耐熱性や強度等が不十分であり、また射出成形が困難なため
量産化が果たしえなかった。そこで、金型・成形のノウハウを持つ
技術士と連携し、世界初の「ポリ乳酸製食器」の量産化に成
功、市場開拓に取り組んだ。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組内容

取組のきっかけ

 「子どもが人生ではじめて使う食器」として、素材の良さを活かし、
とにかく安全で、食育として感性に響くような食器を作りたいと、
安心・安全なポリ乳酸製食器「iiwan」を開発した。

 金型設計・製作や金属部品加工等を幅広く手掛ける万屋的
な会社として、また多種多様な製品の試作等に携わる。
 しかし、過去幾度となく繰り返される金融危機の影響を受ける
度に、新たな事業への取り組みを模索してきた。

 平成19年にサポインに採択され、射出成形による大幅な生産
性の改善や材料コストの削減により、量産につながる基盤技術
の開発に成功。その技術を活かし、薄肉成形カップの量産化を
実現した。この技術は世界的普及の端緒となる技術として、第
7回ものづくり日本大賞（内閣総理大臣賞）を受賞。
 安全性と重金属フリーを兼備した幼児食器シリーズ「iiwan」は、
安全で優しい形状のデザインが評価され、平成23年にグッドデ
ザイン賞を受賞。また、インテリア界において世界最高峰の見本
市である「メゾン・エ・オブジェ・パリ」に出展し、高評価を得るなど、
国内のみならず、海外からも高い注目を集めている。

取組の効果

 価額は皿、スプーン、カップ等のお食事セットで8,300円（税
抜）、植物由来の安全な素材で繰り返し使え、デザイン性や
環境にも優しいという付加価値を付けて販売をしている。
 客層は、保護者や食（安全）への意識の高い女性等をター
ゲットにしている。現在は、出産祝い等の贈答品として人気。

【売上・収益増の効果】

 iiwanのコンセプトに共感される消費者は多く、毎年20％以上
の増加傾向が続く。近年では、インバウンド需要も増加。また、
2022年までに年間3万セット程度の生産体制を計画する。

iiwan® 世界初 耐熱ポリ乳酸製幼児食器
関連サイト：http://iiwan.jp

ポリ乳酸透明薄肉カップ（射出成形品）
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事業分類：旅館業
所在地：愛知県知多郡南知多町大字山海字屋敷47
資本金：3千万円
従業員数：700人（グループ会社含む）

株式会社海栄館

 それぞれの地域の歴史や文化等を踏まえたコンセプトをつくり、おもてなしの質の向上に取り組んできた。
 「記念日の宿」をコンセプトに、顧客の個別ニーズに合わせて感動を与える高付加価値プランを提供。
 宿泊客の高評価により、リピーター顧客が増加し、売上高向上にも貢献。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 他の旅館との差別化を図るため、「記念日の宿」（2007年商
標登録）をコンセプトとして、スタッフがアイデアを出し合って高付
加価値サービスを考案し、宿泊者が感動するおもてなしを提供。
 顧客それぞれの記念日にマッチする演出の相談・提案を行う「記
念日コンシェルジュ」を各旅館に配置し、顧客の求めるプランづく
りを手伝って、顧客満足度の向上に取り組む。

 創業者が地域貢献を志し1981年に旅館を開業。愛知県、三
重県、富山県、愛媛県で、それぞれ地域の歴史や文化、風習
等を踏まえたコンセプト旅館18館（グループ会社含む）を展開
（源氏香「香りでもてなす和風旅苑」等）。日本古来の伝統
スタイルである旅館というおもてなしにこだわり続けてきた。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 通常の宿泊プランの価格と比べ、「記念日プラン」は1名当たり3
千円から1万円ほど高い価格に設定。
 「記念日プラン」は、記念日の主役へのサプライズのお祝いをした
い顧客ニーズを捉え、若者から高齢者、恋人や家族等、幅広
い客層となっている。

【具体的な取組】

取組内容

 他の旅館との差別化を検討する中で、個人客中心の小規模
型の旅館はツアー客中心の大規模型の旅館より宿泊単価が高
額であるが、宿泊者と従業員の距離が近く、おもてなしに対する
満足度が高い傾向にあることに着目。

 日本で初めて、旅館に女性専用フロアの導入や、無料で浴衣
を選べるサービスを導入。
 「結婚記念日プラン」、「お誕生日プラン」、「長寿のお祝いプラ
ン」等の「記念日プラン」で、お祝い膳やシャンパンタワー、花束、
ケーキ、表彰状、記念ポストカード等のおもてなしサービスを提供
し、顧客の記念日のお祝いをお手伝い。
 また、プロポーズの演出等、顧客の個別ニーズに「記念日コン
シェルジュ」が応え、事前打ち合わせを重ねて、全スタッフでオー
ダーメイドのおもてなしサービスを提供。

【売上・収益増の効果】

 「記念日プラン」等の高付加価値サービスの提供や、通常プラン
においてもちょっとしたサプライズサービスの提供等により、宿泊客
の高評価を獲得。旅館の規模等によって差はあるものの、リピー
ター客の獲得により、売上高の増加、収益の増加にも貢献。

関連写真①

関連写真②
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近畿地方

事業分類：飲食サービス・小売業
所在地：三重県伊勢市宇治今在家町13
資本金：500万円
従業員数：50人

有限会社ゑびや

 創業以来100年以上、伊勢神宮の参拝客をもてなしてきた老舗の飲食・小売店が、経営者の代替わりを契機に、
ビッグデータやAIを活用して飛躍的に生産性を向上。
 その余剰リソースで、仕入れ値の適正化や地元産品のブランド戦略に基づいた商品開発等を実施し、サービス・商品
の高付加価値化と売上増を実現。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 観光地の飲食店として「早い」「うまい」「適正価格」を実現したい。
 食材の仕入れ先に無理な値下げを求めない。良い食材を仕入れるた
めには、仕入れ先に対し、商品に見合った価格で買う仕組みを構築
する必要がある。
 商品の価格に含まれる「ロス」の費用に着目。飲食店では常に炊飯を
用意しておく必要があるが残渣となることも。正確な来客数が予測で
きれば、価格に含めている食材ロスの費用を減らすことができる。
 平均時給を1,350円（正社員＆パート）に。1ヶ月をバケーションに。
人材確保には、給与や休暇等について魅力的な条件が必要。

 中小規模の飲食・小売店では、IT等の活用が進んでおらず、会計処
理や在庫管理等は経営者が手作業で対応。また、属人的な長年の
「勘」により、来店予想がなされることが多い。
 マーケティングを行う基盤や経験が乏しく、効果的な営業や宣伝、商
品開発が行われていない。

【取組に至った経緯、理由】

 新社長に代替わりし、将来への不安から経営革新に着手。様々な課
題が顕在化。（質の良い食材の仕入れが困難。人手不足。中小
サービス業向けのITシステム商品がない等）

取組の効果

 食堂では、従前の一般的な食堂メニューを刷新。海外からの観光客
を含めあらゆる世代の顧客のニーズに合わせ、鮑や伊勢海老、松阪
牛等、三重県産の高品質な高級食材にこだわった2千円～6千円前
後の料理メニューを提供。
 商店では、30～40代の女性の購買率が高く、この層に向け、デザイ
ン性の高いお土産物の商品開発を重点的に実施。

【売上・収益増の効果】

 伊勢神宮の参拝者数が横ばいの中、AIや機械学習を可視化する
BIツールの活用による商品開発や店舗開発により売上は5倍近く増。
（1億円→4.6億円）
 効率的な人員配置や食材ロスの削減、サービス提供時間の短縮化
も達成。

取組内容

【価格、販売数、客層等の特徴】

【具体的な取組】

 画像解析AI、来客予想の可視化マーケティングシステムの開発。
 宿泊予測データ等のオープンデータと、ぐるなびのアクセスログ等自社
保有データを融合し、来客数を予測するアルゴリズムを開発。的中率
90％以上の予測に基づく食材の仕入れや人員配置を実施。
 また、店内に設置した定点カメラで入手した顧客情報（性別・年齢・
顧客の笑顔度等）や注文時に入手した情報を分析し、顧客の属性
に合わせたメニュー看板の差し替えや商店のディスプレイ変更を一日の
うち複数回、最適なタイミングで実施。さらに、商店で販売する地元
産品等の商品開発にも来客データを活用し、魅力的な品揃えを実
現。

・余剰人員を商品開発等のより付加価値の高い業務に配置
・料理提供スピードの短縮（10分〜30分→5〜15分）

 画像解析AIや来客予測の可視化ツールの開発・販売で、本業に続
く収益源化を目指し新会社を設立。

来客予測を可視化したシステム
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事業分類：農業
所在地：三重県松阪市嬉野新屋庄町565-1
資本金：7千万円
従業員数：80人（パート従業員含む）

うれし野アグリ株式会社

 木質ボイラーの排熱利用と地域資源を活用した農業ビジネスモデルによる、雇用創出に向けた取組が始まり。
 隣接工場から供給される木質バイオマスエネルギーと太陽光を利用した植物工場による高品質ミニトマトを生産。
 独自の販売ルートを開拓することで、安定した収益を実現。地域雇用にも貢献。
【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

取組のきっかけ

 日本におけるトマト生産は、オランダ等に比べて生産性が低く、
また農家の高齢化が進んでおり、農業の担い手が減少の一途。
 一般的な市場流通では、農家は価格決定権を持たない為、
相場に左右され安く、経営が不安定になる。

 地域資源を活用した農業ビジネスモデルつくりとして、省エネル
ギーで生産性の高い植物工場を運営。
 野菜を育てるだけではなく、農家・地域・企業が手を結び、生産
技術の高度化等による野菜の流通に風穴をあける新しい消費
のカタチを目指す。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 房採りミニトマト「うれし野」として全国の量販店を中心に販売。
常に消費者のニーズが把握できるように、市場等を間に挟まず
直接販売で行うことで、独自の取引先を開拓。
 栽培システムの国内各地への普及や生産物の海外輸出を視
野に事業を展開。

【売上・収益増の効果】

 収量は全国平均を大きく上回る10aあたり27トンを達成。安
定的に収益を上げており、地域雇用にも貢献。

【具体的な取組】

取組内容

 木質ボイラーの排熱利用について大学に相談したところ、地元
の農園経営者を紹介されたことが始まり。
 工業の先進技術、商業の経営ノウハウ、農業の生産技術を集
結した次世代園芸の実証及びバイオマス蒸気と工場排熱を活
用した温湿度環境制御による新たな農業モデルの開発・普及
を目的として共同出資による「うれし野アグリ株式会社」を設立。

 オランダ製のフェンロ型温室を建設し、日本の高度な生産管理
技術と統合。隣接工場から供給される木質バイオマスの排熱を
有効利用した太陽光利用型植物工場で高品質ミニトマトを栽
培。
 センサーやコンピューターを駆使した温度管理等、最先端のITの
導入や作業手順の標準化により、高い生産性を実現。
 従業員は子育て世代の女性が中心。柔軟な勤務態勢をとるこ
とで、常時80名の登録がある。また、障がい者が活躍できる場と
しても整備。

関連写真②
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汀渚ばさら邸（株式会社モアレリゾート）

事業分類：旅館業
所在地：三重県志摩市阿児町神明832
資本金：6千万円
従業員数：75人

 宿泊業における最大の付加価値は人材であるという考えのもと、優秀な人材確保のために、給与水準の引上げや県
外のＩターン希望者の積極採用などを行ってきた。
 増築や客室をはじめとするリニューアルを重ねるとともに、「自社の利益確保」と「宿泊客の満足」が両立する価格を適
正価格としており価値向上分を適正価格へ反映してきた。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 外国人旅行者が増加する一方、古いやり方にこだわり、10年
前と同じ経営を行うことで、廃業してしまうことが多い。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 オープン以来10年間で8回の価格改定を実施
※同様の事例は国内ではないとのこと。9回目の価格改定も間
もなく実施予定。
 一人一泊30,000円～

取組内容

 同社社長は、宿泊業における最大の付加価値は人材であると
いう考えのもと、優秀な人材確保のために、給与水準の引上げ
や県外のＩターン希望者の積極採用などを行ってきた。また、時
代とともに常に最良の価値を提供することを目指し、同館では
増築や客室をはじめとするリニューアルを重ねるとともに、価値向
上分を適正価格へ反映してきた。

 宿泊業における最大の付加価値は人材であるという考えのもと
人材確保に努めてきた。
 時代とともに常に最良の価値を提供することを目指してきた。
 同館では、施設リニューアルや接客や料理の質向上に伴って、
宿泊価格の改訂を重ね、その回数はオープン以来8回を数える。
その間別邸ばさら邸の増築の他、客室等の施設リニューアルは、
オープン以来13回実施。
 価格改定にあたっては、常に「適正価格」を意識。「自社の利益
確保」と「宿泊客の満足」が両立する価格を適正価格としており、
価格改定の根拠となる新たな提供価値を明確にすることで、顧
客の理解・納得を高めている。
 人材育成の拠点であり、本社機能も兼ねた「モアレキャンパス」
を2016年3月に設置。同施設では、外部講師を招聘したセミ
ナーや社内講師による研修を実施している。

【売上・収益増の効果】

 年間稼働率：97%
 接客サービスの質の向上
 地域平均より30％高い賃金水準
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事業分類：繊維・衣服等製造業
所在地：京都府与謝郡与謝野町岩屋384-1
資本金：2,000万円
従業員数：14人

クスカ株式会社

 バブル崩壊やリーマン・ショックを経て、丹後ちりめんの需要は大きく減少。生産量は最盛期の1/30となっていた。
 丹後ちりめんの良さを最大限引き出すために、機械織から手織りに全面転換。
 自社ブランドを立ち上げ、他商品との差異をアピール。販路拡大に成功し、立ち上げ後3年目には黒字に。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 丹後ちりめんの良さを最大限引き出すためには、従来の大量生
産向きの機械織りではなく、手織りにする必要があると考えた。
 やるからには、丹後ちりめんの質感や光沢感を活かし、都会でも
勝負できるものを作りたいという考えのもと、自社ブランド立ち上
げに向けて行動。

 高度経済成長期には着物産業は好調であり、丹後ちりめんの
需要も大きかった。しかし、バブル崩壊やリーマン・ショックで着物
の需要は減り、現在は生産量が年間30万反を切り最盛期の
1/30に激減していた。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 小売店のバイヤーに向けてホームページやSNSを活用した他商
品との差異をアピールしたことで、徐々に取引先を拡大。
 2011年、初めて大手セレクトショップとの取引を開始
 2012年頃から売上が上がり始め、ブランド立ち上げ3年目にし
て黒字に。2016年には売上が前年比で180％となった。

取組内容

 下請けのままでは先細る一方のため、平成20年に家業を継い
だことを機に、下請け依存脱却を目指し、自社ブランドを立ち上
げ、直販することを考えた。

 2009年、銀行や京都府の支援を受け、手織り機を3台、職人
を2人採用し新体制でスタートを切った。
 手織りはコストが掛かるため、問屋に安く卸すことはやめ、2010
年、ネクタイをメインにしたブランド「KUSKA」を立ち上げ直販す
ることに。
 「KUSKA」の知名度を上げるため、シルク素材を活かし切る本
質的なデザイン作りに取り組んだ。
 ネクタイだけでなく、メンズのマフラーや洋服、スニーカー等、マー
ケットが求めているものを提供することを意識。

【売上・収益増の効果】

 「KUSKA」が軌道に乗ったため、今後はレディースや、インター
ネットも含めた直販に力を入れ、2016年に京都市内に
KUSKAの旗艦店を設ける。
 上海に拠点を持つグローバルブランドとコラボするなど、海外展開
も視野に入れ、イタリア・フィレンツエで開催される世界最大のメ
ンズ服飾の見本市「PITTI UOMO」に4回連続で出展中。

代表取締役 楠 泰彦氏

KUSKAブランドのネクタイ
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事業分類：精密機械工業
所在地：大阪府大阪市都島区内代町2-7-12
資本金：1千万円
従業員数：46人

株式会社中央電機計器製作所

 中小企業創造活動促進法の認定を受けたことをきっかけに自社製品開発が軌道に乗り出した。
 「寸法自動測定装置」は、短時間での計測技術を開発、「SVU」ではMRIの安定稼働に貢献している。
 大手企業が手を出せないニッチな分野での超高付加価値製品の開発により、売上高は増加傾向で推移。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 取引先の設計による注文とおりの計測器の製造を行う取引慣
行であった。
 従来取引先への製品説明はパンフレット等紙媒体のみで行って
いた。

 大手企業が手を出せないニッチな分野で技術力を高め、超高
付加価値製品の開発に常に挑戦している。
 電機･電子計測の分野に確かな技術力を発揮し、「ユーザーの
立場に立った製品作り」をモットーに、企業の問題・課題点の解
決を行うことをビジネスモデルとした。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 高速かつ高精度の「寸法自動測定装置」の価格は、卓上型で
約500万円、昨年度販売数10台、ユーザーは主に大手企業
や中堅企業である。
 「SVU（スーパーバイザリーユニット）」は、MRIに使用する超電
導マグネットの状態監視と、周辺機器を制御する装置。独自に
開発し、1.5T級のマグネットに対する国内シェアはほぼ100%
である。定価は70万円で、ここ数年で1,000台超を販売し、
全て大手企業に納品した。

【具体的な取組】

取組内容

 平成11年に同社しか作れないコイルやセンサーを用いた「高周
波大電流測定装置」が中小企業創造活動促進法の認定を
受けたことをきっかけに自社製品開発が軌道に乗り出した。

 独自製品の開発により、顧客への提案取引を実施。
 最近では、スマートフォン用等の光学フィルムや自動車部品など
の寸法を高精度で測る「寸法自動測定装置」は、測定ポイント
100カ所に従来1時間以上かかるが、最短3分で測定できる計
測技術を開発した。
 「SVU」には計測・制御に特化した「LabVIEW」で開発したアプ
リケーションが実装可能なボードを採用し、より高度な計測を実
現した。
 設計面では、3DCAD、3Dプリンターの導入により、設計時の
手戻り防止に役立ち、設計業務の効率化に繋がっている。顧
客に対するアピールを視覚的に訴えた製品説明も可能となった。

【売上・収益増の効果】

 売上高は、増加傾向で推移。
 新しいことに挑戦し続ける社風が学生に人気で、最近の入社
競争倍率は10倍以上。

寸法自動測定装置

スーパーバイザリーユニット（SVU）
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事業分類：その他の小売業
所在地：大阪府大阪市西区阿波座1
資本金：1,500万円
従業員数：10人程度

株式会社福市

 「商品の原価がデフレで低く抑えられ、生産者のコストが賄えるのだろうか」と、大量消費ビジネスモデルに疑問を抱く。
 価格に見合った品質にするため検品をしっかり行う一方、手仕事の良さや製品価値を消費者に伝え理解を求める。
 サプライチェーン全体の生産性向上のほか、適正価格により途上国での持続可能な生産を実現し、SDGsに貢献。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 きちんと売上を出すビジネスとして、フェアトレード商品の普及は
可能。成功例を自ら実践し、流通業界へ示す。
 フェアトレード及び途上国で生産された製品を買うことは、誰もが
参加できるSDGs貢献である。
 途上国のことが「かわいそうだから買ってあげる」のではなく、フェア
トレード商品を持つことが“かっこいい”といわれる文化をつくる。

 マーケティング会社を経営し売り場のプロデュース、PRなどを手が
けるも、「企画した商品の原価がデフレで低く抑えられ、生産者
のコストが賄えているのだろうか」と安い物ばかりが売れる状況、
流通業の大量消費ビジネスモデルに疑問を抱く。
 フェアトレードやSDGsといった新しい価値観を流通業に提案す
るも認知度が低く、クライアントの意向はコストが至上であった。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 ブラジルの貧困地域で生産されたバッグをはじめ、カンボジア、ベ
トナム、コロンビア他でデザイン性の高いアクセサリー、洋服、ス
トール等を生産、輸入し、百貨店やオンラインで販売。
 方針に賛同した大手百貨店内に常設店を開設できたことで社
会貢献に関心のない人にも価値を伝えられる接点を確保できた。

取組内容

 「フェアトレード」への関心から貧困の克服を目指す国際NGO活
動に参加したことをきっかけに、新しい価値観を流通業界へ提
案する必要性を確信。
 マーケティングの経験を活かし、慈善バザーやチャリティーではなく
ビジネスによりフェアトレード製品の普及を目指す。

 途上国での手仕事による品質の不安定さに対応するため、
国内パートナーの倉庫会社と連携し検品をしっかり行い、生産
性を向上。加えて、手仕事の良さや製品価値について流通業
者や消費者に伝え行動を促す。
 取り組むプレイヤーを増やすため、フェアトレードビジネスやソー
シャルビジネスの指導を行う場をつくり、実践してきたノウハウを伝
える講師を務める。
主力製品：
リサイクルのプルタブでできたバッグ
ブラジルで製造

常設店：Love & sense
阪急百貨店うめだ本店10階

【売上・収益増の効果】

 途上国貧困層の収入増と生産性の向上に寄与。現地の生産
者の暮らしや環境への負荷を抑えつつ、適正価格設定で収益
を上げることにより、持続可能な生産を実現し、SDGsに貢献。

55

事業分類：介護業
所在地：大阪府大阪市西区西本町1-7-7 CE西本町ビル
資本金：5千万円
従業員数：1,448人

株式会社スーパー・コート

 各施設の従業員の業務分析を行ったところ、間接業務（各種記録や移動、準備、情報共有等）に要する時間の
割合が直接業務（介護サービスや看護サービス）を上回っていることが判明。
 タブレット端末を用いた請求システムと連動する介護記録システムの導入や、グループウェアを自社開発。
 業務時間全体に占める直接時間の割合が改善（42％⇒53％）された。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 多様な記録書類を紙ベースで作成・保管することが常態化。

 間接業務の中でも、情報の記録・確認・共有に関する業務を
効率化する。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 業務全体に占める直接時間の割合が改善（42％⇒53％）

【具体的な取組】

取組内容

 2010年にIT戦略室を発足させ、本社・各施設のIT化を進め
てきた。
 産業技術総合研究所の協力を得て、各施設の従業員の分析
を行ったところ、間接業務（各種記録や移動、準備、情報共
有等）に要する時間の割合が、直接業務（介護サービスや看
護サービス等）を上回っていることが判明。

 タブレット端末を用いた各種記録票が利用可能な介護記録シ
ステムを全施設に導入。また、行政と交渉した結果、訪問記録
介護事業で義務付けられていたサービス記録簿を電子化するこ
とが出来、請求書への自動反映を行っている。
 「新連携事業計画」の認定を受け、同社施設の介護記録情報
と薬局の薬剤情報の参照が可能になり、介護職員が入居者の
服薬に関する情報を確認することが出来るようになった。
 自社開発のグループウェアを導入することにより、全職員による情
報共有を行うことが可能になった。

【売上・収益増の効果】

 新規施設開設による事業拡大中（Ｐ）
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事業分類：金属部品製造業
所在地：大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 西本町インテス12階
資本金：9.6千万円
従業員数：83人

東海バネ工業株式会社

 他社には作れないバネを少量受注生産するも、単価が安くないため値下げ要請を受けることが多かった。
 付加価値に見合う価格を維持するため、職人の育成とIT活用により顧客からの信頼を獲得。
 99.9％と高い納期遵守率を達成することで、同社は「言い値」で販売することが可能となった。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 同社のビジネスモデルを維持していくためには、顧客から求められ
ればどんなバネでも生産できることが不可欠であり、そのためにバ
ネ職人の技術力を常に向上させていかなければならない。
 また、同社の製品は、短納期を求められることが多く、これに迅
速に対応することで顧客からの信頼を獲得する必要がある。

 他社には作れないバネを少量受注生産するビジネスモデル。
 他方、大量生産できる製品に比べて単価は決して安くないため、
納品先メーカーから値下げ要請を受けることが多かった。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 こうした取組により同社は顧客からの信頼を徐々に獲得。
 同社にしか作れないバネの受注を、正確かつ迅速に対応し、加
えて99.9％と高い納期遵守率を達成することで、同社は「言い
値」で販売することが可能となった。

【具体的な取組】

取組内容

 こうした中、付加価値に見合う価格をいかに維持していくかが同
社の大きな課題となっていた。
 そこで、同社が取り組んだのは、バネ職人の技術力を向上させる
ための人材育成の仕組みの構築と、顧客対応力向上のための
IT活用だった。

 人材育成については、各職人の成長度を細かく記録するととも
に、社長自ら全社員と面談を実施し、成長している点を積極的
に評価するなど、職人のモチベーションを高めてきた。
 また、短納期への対応については、従来は、注文を受けると過
去の発注書等を探し出し、納期を算定するため、対応に時間が
かかっていたところ、過去の受注情報をデータベース化し、過去の
取引履歴から顧客の要望を把握。
 加えて生産現場との連携もITを活用して自動化することで正確
な納期を迅速に回答する等、受注時の対応力を強化。

【売上・収益増の効果】

 併せて、ばねに関する情報を豊富に掲載したホームページにリ
ニューアルしたことにより、アクセス数が劇的に増加。
 単品・小ロットでバネを調達したいものの発注先がなかった法
人・個人から、多くの新規受注を獲得。

同社のオーダーメイドのばね
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事業分類：商店街
所在地：大阪府大阪市中央区日本橋2丁目4番1号
店舗数：147店舗

黒門市場商店街振興組合

 円安やビザ緩和政策、外国人観光客が増加している情報をいち早くキャッチ。
 空き店舗を休憩所、外国人観光客対応コンシェルジュの設置など、新しい顧客発掘と消費者の増加図る。
 商店街の問題である後継者不足の解消や売上増加にいたっている。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 外国人観光客のニーズを取り入れ、飽きがこないように改善策
を実施し、それを繰り返すことで継続的な活気を生み出す。

 2008年9月に起きたリーマンショックによる景気低迷が続く中で
卸先の廃業などが広がり、黒門市場の売上は激減した。「歳末
大売り出し」「100円商店街」などの取組を行うが、大きな成果
には結びつかなかった。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 従来は購入目的の顧客に焦点を当てていたが、外国人観光
客にも目を向けることで、訪日客が数多くみられるようになった。
 外国人観光客が増加していることで、商店街全体としての来街
者数と売上高が改善。平成26年度と平成27年度を比較する
と、売上は2.9％増加。

【売上・収益増の効果】

 にぎわいをみせることで、現在ほとんどの店舗に後継者がおり、後
継者不足の心配はほぼない。

取組内容

 従来の顧客だけでは、大きな効果が上がらないことと、2011年
に円安やビザ緩和政策、関西国際空港へのLCCの就航などに
より、外国人観光客が増えてきたという社会の変化があったこと
を捉え、インバウンド需要の取り込みに踏み出した。

 商店街の多言語マップやパンフレットを作成し、近隣のホテルや
商店、観光案内所などに設置。
 和服姿で外国人案内するコンシェルジュを設置し、コンシェル
ジュが案内する際にアンケートを実施し、ニーズを定期的に聴取。
 商店街を7つのブロックに分け、38名の理事によって、毎月理事
会を開催して、顧客の動向チェックやニーズを共有している。
 空き店舗を休憩所に改修し、座って食を楽しめたり、気軽に歩
いて食べられるように食材をその場で調理して提供するなど、外
国人観光客ももちろんだが、多くの利用者が楽しめる空間を見
出した。

関連写真①
空き店舗を改装した休憩所

関連写真②
黒門市場商店街
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事業分類：業務用機械器具製造業
所在地：大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-4-15
資本金：2千万円
従業員数：38人

株式会社大同工業所

 価格競争の激しい食品用冷凍冷蔵機器製造から、ニッチで付加価値の高い特殊用途向けの冷蔵機器へ転換。
 厳密な温度制御技術と防爆技術の確立により、血液用冷蔵庫及び防爆冷蔵庫の分野に特化。
 血小板用保管庫は国内市場80%、東南アジア各国の血液センターでも広く利用。防爆冷蔵庫も国内市場50％。
【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

取組のきっかけ

 黎明期は、食品用冷凍冷蔵機器を手がけていたが、定型品化
することで大手企業が参入し、大ロット化し価格競争が激化。
 中小企業では大ロット対応ができず、大企業からの下請けとなり
基本部分のみ製造し納品する状況であった。

 血液や医薬品専用の冷蔵機器がなく、温度管理方法があいま
いであったところ、適正な温度管理を行えば長期保存が可能と
なり、利便性が向上するという病院現場や血液センターのニーズ
に対応し、血液保管専用庫の開発に着手。
 また、可燃性試薬等の引火性危険物の安全保管ニーズにも対
応すべく防爆保管庫の開発にも着手。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 徹底した温度制御と庫内の温度分布、凝固を防ぐための振とう
技術が高く評価され、血小板用保管庫の医療機器承認を持
つ国内唯一のメーカーとして国内市場80％を占めるまでに成長。
赤十字血液センターをはじめ、現在では東南アジア各国の血液
センターでも広く利用されている。
 高度な温度分布管理技術により血液保管庫の大型化も実現。
食品・理化学用冷凍冷蔵機器に比べ高価格設定にも関わら
ず、大型血液保管用途では国内30%のシェア実現。
 防爆冷蔵庫も国内市場50％を占め、同技術を活かしたオン
リーワン製品も多数。

【売上・収益増の効果】

 特殊用途向け冷蔵庫への参入により、売上が2.4倍。

【具体的な取組】

取組内容

 海外製の医療機器の修理を請け負う中で、当時は血液や医
薬品専用の冷蔵機器がなく、家庭用冷蔵庫が転用されている
現状を見て、厳密に温度管理する特殊冷蔵庫のニーズに着目。
 また、安全管理意識の高まりにより防爆技術ニーズも増大。
 下請けから脱却し、小ロットでも売れる付加価値の高い自社製
品の開発を目指すべく、特殊用途向け冷蔵庫に特化。

 赤血球では4℃±2℃、血小板では22℃±2℃という厳密な温
度制御技術と、この条件を大型庫内においても均一に保つ温
度コントロール技術を確立。
 厳格な日本の血液センターのニーズに繰り返し応えていくことで、
他国の市場ニーズにも沿った高品質な製品を開発。国内だけで
なく、医療技術の向上に伴って輸血需要が急増している東南ア
ジアにも市場拡大。
 加えて、同業他社よりも手厚いアフターサービスもあわせて提供
することで、代理店対応では不可能な、不具合に対する迅速な
対応を可能とし、他社との差別化に成功。
 防爆技術の確立により公的機関の検定にも合格し製品化。

血小板製剤用振とう器

防爆スポットクーラー
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事業分類：製造業
所在地：大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
資本金：4億8,421万円
従業員数：112名

株式会社幸和製作所

 従来の歩行車では対応できていなかった上り坂・下り坂などに対応できるロボット技術を搭載した自動制御付き歩行
器「リトルキーパス」を開発。利用者は特に難しい操作をすることなく上り坂や下り坂を安全に歩行することができる。
 日本で初めて介護ロボット（自動制御機能付き歩行器）として介護保険のレンタル対象商品として認定され、リト
ルキーパスとコンパクト型のリトルキーパスSは発売から2年で、1,000台規模の販売実績。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 利用者は介護保険制度を利用して、金銭的に負担が少ないレ
ンタルという形で福祉用具を使うことができるが、ロボット機能が
搭載された福祉用具はレンタルの対象ではなかった。そのため、
介護ロボットは利用者への金銭的な負担が大きく、普及しづら
かった。

 リトルキーパスはロボット機能である、「センサー」・「制御」・「駆動
系」を搭載したことで自動でアシストやブレーキを行ってくれるので、
利用者は特に難しい操作をすることなく上り坂や下り坂を安全に
歩行することができる。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 2016年4月から介護保険のレンタル対象商品になり、リトル
キーパスとリトルキーパスSは発売から2年で、1,000台規模の
販売実績。リトルキーパスの定価は185,000円、リトルキーパス
Sの定価は148,000円。

【売上・収益増の効果】

 日本で初めて介護保険のレンタル対象商品の介護ロボットを製
作したメーカーとして、介護業界以外からも注目されるようになり、
企業価値が向上した。そのことも追い風となり、2017年秋に
JASDAQへの上場を果たした。
 ロボット開発を加速させるため、2017年5月に新部署としてロボ
ティクスR&Dセンターを開設。

取組内容

 従来の歩行車では上り坂や下り坂での転倒のリスクがあり、それ
の解決策を模索したが、アナログな機構では限界があると考え、
ロボット機能を搭載した歩行車の開発に着手した。

 介護ロボットを介護保険制度のレンタル対象商品とする動きが
厚生労働省であり、リトルキーパスを含めて十数点が応募。リト
ルキーパスは制御機能がついていることで、安定した歩行が可能
になり、かつ転倒の防止に繋がるなど、従来の歩行車より安全
面においてプラスであると評価。また、買い物などの外出支援に
一層つなげることができる機器であると、有用性においても高く評
価され、唯一、介護保険制度のレンタル対象商品となった。
 ジャイロセンサーにより上り坂・下り坂の傾斜角度を検知し、アシ
ストやブレーキ、片流れの制御を自動で行うことを可能にした。ま
た、加速度センサーにより急な速度変化を検知すると急停止す
るので、転倒のリスクも低減させることができる。
 ロボット機能付き歩行車の第2弾となる、コンパクト・軽量タイプ
のリトルキーパスSを開発した。

【リトルキーパス】

【リトルキーパスS】
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事業分類：金属加工業
所在地：大阪府岸和田市河合町894-2
資本金：1千万円
従業員数：24人

大阪フォーミング株式会社

 下請けからの脱却を目指し、数十年の製造知見やノウハウを基に自社ブランド製品開発に着手。
 社会のさまざまなシーンに使用される「ナット」のゆるみ止めの機能を追求した「E-LOCK」を完成。
 現在は製品のシリーズ化によりラインアップを拡充し、多様な要望に対応。売上高の1/4以上を占めるまでに成長。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 自社で価格を設定できる強みを生かして競合との競争でイニシ
アチブをとり、自社ブランドを確立すること。
 高い製造技術を活用して、下請けではなく、他社からの製造依
頼品製造 （ゆるみ止めナットを含むOEM）を積極的に受け、
市場拡大を図り、新たな活路を見出す。

 リーマンショック以前は、他社の下請が売上の7割～8割。
 自社製品でないため、製品展開や価格が自由に設定できない
うえ、常にコストダウンを要求されていた。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 従来製品と比べ、付加価値のある自社製品の販売が可能と
なった。利幅も大きく、月に数十万個の流動数がある得意先に
採用されるケースもある。
 ねじのゆるみに課題を持ち、技術的なサポート要求があるユー
ザーの獲得やOEM販売への転換を達成。（下請けからの脱却
に成功）

【具体的な取組】

取組内容

 不況により、下請からの注文が激減することで設備の稼働は
1/4に落ち込み、売上も大幅に落ち込んだ。
 この時、自社ブランドを持つ強みを痛感し、「三方善し」の精神
で他社には真似できない「ものづくり」技術で社会に役立つ製品
を創ることを決意。今まであたためていた理想のゆるみ止めナット
の開発に着手。

 当初はブランド力もなく、商社に取扱いを断られたため、使用先
であるメーカーと直接対話する方針に転換。技術的・営業的課
題にダイレクトに対応できるようにした結果、ユーザーから支持を
受け、ゆるまないナットは、ゆるがない信頼を得ることとなった。
 ライバル製品である他社からの製造依頼品を製造、供給するこ
とにより、自社ブランド品の持つ販路に加え、他社の持つ販路に
自社で製造した製品を販売することができるため、売上高の拡
大に繋げることができた。
ゆるみ止めナット 「E-LOCK」

【売上・収益増の効果】

 リーマンショック当時、2.3億円だった売上が過去最高の5億円
まで成長。また、取引先は1社に集中することなく、多くの得意
先様と取引できるようになった。
 売上比率がE-LOCKを含む自社ブランド製品で5割、他社から
の製造依頼品で4割まで伸びた。

関連写真①

関連写真②
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事業分類：石鹸、洗剤等製造業
所在地：大阪府八尾市北亀井町2-1-30
資本金：2,900万円
従業員数：30人

木村石鹸工業株式会社

 大手企業が大きなシェアを占める石鹸、洗剤市場において、2006年頃から安値競争が激化。
 4代目社長が事業承継し、自社の強みを再定義し、価値を反映した自社製品のブランド化を進め、価格競争と一線
を画す。
 一般的な洗剤と比較して高価格帯でありながら、素材にこだわる消費者から人気を集め、売上高、利益は右肩上がり。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 OEM中心の事業編成から、自社で製品の値付けが出来る自
社ブランドの確立し、価格競争とは一線を画す。
 伝え守られてきた職人の手作業による製造方法「釜焚き」や高
い商品開発力、小ロット多品種生産を自社の強みとして再定
義。

 石鹸、洗剤市場は大手メーカーが大幅なシェアを占め、激しい
価格競争を展開。
 当社は、OEM生産が事業の中心であったため、市場のデフレ圧
力に抗うことが出来なった。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 自社ブランド第１弾として販売した「SOMALI（そまり）」は、
１リットル以下の量で1,000円～2,000円と高額ながら、手荒
れなどの素材にこだわる消費者から支持。
 現在ではOEM生産は全体の50％に抑えられる。
 2016年に10月には、第2弾「&SOAP」を販売し、若者を中心
に浸透。

【具体的な取組】

取組内容

 2013年、IT企業の役員として働いていた現社長の木村氏が、
当社に入社し、2016年に4代目として事業承継。
 売上は一定水準を維持していたが、デフレ競争の中、販売価
格の低下で利益は年々減少。
 OEM生産中心の事業編成を見直し、自社の強みを再定義し、
自社製品のブランド化を目指す。

 2014年に自社ブランド「SOMALI（そまり）」を立上げ。
 自社のこだわり、コンセプト、高い品質等を反映させた価格設定
で、価格競争とは別の市場で勝負を目指す。
 自社のこだわり、コンセプトはHPやSNS等を通じて積極的に情
報発信。
 自社製品はスーパーなどの量販店販売を避け、販売時に丁寧
な商品説明が行われるセレクトショップを中心に販売。
 セレクトショップで販売されることで、コンセプト、素材等にこだわり
のある消費者から支持され、商品のブランド化が高まる。
 並行して、ネット販売などの直販を進めることで、幅広い層から
固定顧客を獲得し、販売量を大幅に増加させる。

【売上・収益増の効果】

 2016年度の売上高9億8千万円から、2017年度は11億円
7千万円に増え、過去最高。利益も大幅に増加。
 2019年には、新たな製造拠点を設け、生産能力を大幅に拡
大予定。
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事業分類：繊維工業
所在地：大阪府泉佐野市上之郷2384
資本金：500万円
従業員数：6人

株式会社スマイリーアース

 泉佐野市に流れる樫井川が2003年にタオル生産から流れ出る処理水によって日本ワーストワンの河川に。中国産
タオルの流入を受けて同市のタオル産地の会社数が10分の1に衰退。
 親子二代による12年間の研究開発によって、有害な処理水を出さない環境配慮型のタオル生産プロセスを構築。
革新性と独自性を兼ね備えた技術によって他に類のない新しい感覚のタオル製品の生産を実現し、新市場を開拓。
 当社が開発した技術によって、環境を汚染しないタオル生産プロセスが構築され、国内タオル生産業の持続可能性
は高められ、生産者と消費者の安全性も向上した。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 日本タオル製造発祥の地である大阪府泉佐野市は、愛媛県
今治市と並ぶ国内の二大タオル産地だが、近年は同市の泉州
タオルよりも低価格の中国製品などの流入によって低迷。かつて
は700社あったタオル会社も、現在は100社を切っている。

 アフリカ・ウガンダから無農薬栽培の綿花を仕入れ、化学薬剤処
理を全く行わない独自製法を自社開発したことにより、綿本来の
柔らかさと、しっとりした手触りの上質なタオルの製造を実現。
 世紀の大発見となった綿の自浄作用の発見により、オリジナル技
術「自浄清綿法」を開発し特許を取得。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 同社が2012年に立ち上げたオリジナルブランド「真面綿（まじ
めん）」は、従来型の品に比べて10倍以上の値段で販売して
いるが、大量生産されていた従来品のタオルに比べ比較外の高
品質を実現していることから、消費者の共感を呼び、WEBサイ
トでの販売や、ふるさと納税の御礼品に取り上げられるなど、
年々売上は伸びている。

【具体的な取組】

取組内容

 竜一氏は、約10年前に、ウガンダの繊維産業復活に尽力する
柏田雄一氏（ウガンダの父）を介して、無農薬で有機栽培さ
れたウガンダ北部産の良質なオーガニックコットンと出会い、この
綿の素材を生かした環境配慮型のタオル生産開発を決意した。

 ①竜一氏、龍将氏の親子二代で、水だけで綿繊維から油分や
不純物を取り除く特許取得技術を開発。
②ウガンダで栽培された有機栽培綿を日本国内で唯一使用。
③のり剤などの薬品を使わなくても織り上げられるように古い低速
織機や撚糸機を使用するなどの工夫を凝らす。
④タオルからごみを取り除く工程でも植物性の自家製石鹸を使用
等により、繊維産業の環境汚染問題を劇的に解決。
 第19回日本水大賞（経済産業大臣賞）、第7回ものづくり日
本大賞（経済産業大臣賞）をダブル受賞。
 ウガンダの綿を使うことで、綿が貴重な輸出品であるウガンダの産
業振興にも貢献している。

【売上・収益増の効果】

 売上は、年々右肩上がりに推移しておりメディア各社にも多数
取り上げられながら、客層を広げている。
 ウガンダからの綿花の仕入れも継続的に行いながら後発発展途
上国ウガンダの農村地域の収益向上へも寄与している。
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事業分類：運送業
所在地：大阪府門真市島頭3-7-3
資本金：1千万円
従業員数：50人

大日運輸株式会社

 「単に物を運ぶ」からの脱却。物流サービス業として「荷主」、「配送先」、「自社」それぞれにメリットがあるビジネスモデ
ルを構築。
 大手メーカーの建材運搬が本業。建設現場等にニッチなニーズが存在。物を運ぶにプラスして現場のニーズに対応し
たサービスを提供することにより、他社と差別化。本業の安定とサービス提供による付加価値増大を実現。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 建材メーカーからの指示により住宅建設の現場に外壁材を納
品するのが一般的な取引内容。
 デフレ環境下、資材メーカーにも値下げ圧力があり、同等の品
質であれば安価なところにという状況。差別化要素無しでは価
格競争にさらされるのみ。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 従来の顧客は外壁資材メーカー。取組が認められ従来の外壁
メーカー以外にも取引は拡大。また、「大日ECOコーナー」等の
サービスは外壁工事店等を中心に顧客数が大幅に増加。
 単に物を運ぶに＋αを加えた結果、相乗効果により全体の売上
は20年前に比べ3倍に増加した。

取組内容

 単に物を運ぶだけでは仕事は先細り。配送先に存在するニッチ
なニーズに応えることで「単に物を運ぶ」からの脱却に活路。
 最初に手がけたのは、「大日ECOコーナー」。運送した外壁資
材のうち、本来は産廃となる端材を回収。外壁のコーナー部材
として加工し現場に再納品。現場での加工は煩雑という声に応
え＋αの付加価値を提供。

 客先（荷主）の客先（配送先）が喜ぶサービスを提供するこ
とに着眼し、物を運ぶついでに＋αの付加価値を提供。
 ＋αのサービスにより配送先が喜ぶことで、荷主も客先へのサービ
ス強化につながることとなりメリットがある。自社は荷主からの評
価が上がり、運輸部門の仕事が安定。また、配送先に提供する
サービスにより付加価値増大。配送先は省力化・コスト削減等
につながりメリットがある。
 「物流サービス業」を理念に掲げ、運送業の強みをいかしつつ、
荷主、配送先、自社それぞれにメリットがある＋αのサービスを発
見し提供することで、「単に物を運ぶ」ではない新たな業態「物
流のコンビニエンスストア」を目指している。

【具体的な取組】

 運送した外壁資材から出る端材を回収し、住宅の躯体に取り
付けるコーナー部材として加工（大日ECOコーナー）。
 倉庫で預かっている資材を客先要望によりプレ加工を施し納品。
 大ロットで預かった商品を小分管理し出荷（小分けくん）。 等

【売上・収益増の効果】

 加工部門が加わり、順調に業績を伸ばした結果、高齢ドライ
バーの配置換えが可能となり雇用の安定につながった。
 加工部門の品質管理のためQCDを徹底。これが、運輸部門に
も波及し生産性が向上。長時間労働の是正につながった。

大日ECOコーナー
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事業分類：サービス業
所在地：兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-15
資本金：1.4千万円
従業員数：15人

オールジャパンリロケーション株式会社

 外国人赴任者とその家族を対象に、赴任前の日本ツアー、住居探し、家具リース、入居サポート、家族の国際学校
探し、住民登録、銀行口座開設、運転免許証の切り替え等の手続きをワンストップサービスとして提供する。
 従来、不動産賃貸の仲介に付随して提供されていたサービスを、利用者のニーズに沿った形で満足度の向上を実現
させ、高付加価値を創出し、適正価格でのサービス提供を行う。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

【取組に至った経緯、理由】

 特に外国人赴任者への不動産賃貸の仲介において、立地・部
屋の広さ・セキュリティ等、利用者が満足する物件がほとんどな
かったため、「外国人向け住宅」を建設したのがはじまり。
 外国人赴任者向け住宅の賃貸を行ううちに、物件紹介だけで
はなく、居住に伴う役所手続きや学校紹介の依頼が多く寄せら
れるようになったため、当該サービスを専門に行う会社を立ち上
げた。

【具体的な取組】

取組内容

取組のきっかけ

 外国人赴任者の生活サポートをアウトソージングすることで、企
業にとっては、人件費と時間的コストの削減につながる。
 企業・赴任者のニーズに合わせたサービスをカスタマイズすること
で、必要なサポートを無駄なく発注でき、経済的コストの削減に
もつながる。

 転居等に伴う役所や学校の紹介及び手続き案内については、
ビジネスとして認知されておらず、多くは不動産賃貸の仲介の際
に、仲介業者によって提供されていた。

 住居探し、家族の国際学校探し、住民登録、銀行口座開設
をはじめとする各種手続きに際して、パッケージ化と語学力のあ
るスタッフによるマルチリンガルでの同行サポート。
 社宅に関する新規契約、更新、解約手続き、入居中のサポー
ト、支払代行等、社宅の管理業務の一括請負。
 全国対応を可能とした体制を整備。

取組の効果

【価格、販売数、客層等の特徴】

 日本に事業展開する外資系企業や外国公館を中心にサービ
スを提供。

【売上・収益増の効果】

 過去1年間のサービス評価アンケートにおいて、98%の利用者
から「大満足」「満足」と回答。
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事業分類：美容業
所在地：兵庫県西宮市羽衣町5-27
資本金：7百万円
従業員数：5人

有限会社アンヌ

 特許取得した技術・理論をもとに、高付加価値なヘアカットを提供することで、割引に頼らずリピーターを増やす経営を志向。
 ITを導入して顧客の来店管理を徹底することで、固定客の顧客単価や来店頻度を高める工夫を実践。
 成人女性を主なターゲットに全国から来店があり、再来店率98％を誇るなど、顧客満足度が高い。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 美容室の収益向上のためには、来店頻度を高め、客単価向上
を目指す必要がある。つまり固定客の来店頻度を高めるための
顧客管理とサービス提案が重要。

 予約サイトのクーポンなどを利用した技術料の割引を行うことで
新規顧客獲得を行う美容室が多い。
 割引により一時的に顧客数は増えるものの、リピーターにはつな
がりにくく、収益自体は思うように伸びていかない。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 カット料金は8,640円から20,000円と通常のカット料金より高
い。
 独特の理論とカット技術により全国から女性の来店がある。

取組内容

 美容室の収益安定化のためには、リピーターを増やすこと、客単
価を増やすことが重要である。
 くせ毛専門というカット技術に特化した高付加価値を提供し、
技術料の割引をしない美容室経営を行っている。

 一人一人の頭の形や髪質、毛量やクセ・流れなどの条件を理
想的な形になるよう、髪の生えぐせの修正をしながら立体的な
フォルムに仕上げる「キュビズムカット」の理論を確立し、世界5カ
国・地域で特許を取得。特許に裏付けされた技術力で高付加
価値なカットサービスを提供している。
 顧客管理にITを導入・活用することで、来店頻度や売上金額
の高い顧客データを容易に把握することができるようになった。
 固定客が美容室の売上の大半を占めていることから、固定客の
予約を大事にするようにしている。固定客が予約を取れなくなり
お店を離れることをさけるため、クーポン割引など新規顧客獲得
のための取組はあえて行わない。

【売上・収益増の効果】

 経営者（70歳）の月間の平均売上は200万円を超えるなど、
売上・収益は増加している。
 また、再来店率も98％で、美容室経営に重要な固定客の獲
得にも成功している。

クセ毛カット前
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カット後ブローレス

事業分類：宿泊・飲食サービス業
所在地：兵庫県豊岡市湯崎町湯島469
資本金：2千万円
従業員数：323人

株式会社西村屋

 創業150余年の歴史を踏まえた、「おもてなし」の文化を未来に伝えるために、業務見直しや新たな取組を推進。
 利用客が逓減している旅館業において、客室単価を維持するとともに外国人観光客の誘引にも取り組み、城崎温
泉を牽引する温泉旅館として、城崎温泉のブランド力向上にも貢献。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】
 我が国の旅館業は、「おもてなし」を重要視することもあり、元々
労働集約的になりやすい宿泊・飲食サービス業の中でも、より労
働力を必要とする業である。
 地方の旅館は、都市部のホテルに比べ、外国人観光客の認知
度や宿泊機会が少ないため、伝統ある温泉街としてのPRが必要。

 「おもてなし」により注力できるようにするために、業務の合理化・
効率化を推進。
 旅館で働きたい人材を確保するための取組。
 外国人観光客の誘引やリピーターとして定着させる取組。
 近畿地方の常連客に対してだけなく、広く世界に向けて城崎温
泉の魅力を発信。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 オフシーズン、オンシーズンにかかわらず、客室単価は高水準を維
持し続けている。客室部へのシフト管理システムの導入効果もみ
られ、人員は横ばいのまま、おもてなしの質を維持しつつ宿泊者
数の増加を実現。
 国内観光客の減少分を外国人観光客が補填。（外国人観光
客が全体の10％を占める。）
 飲食サービスと物販に特化した店舗をオープンさせることにより、宿
泊業以外の収益を獲得するとともに、城崎温泉の魅力を発信す
る拠点とする。

【具体的な取組】

取組内容

 我が国の少子高齢化、地元自治体（豊岡市）の過疎化もあり、
人材確保が困難。（城崎温泉内の旅館でも、人材不足のため、
1泊2食のサービス提供が維持できないケースが生じる。）
 インバウンド、東京オリンピック後の外国人観光客の定着が急務。

 旅館の魅力維持のため、古きよきものは残し（一部施設が国
登録有形文化財に登録）つつ、未来に向けた設備投資を積
極的に推進。
 海外への魅力発信を進め、海外有名メディア（CNN、NYタイ
ムス、Forbes、Vogue、Le Figaro等）での紹介事例多数。
 ものづくり補助金等を活用し、シフト管理システムを開発。平成
30年度より新連携支援補助金を活用し、外国人誘引やまち
の回遊・消費拡大に向けたデジタルサービス開発を開始。
 飲食サービスと物販に特化した店舗を平成31年4月、温泉街
にオープン。

【売上・収益増の効果】

 平成30年8月期の売上高は、5年前の22％増。
 城崎温泉の平成29年12月期の宿泊者数は、5年前の8％増。
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事業分類：製造業（理美容ハサミ製造）
所在地：和歌山県和歌山市小雑賀2-2-31
資本金：1千万円
従業員数：10人

有限会社菊井鋏製作所

 従来は卸売業者を通じた販売を行っており、販売地域が限られ、その他の地域の顧客を開拓出来ていなかった。
 インターネットを通じたオーダーメイドの理美容ハサミの製造販売を実施。
 20～40代の男性を中心に全国からの注文があり、ブランディング戦略により今後更なる新規顧客獲得が見込まれる。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 卸売業者を通さず、顧客と直接取引をすることで顧客ニーズを
反映させ、付加価値の高い製品を製造販売することが可能とな
る。
 また、価格設定を自ら行うことが可能となる。

 従来からの取引では、卸売業者を通して販売を行っている。
 価格設定は卸売業者との関係性により、決定される。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 価格は、１本あたり6～10万円程度。
 販売数は、月4～5本程度と決して多くはないが、従来の販売
地域（主に東京）にとどまらず、全国からの注文がある。
 客層は20～40代の男性が中心。こだわりのある職人気質の理
美容師の支持を集めている。

【具体的な取組】

取組内容

 卸売業者経由の場合、その業者との取引がなくなった際に一気
に売上を失うことになるため、独自の販路開拓をしておく必要が
あった。
 また、東京など販売地域が限られていたため、その他の地域の
潜在的な顧客をとりこばしていた可能性があった。

 素材、サイズ、ハンドルなどが選択可能な既製品に近いセミオー
ダーメイドから、顧客の詳細な要望を反映させるフルオーダーメイ
ドまで理美容ハサミをインターネットを通じて製造販売。
 フルオーダーメイドの場合、製造途中のハサミを一度、顧客に送
り、サイズ感等を確認してもらうことで、初期段階で顧客の変更
要望を製品に反映することが可能となり、納入後の返品がなくな
る。そして、顧客の満足度をより高めることが可能となる。
 上記とともに、ブランドの知名度を向上させ、新規顧客獲得を目
指して、海外展開やSNSを利用した製品の情報発信を行って
いる。

【売上・収益増の効果】

 オーダーメイド製品の売上額は全体の1割程度。
 これまでの卸売業者経由ではアプローチできていなかった潜在的
な顧客に対しての働きかけができており、今後さらなる新規顧客
獲得が見込まれることから、Webを活用したパッケージ化も検討。
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事業分類：卸売業
所在地：和歌山県和歌山市黒田17-4
資本金：212百万円
従業員数：177人

株式会社農業総合研究所

 生産者自らが価格や出荷先、数量を決定できる新たな農産品流通プラットフォーム「農家の直売所」を展開。
 独自のIT×物流網を駆使し、生産者と消費者をつなぎ、新鮮かつ安心・安全な農産物を提供。
 生産者も出荷量や手取り額が増えるとともに、農業総合研究所自体も売上・利益を年々伸ばしている。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 こだわりをもって農産物を作る生産者と消費者を結ぶ新しい農
産品流通プラットフォームを提供する。
 ただ売るだけではなく、生産者のこだわりを紹介する動画を作る
など、ファン作りを支援し、生産者の収益拡大を支援する。

 農産品の流通は、農家にとってリスクや手間が少ない大規模流
通が主流であるが、農家に価格決定権が無く、規格外の商品
等は市場に出せなかった。
 道の駅などは直接売り場に農家が持ち込むため、手取りは高く
なるが、持ち込み・回収の負担が大きく、販売量も限られる。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 大規模流通と比べると、仲介業者が少なくなるため、生産者の
手取りは2倍近くを確保できる。また、大規模流通には乗せられ
ない産品も販売できるようになった。
 集荷場から全国に流通させるため、直売に比べて販売できる店
舗網が大幅に増え、販売量が増加した。

取組内容

 ビジネスとして魅力ある農業の確立を目指し、生産者と都市部
スーパーを直接つなぎ、新鮮で顔が見える農産物を消費者に直
接届けるため、自社で集荷・物流・販売網を構築・活用し、生
産者が自ら品目・価格・数量を設定できる「農家の直売所」事
業を開始。

 IT（タブレット）を活用し、出荷した農産物の販売データや、農
家の直売所のある店舗の商圏分析データを日々生産者へ提
供。これにより、生産者は戦略的に売れる産品の出荷量や価
格、出荷先を選定できる。つまり、価格決定権を農家自身が持
てるようになった。
 トレーサビリティを意識し、生産者には、手入れの記録を義務化
している。商品は、自社流通網を活用し、翌日には店頭に出荷
する。消費者にとって違いの分かりづらい農産物だが、生産者の
顔が見えることにより、安心・安全、新鮮という付加価値を加え
ている。
 大規模流通を決して否定するものではなく、流通に乗せられな
い商品の販売を実現し、農家の所得拡大を支援。

【売上・収益増の効果】

 農業総合研究所として、全国92拠点（2019年3月末時
点）の集荷場を持ち、売上高は2014年8月期の8.58億円
から、2018年8月期には23.1億円に増加した。

69

事業分類：製造業（食品・飲料）
所在地：和歌山県海南市藤白758-45
資本金：8千万円
従業員数：150人

中野BC株式会社

 高付加価値の食品素材・健康商品を自社サイトで販売することにより、価格競争に巻き込まれない価値を提供。
 日本酒から地元の梅を活用した事業に重点シフト。梅関連事業は売上の5割を占めるまで成長。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 少子高齢化を踏まえ、健康・安心をブランド戦略の中心に据え
て、高付加価値の食品素材・健康商品の開発を目指した。
 国内ブランドとして認知されている高級梅等、和歌山県の特産
物を全面に打ち出すことで、国内市場だけでなく、ジャパンブラン
ドとして海外への展開も図った。

 国内総人口の減少、1人当たりの酒類消費数量の減少により、
酒類の国内市場が縮小。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 副原料を一切使わない梅100％の梅エキス丸剤「梅真珠」は、
機能性食品として健康志向の高い顧客に受け入れられ、31g
袋詰（155粒）で税込3,240円という他社の1.5～3倍の価
格帯にもかかわらず、発売10年を経過してもなお年間10万
パックを売り上げる人気商品となっている。
 梅酒に果汁などを加えた「カクテル梅酒」シリーズを開発、大ヒッ
ト。梅酒ブームに火をつけ、梅酒部門の売上は8年で25倍。

【具体的な取組】

取組内容

 手仕込みの日本酒による本物志向の商品開発を行うとともに、
日本酒だけに依存しているのは危険と考え、地元の梅を活用し
た事業に重点シフト。
 健康志向を背景に、女性等をターゲットとした商品開発を推進、
情報感度の高い女性社員をマーケティング部に配属。

 大手のショッピングサイトを利用せず、大部分の商品販売を自社
のポータルサイトで行っており、他社製品との価格競争に巻き込
まれないようにしている。
 100％梅のみを使用、青みかん、じゃばらといった一般には販売
されていない果実を利用等することで、高価格でも購入されてい
る。
 自社の酒蔵を利用した酒の誕生現場を目で見て肌で感じること
のできる「酒蔵見学ツアー」の開催、商標の国際登録等、国内
外のブランド価値を高める活動を随時、行っている。

【売上・収益増の効果】

 梅へのこだわりと海外展開により、現在の売上の約5割を梅酒、
梅果汁、梅エキスといった梅関連事業により稼ぎ出している。
 特に梅果汁は全国90%のシェアを誇る。

青みかんとじゃばらを
用いた健康食品

梅100％の丸剤
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事業分類：青果生産、同加工品製造販売業
所在地：和歌山県有田市宮原町新町275-1
資本金：9,997万円
従業員数：65人

株式会社早和果樹園

 マルドリ方式と呼ばれる栽培法を採用し、高い糖度のみかんの生産に取り組むとともに、味の徹底した分析と惜しみ
ない行動と検証の結果、全国屈指の地場ブランドジュース「味一しぼり」を開発。
 今後も、消費者ニーズを分析し商品開発を行い、更なる高付加価値の商品の開発を継続。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 ブランドである有田みかんに拘り、「美味しいみかん」という原料の
良さを最大限に活用する商品開発に努めた。
 みかんの魅力を徹底的に深堀りし、機能性を掘り起こし、付加
価値向上に努めた。

 みかんの品質・収穫量は、気候等の影響を受けやすく、安定的
な経営が困難であった（不作、豊作貧乏等）。
 また、みかんの全国生産量は、ピークの20%程度と落ち込んで
おり、業界全体も縮小している状況であった。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 加工品数は、みかんジュース、ゼリー、ジャム、コンポート、調味
料、アイス、うどん等拡大。
 試飲等により、年間65万人に対し、直接商品の良さ、特徴を
アピールすることで、ファンの拡大を目指している。

【具体的な取組】

取組内容

 勘と経験の農業からデータ活用のきめ細かいスマート農業への
転換が必要であった。
 また、みかんの販売だけではなく、加工品販売まで手掛けること
で、経営の安定化を図る必要があった。

 マルドリ方式、ICT農業システム、光センサーの活用により、気
候の影響を最小限に、高品質のみかんの生産が可能となった。
 加工品を高級ブランドとすべく、販売チャネルを百貨店、高級
スーパーへ展開した。
 機能性の深堀りにより、主力商材であるジュースに機能性表示
を可能とした。また、みかん化粧品や陳皮（漢方薬）等従来
の枠組みを超えた商品開発を行った。

【売上・収益増の効果】

 あらたな商材の開発に努めており、取扱商材は、ジュース・ジュ
レはもとより、調味料、化粧品まで広範囲にわたる。
 結果、5期連続増収を継続しており、売上規模も5年前比3倍
程度となる。
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中国地方

事業分類：商店街
所在地：岡山県倉敷市児島味野2-5-3
店舗数：40店舗

児島ジーンズストリート協同組合
 廃れた商店街を、地場産業のジーンズ生産を生かして再生。

 児島ジーンズストリート構想を立ち上げ、メディアを駆使して広く周知。
 OEMメーカーが、小売も行うジーンズの街に変化。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 平成21年に「児島ジーンズストリート構想」を立ち上げ、ジーン
ズを愛する人が集まる町を目指す。
 児島産ジーンズが児島で買えないという状況の解消。

 国産ジーンズの発祥地であり、繊維の街として知られ、ジーンズ
メーカーのOEMメーカーが集積。
 ジーンズの聖地として知られるも、商店街内に小売する店舗が
なかった。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 出店希望が増加し、空き店舗に40店舗も出店させることに成
功。
 減少傾向にあった観光客数が増加に転じた。来街者は年間
20万人に達し、構想立ち上げ前と比較して20倍以上に増加。

取組内容

 地元住民から「シャッターを開けたい」等の商店街再生を望む声
はあるものの、方向性がまとまらず、バラバラだった。
 同じ倉敷市内の美観地区には年間380万人の来街者がある
にも関わらず、児島地区まで誘客できなかった。

 ジーンズを販売する店舗の開業をさせるべく、メーカーや地元商
業者と交渉。出店希望者とのマッチングも実施。
 ジーンズの街のイメージを定着させるため、ハード事業として道路
をジーンズ色に舗装、そのほか看板やタペストリーも設置。
 商店街の取組を周知するため、メディアを積極的に活用し、ロー
カルテレビや地元新聞で構想を訴求。
 JRや民間企業も協調し、駅の階段面やコインロッカーにジーンズ
を印刷、ジーンズ模様のタクシーまで誕生。

【売上・収益増の効果】
 売上高が増加。

JR児島駅の階段に描かれたジーンズ

商店街内にはジーンズを
モチーフにした装飾がある

商店街内の和菓子店においても、
パッケージにデニムを採用
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事業分類：製造業（各種ヤスリ製造販売）
所在地：広島県呉市仁方西神町12-20
資本金：1千万円
従業員数：7人

株式会社ワタオカ

 輸入品の安価な工業用ヤスリに押され、国産品の価格と需要が低迷し、収益が悪化。
 技術についての目利を活かし、SNSなどメディアへの訴求も含めペット市場への新たな展開を図った。
 新商品の「ねこじゃすり」は生産が間に合わないほどの売れ行きで、収益が急回復。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 代表取締役である綿岡美幸氏は、平成30年に代表に就任し
た。先代社長より伝え聞いていた、「古来より慈しんできた技術・
商品の温かみ」を大切にしたいと考え、職人の声に耳を傾け、女
性ならではの視点でペット市場に新たな販路を求めた。
 猫が舌で毛づくろいしているところに着目し、猫の舌を再現した
業界初の猫専用ブラシを開発した。

 電動工具の普及・手道具の必要性も減るなか平成8年頃から
安価な海外量産品の流入により価格下げ圧力が一層厳しく
なった。
 人口減少もあり、薄利多売によるビジネスモデルの維持が困難
となっている。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 「ねこじゃすり」は3,780円（税込）であり、一般的なブラシ型
より約3倍の価格、30年度の販売数は5万個を達成した。
 ユーザーは、ペット販売店や個人であり、毛のブラッシングと猫の
舌と同様なヒーリング効果の両方を得ることが出来ることから、既
存商品と一線を画した商品と高い評価を得ている。

【具体的な取組】

取組内容

 呉市仁方（にがた）地区は明治以降からのヤスリ産地であり、
戦後日本の工業化を支えてきた高い技術力があった。
 このため、ユーザーの用途に合わせたカスタム製品への対応が可
能であった。
 生産者の高齢化により製造工程の縮小など品質維持を目指し
ながらも、新たな製品の開発が急がれている。

 「削るためのヤスリ」から「削らないヤスリ」に発想を転換し、材料、
形状など試行錯誤を繰り返した。
 従来のヤスリの切れ味は、目立てをする前に細やかな筋を入れ
ることで保たれるが、大きな筋状のヤスリ目とその間の細かい筋の
組合せと縦筋との3段階でグルーミングし、心地よさを実現した。
 ペット市場へ参入することで、ヤスリ技術の新たな可能性を見出
すことができている。

【売上・収益増の効果】

 30年6月期の当社売上は前期比3.45倍、税引後利益は
151倍となった。従来製品の両刃ヤスリやチェーンソーヤスリが売
上を落とす中、新発売の「ねこじゃすり」のヒットにより収益は急
回復を遂げた。

「ねこじゃすり」でグルーミング
猫の舌を再現した猫専用ブラシ
「ねこじゃすり」
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事業分類：農林業
所在地：広島県庄原市東城町粟田2939
資本金：700万円
従業員数：7人

株式会社藤本農園

 消費者の｢より安全で安心な米が食べたい｣の声に、合鴨農法を28年前から始める。
 環境や食味にもこだわり、和牛堆肥による土作り、化学農薬・化学肥料を使わない米作りを実践し、消費者との交
流会等も開催。
 一般の流通米に比べて価格は30％高いが訴求力が高く、取引件数が3年前に比べて50％増加。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 日本人の食卓でお米を食べる機会が減っている。その中で、どうせ食
べるなら、おいしくて、安全、安心な米が食べたいというニーズがあると
仮定し、とことんこだわった米作りを行う。
 生産方法、生産者の顔、生産者の思いを伝える取組を小売と行い、
商品情報を提供したい。

 過剰な化学農薬・化学肥料散布による米作り。
 JA等の多段階の流通業者を介しての商品流通。
 農家から消費者への産地情報の開示不足。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 一般流通米に比べ、安心安全の高付加価値の合鴨米の価格は
30％高いが、訴求力が強く他の商品のイメージアップにつながる。
 主に広島や関西方面の、食に関心の高い家族客の囲い込みに成功
し、安定的で持続的な販路につながっている。
 広島では小売を介してミシュランガイド広島の三ツ星「なかしま」にて合
鴨農法米が使われる。

【具体的な取組】

取組内容

 地元の自然環境を守りながら、おいしい米づくりを行いたい。
 本地域は土質や気候でおいしい米を作る環境が整っている。反面、
棚田が連なり大規模化は難しい。この環境を活かして価値ある米を
作り直接販売もしくは安全・安心に感心の高い販売者とつながる事で、
地域活性化につなげたい。
 子供達が安心して食べれるお米を作りたい。
 消費者と生産者の顔の見える関係が作りたい。

 合鴨を水田に放すことで、雑草を食べ、害虫を駆除する。
 ドローンを活用して、合鴨の活動状況を監視する。
 土壌診断を行いながら、自家製和牛堆肥を活用する事で、化学肥
料の使用量を5割以上削減。
 薬剤を使用せず約60℃のお湯で種もみを消毒する、温湯種子消毒
を実施。
 地元や広島・関西から消費者を招いて、交流会を開催。
 地元の小学校での食育活動の実施。
 関西での米の品評会への出展。（2011年最優秀賞、2015年準
優秀賞を受賞。）
 ゆるきゃら「あいがももん」によるPR活動。
 活動を映像にまとめDVDやYoutubeで発信している

【売上・収益増の効果】

 無農薬や減農薬栽培の区別や、消費者ニーズに応じた価格帯
（2,000円代～3,000円代／5kg）の設定により、売上が3年前
に比べて10％増加。
 テレビ等メディアで取り上げられるとともに、消費者向け食育セミナーや
給食会、講演活動により次世代消費者の育成にさらに努めている。
 店頭で産地情報を手に入れてもらい、卸、小売りでも有利販売が出
来るよう販促品を開発している。

合鴨農法

ゆるきゃら「あいがももん」
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事業分類：飲食料品小売業
所在地：山口県山口市泉都町10-4
資本金：1千万円
従業員数：20人（2019年4月12日現在）

株式会社Archis（アーキス）
 「女性創業応援やまぐち」の支援を活用して事業化。

むじゃく
 伊勢神宮の神米「イセヒカリ」を18％まで精米した純米大吟醸酒「夢雀」を企画・販売。

 当初から販売先として想定していた香港、ドバイで着実に販売実績を上げている。
【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

取組のきっかけ

 株式会社Archisの代表取締役である松浦社長が2011年に立ち上
げた“一般社団法人おんなたちの古民家”では、古民家の多い中山
間地域で、一次産業の活性化を目的に活動していた。
 そして、米のブランディングや6次産業商品の開発に加え、米の消費
量を増やそうと日本酒造りを開始。事業の拡大に伴い、2015年に別
会社として、株式会社Archisを設立した。
 そして、日本の伝統文化である米づくり・酒づくりを世界に発信するた
め、社長の地元の堀江酒場（岩国市錦町）に酒づくりを依頼した。

 代表取締役である松浦社長は、2011年に「おんなたちの古民家」を
設立。古民家の再生などに取り組む傍ら、交流の一環で、大学・地
元農家・行政などの連携し、稲作イベントも開始。
 減農薬栽培した米粉を利用したスイーツ等の販売により米消費を応
援していたが、農家支援の方向性が定まると酒造りが視界に入り、酒
造りプロジェクトのため、株式会社Archisを設立した。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 夢雀はワインのように、1年1年寝かすごとに長期熟成できる日本酒。
2016年夢雀は、山口県の著名な日本酒ブランドの上位価格（3万
円程度）を大きく上回る88,000円で発売。今年5月1日より、
2016年夢雀は、188,000円、2018年夢雀は118,000円に値段
もあがり、海外では資産として購入する人も増えてきた。また、新酒の
2019年夢雀は88,000円で発売される。
 年間生産量は、1,000本から2,000本で、半数以上を香港、ドバイ
を中心に輸出している。国内では百貨店を中心に販売。松屋銀座で
は、唯一、ワインコーナーに陳列されている。

取組内容

 山口銀行と民間企業15社が50％、山口県が50%を出資し女性が
創業しやすい環境整備を図るため設立された「女性創業応援やまぐ
ち」がビジネスプランを公募。
 株式会社Archisもこれに応募し、採択に至った。

 醸造は松浦社長の地元である岩国市錦町の江戸期創業の蔵元
「堀江酒場」に依頼。酒米は減農薬・有機農法で育てた山口県ゆか
りで、伊勢神宮の神米「イセヒカリ」を使用。全国でも例が少ない
18％まで精米した純米大吟醸酒「夢雀」を生み出した。
 昔ながらの「きもと造り」、杜氏の長期熟成の技術、仕込みに工数が
かかること、原材料費が通常の数倍かかっていること、さらに18％の磨
きなどを考慮し、販売価格を相応に設定した。
 初年度の2016年夢雀は、1,000本限定のシリアルナンバー付きで、
錦帯橋の架け替え古材でプレートを作成する等、プレミア販売に向け
た取組を強化した。
 堀江酒場が持つ、長期熟成の技術に注目。日本酒も、ワインのよう
に1年1年寝かすことで美味しくなり価値も上がるという新しい考え方を
世界に広めようと活動。世界における日本酒の地位向上、地方にお
ける一次産業の活性化を目的に、“ヴィンテージ日本酒”という新しい
分野を開拓し、海外を中心に販路を拡大している。

【売上・収益増の効果】

 香港では、現地の酒類商社と独占販売契約を締結。マンダリンオリエ
ンタルホテル等、高級ホテルで取引されている。
 ドバイでは現地の酒商社と契約し、アルマーニホテルで販売されている。

「夢雀」発売にあたり取材を受ける松浦社長（中央写真）、ドバイでのプロモーション活動
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四国地方

事業分類：自動車運送業
所在地：徳島県徳島市川内町平石若宮8-6
資本金：600万円
従業員数：14人

吉野川タクシー有限会社

 人材の高齢化や市場の冷え込みなどにより、地方のタクシー業界の衰退は続いている。
 その環境の中で、地域に生きる人々の移動を支えることを目的に、「顧客に寄り添うイノベーション」を理念に掲げ、
妊婦送迎、学習塾送迎、インバウンド対応など様々な顧客に合わせたサービスを提供している。
 併せて、ITを活用したタクシー配車システムを開発・導入することにより生産性を高め、賃金水準を上げることで、業
界では珍しく若手ドライバーを獲得できている。
【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 利用者の減少や運賃の地域一律化によるサービスの低下によ
りタクシー業界の衰退が続いていることから、運転手の賃金水準
は、低下の一途をたどり、公的年金を得ている高齢者がドライ
バーとなるケースが散見されている。
 経営が厳しい父親が経営していたタクシー会社を引き継ぐことに
なった現社長が、利用者ニーズにあったタクシーを追い求め、IT
を活用して、顧客に寄り添うタクシー会社に変容。
 若い社長が社員に論理的に語っても、現場経験がないと説得
力がないため、自らドライバーとなり利用者ニーズを体感すること
からはじめ、社内に協力者を増やし新たなビジネスモデルを構築。

取組の効果

【価格、販売数、客層等の特徴】

 今まであまり利用されていなかった妊産婦、キッズ、外国人を取
り込み、客層を広げ、利用者数を増やしている。

 タクシーを単なる移動手段として捉えず、社会の課題を解決す
るための「交通インフラ」として捉えた事業を展開。
 サービスの新規性や質を高めるため、若年層、未経験者を積極
的に採用し、雇用環境の改善にも取り組んでいる。

取組内容

取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

 徳島県初となる妊産婦送迎タクシー「マタニティータクシー」や、
学習塾と連携して塾のお迎えを行う「キッズタクシー」、30か国以
上の言語に対応した多言語通訳システムをすべての車両に配
備した「インバウンド対応タクシー」を運行し、業界にイノベーショ
ンを起こしている。
 すべてのタクシーにタブレット端末を配備し、インターネットを使って
タクシーを配車するシステムを導入。
利用者から最短距離にいるタクシーを自動で検出することで、効
率的で確実な配車を実現している。

【売上・収益増の効果】

 売上が減少することが通常の地方タクシー業界において、様々
なアイデアに満ちた取り組みをおこなうことにより売上を伸ばすタ
クシー会社に変容させた。

徳島県で初めて「妊産婦送迎サービ
ス」を開始。専用車輌、ヘルパーの
資格を持つ専任ドライバーが対応。
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事業分類：紙おむつ、ナプキン等紙製品製造業
所在地：香川県観音寺紙豊浜町和田浜1610-2
資本金：4.5千万円
従業員数：210人

第一衛材株式会社

 創業当時は生理用品の大量生産・大量販売を行うも、熾烈な価格競争が存在。
 顧客ニーズに対応した製品開発に発想転換し、以降、「吸収・吸着技術」を生かした自社ブランド商品を確立。
 現在、様々な分野の市場開拓を行い、外部環境の影響を受けづらい安定した経営基盤に繋がっている。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 「吸収・吸着技術」を生かし、生理用品メーカーから、吸収・吸
着体の総合メーカーへ転換。
 ニッチな分野へ高付加価値な自社ブランド商品を展開。

 昭和36年、薬事法改正により紙製生理用品が「医薬部外
品」に指定され、多くの企業が業界に参入。
 同社は昭和40年に創業し、特定のOEM先への供給と自社ブ
ランド展開を併用する形で、生理用品の大量生産、大量販売
を行ってきた。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 無数に存在する顧客ニーズに高いクオリティで素早く対応してき
たことが認められ、今では、医療、小売、運輸、食品、工業など
様々な分野に市場参入をし、安定した経営基盤を確立してい
る。

取組内容

 大手メーカーがしのぎを削る価格競争が存在し、敗れた中小企
業は次々と撤退。
 大手メーカーとは異なる視点から、付加価値づくりをベースとした
「お客様の顔が見える」製品開発に発想転換。

 中小メーカーの強みである、きめ細かい対応力を武器に、顧客
が処理したい様々な吸収物に対して、早いレスポンスで提案。
 顧客要求に対して、適した吸収素材を選定し、粉砕・散布・添
加・積層など創業当時から培ってきた「吸収・吸着技術」を生か
して商品開発。
 現在、犬用紙おむつや猫用トイレシート等のペット用品、大人
用紙おむつや吸水シーツ等の医療・介護用品、油吸素材や鮮
度保持シート等の産業用資材など、自社ブランドを次々と確立。
 東南アジア、中国等の輸出も始めており、国内外にオンリーワン、
ニッチトップ商品を提供する。

【売上・収益増の効果】

 売上は約45億円にまで拡大し、純利益は直近5年間で1.7倍
に伸びている。
 国内外に様々な商品を提供することにより、市場動向や為替
変動などの影響を受けづらい安定した経営基盤に繋がっている。

医療・介護用品「フリーネ」ブランド

ペット用品「P.one」ブランド
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事業分類：製造業（ダンボールキットの企画・販売等）
所在地：香川県東かがわ市湊1858
資本金：1千万円
従業員数：10人

hacomo株式会社

 （株）FUJIDAN（関連会社）では、全国的にも取扱いの少ない非常に丈夫なダンボールを取り扱っていた。
 ダンボールを使って恐竜のような大きな造形物をつくって、 PR用として展示していたところ、注文が入り始めた。
 FUJIDANとは仕事の質、顧客が異なることから、2010年に分社化して本格的に販売をはじめた。
取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 商圏半径100キロ以内といわれる段ボール梱包材の常識を一
変させ、独創的なアイディアで全国や世界に向けて商品を販売
している。

 商圏半径100km以内といわれるダンボール梱包材を製造して
おり、製薬や電池産業向けに販売していた。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 ダンボール箱は製薬や電池産業等向けの「BtoB」のビジネスで
あるが、新たな商品は自動車ディーラーのノベルティなど「BtoC」
である。
 「ティラノサウルスBIG」のような大きな商品は10万円を超える価
格で販売されている。

取組内容

 ダンボールを展示会に出展していたが、地味なイメージしかなかっ
たので、目を引くように、恐竜のような大きな造形物を作って展
示した。
 これを見た人が面白がってくれ、ノベルティとして販売したいとして、
注文が入り始めた。

 2010年に分社化された同社は、それまで企業間での取引が中
心だった段ボール 梱包材の常識を一変させ、動物や乗り物、遊
具などの商品を生み出すことで個人ユーザーにまで販売先を拡
大させた。
 ノベルティー商品などは顧客の依頼によって開発するが、関連会
社の社是である「“おもしろい”で未来を拓く」に則り、デザイン・設
計 担当を中心に、「おもしろく」取り組んでいる。
 2016年にはレーザー加工機を増設し、現在7台で量産体制を
整備している。受注から在庫管理まで一貫して管理できる同社
専用のwebシステムを構築し業務の効率化に取り組んでいる。

【売上・収益増の効果】

 平成28年10月決算での売上高は約2億円と、ダンボールに付
加価値を加えることにより、新たな市場を生み出した。
出典：hacomo株式会社HP
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事業分類：金網製造業
所在地：愛媛県今治市大西町九王甲281
資本金：12百万円
従業員数：22人

竹中金網株式会社

 防鳥金網への吹付塗装は、約80％が網目を抜けていくため多大な塗料のロスが発生していた。
 金網にする前の金属を塗装した後に、出来るだけ塗膜を傷つけずに織り上げる技術を開発。
 塗装ロスを削減するとともに高価なステンレス製だった線を特殊な合金メッキ線に置き換えることでコストも削減。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

【取組に至った経緯、理由】

 製品素材及び製造方法の開発により、納期・コストの改善+取
付け枠などの付加価値創造を行い新たな需要を創出する。
 平成21年度のものづくり補助金を活用して製品品質安定化・
製造自動化及び溶接レスの取付枠の開発に着手。

取組の効果

【価格、販売数、客層等の特徴】

 羽田空港の国際線ターミナルの新築工事、銀座歌舞伎座、豊
洲新市場全工区など大型物件に採用。
 使用用途も、換気ガラリ裏面が中心であったが、各種ルーバー
裏やパーテーション・意匠デザインメッシュとしてなど広がりが有る。

【具体的な取組】

取組内容

取組のきっかけ

 塗料ロス削減、原料変更による原料コスト削減により製造原価
の低減を図り、適正な価格設定による適正な利益を実現。
 塗装方法の改善によるVOC削減、塗料ロス削減による環境負
荷を低減。

 従来商品は金網を織り上げた後に吹付塗装しており、金網の
網目を塗料が抜けていくため塗料の約80％が無駄になるなど、
多大な塗料ロスが発生していた。
 また、従来商品はステンレス製であったが、ニッケル価格の高騰
に伴いステンレス鋼価格が高騰していた。
 従来の塗装方法では有害物質であるVOCを大気中に大量に
放出していた。

 金網にする前の金属を塗装した後、出来るだけ塗膜を傷つけず
に織り上げる技術を開発し、従来の吹付塗装で発生していた塗
料ロスを大幅に削減。
 大型物件への対応のため、生産効率UP、自動化設備の開発
を行い、「製品品質の安定化」のため、クリンプ金型を自社で開
発・製作するとともに、新たな取り付け方法として、溶接レスの取
り付け枠を開発。その結果、数々の大型物件の受注に成功
 溶接レスの取り付け枠は特許取得するとともに、現場施工の簡
素化を実現し想定外の使用方法を提案できるに至った。また、
製品名「クリンプ金網 バンブースクリーン」を商標登録。

【売上・収益増の効果】

 使用用途が広がり採用案件も増加傾向、売上収益も順調に
推移している。
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事業分類：繊維業
所在地：愛媛県今治市桜井4-6-10
資本金：2千4百万円
従業員数：53人

正岡タオル株式会社

 もともとオリジナル商品はなかったが、今から数年前に社長自身が使いたいタオルを作ろうと発案。
 柔らかく、水をよく吸い上げる、タオルの本質を追求した高品質の『すごいタオル』。
 今治タオルの公式ストアで取扱われることになり大ヒット商品に。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 吸水性と速乾性がよく、ふわふわ柔らかい、タオル本来の良さを
実現した理想的タオル

 コスト面で中国製が台頭してきている。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 今治タオルの公式ストアで取扱われることになり大ヒット商品に。
その後もオリジナルアイテムが発売され、今治タオルブランドの中
でも、正岡タオルの商品は非常に高い人気を博している。
 2018 日本ギフト大賞都道府県部門愛媛県一位
 同社でつくられたホテル仕様のタオルは東京や大阪の世界的な
一流ホテルの多くで採用。
 バスタオルサイズ 5,000円～ ／ギフトセット 10,000円～

取組内容

 コスト面だけで安易に中国生産という道は選ばず、手を抜かず
に、品質のよいものを作ることに徹底的にこだわった。自然と値段
が高くはなるが、手を抜いてまでして他社と競争する必要はない。
よいものを高く売ろうと決断。
 自分も使いたいタオル、自分自身が”すごい”と思えるタオルを作
ろうと発案。

 綿の中心部に空隙のある中空糸「スピンエアー」を素材に採用
 毛足（パイル）が長くボリューム感のある織りなど「糸」一本から
創りだすタオルの「意図」＝「肌触り」ということへのあくなき追求
 今治の市内の染工場（蒼社川の伏流水）、または石鎚山系
の地下水を使用する洗いの達人、（株）河上工芸所さんとこ
だわりの洗い。

【売上・収益増の効果】

 売上は約13億円にまで拡大し、高級なオリジナルブランドが牽
引。
 高付加価値商品を提供することで、高い利益率に繋がっている。
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事業分類：商店街
所在地：愛媛県喜多郡内子町1502番地
店舗数：113店舗

内子まちづくり商店街協同組合

 人口減少、少子高齢化、郊外型大型店の台頭により商店街利用者が減少。
 地域住民のニーズを調査し、商店街の拠点施設「まちの駅Nanze」 、チャレンジショップの運営を開始。
 観光客だけでなく地域住民の利用者も増加し、歩行者通行量及び売上が増加。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 「八日市護国」と「内子座」には、年間50万人を超える観光客
が訪れており、当商店街はその散策ルートの中間に位置すること
から、その観光客の取り込みを中心に事業を進め、あらゆるコン
テンツを育てながら、交流人口と消費の拡大を図る。

 江戸時代より流通の拠点として繁栄してきた歴史ある商店街。
創建100周年を迎える大正時代の芝居小屋「内子座」と伝統
的建造物群保存地区「八日市護国」といった観光資源を有し、
その中間に位置する立地環境にある。
 両観光資源には、年間50万人を越える観光客が訪れており、
同商店街もその散策ルートに位置することから、通過する年間
の観光客数は30万人を超えている。
 人口減少・少子高齢化、近隣市町における郊外型大型店の
台頭により、地域住民の商店街の利用意識が薄らいでいた。
 昭和58年に158軒あった内子町商店会の会員数は平成23
年に80軒にまで減少した。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組内容

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 商店街が持つ地域の交流空間としての魅力を向上させるため、
平成24年に建設・整備した「まちの駅Nanze」は、高齢者や子
育て世代の地域住民の交流の場となっている。
 明治時代の伝統的建造物や空き店舗を改装したチャレンジ
ショップを運営し、ニーズに対応した新規出店の促進を図った。
 休憩スペース、Wi-fiスポットの整備やスタンプカード事業等を通
じて顧客サービスの充実に努めているほか、情報発信機能の強
化や、行政・商工会・グリーンツーリズム協会等との連携を図りな
がら、地域色を押し出した多種多様なイベントを実施。

取組の効果

 歩行者通行量は平成24年度715人であったが、平成27年度
には800人へ増加。
 「まちの駅Nanze」は観光客だけでなく、高齢者や子育て世代
など地域住民の交流の場となっている。

【売上・収益増の効果】

 売上は平成24年度約84,000万円であったが、平成27年度
には約98,000万円へ増加。
まちの駅Nanze

空き店舗を活用したチャレンジショップ
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事業分類：飲食料品小売業
所在地：高知県高知市菜園場町4-11
資本金：300万円
従業員数：6人

有限会社さえんばニュー山重

 通販部門の売上が急激に伸びた反動で製造が追いつかない状況を打破したい。
 スライス加工設備や急速凍結設備を導入するとともに、高品質な商品をより早くお客様に届ける体制を整備。
 高級ステーキ肉などを解凍時にドリップがほとんど出ない高品質な商品を全国に提供、出荷量も大幅に向上した。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 慢性的な人員不足と高齢化による作業効率の低下を補うため
の業務の効率化への取組が必要。
 スライス・カットする作業をより高速で行える設備と、従来の空冷
式では時間がかかり品質も低下するため、短時間での凍結・鮮
度保持が期待できる設備の導入が必要。

 立地する商店街はシャッター通り化して店頭販売では今後が見
通せず、学校や病院等の給食事業関係では同業者との競争
で低価格化の波に襲われている。
 2000年から通販事業を開始し、日本全国から年間1万件以
上の注文があり、売上も50％を超えて急激に伸びている。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 当該2機種の装置導入により、カッティングから冷凍製品までの
時間が大幅に短縮され、3倍以上の製品製造が可能となった。
 先端的設備の「急速冷凍機」の導入により20倍の冷凍速度が
得られ、細胞膜の破壊が少なく、解凍後のドリップ（肉汁）の
流出がほとんどない高品質商品が提供できるようになった。

【具体的な取組】

取組内容

 通販部門の急激な売上の伸びに伴い、製造が追いつかずに注
文を断っていた状況であった。また、ふるさと納税の提供商品の
人気上位に牛肉があり、今後も大幅な増加を想定。
 出荷システムの再構築とともに、スライス加工時間や凍結時間
の短縮と高品質化による利益率の向上が必要不可欠。

 現状の出荷に対応するには5台のスライサーが必要であるが、高
性能な「高速ミートスライサー」1台を導入して対応する。
 スライス・カットしたステーキ肉等を短時間で凍結して鮮度を保
持するために、従来の空冷式ではない-30℃の液体に浸漬して
凍結する「急速凍結機」を導入する。
 設備導入とともに作業のマニュアル化や出荷システムの構築等
により、年齢や性別・経験を問わない人材の雇用を検討する。

【売上・収益増の効果】

 従来は冷凍肉の色が一か月もすると変色して安価での販売と
なっていたが、新装置の導入で2～3か月しても変色しない高品
質商品が提供でき、営業利益が前年対比49％増加した。
 通販事業の更なる拡大のため、地場産品のコラボ商品を企画、
自社の出荷システムも活用しながら地域貢献にも努めたい。

高速ミートスライサー

急速凍結機
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事業分類：はん用機械器具製造業
所在地：高知県高知市瀬戸2丁目13番43号
資本金：300万円
従業員数：14人

有限会社上田電機

 生産設備の自動化ができておらず、工場も面積不足で労働生産性が低く、納期面での失注もあった。
 クレーン工場を新設し、溶接ロボットを導入。併せてIoTも導入し、顧客サービスを向上。
 設備投資・IoTの活用により労働生産性や顧客サービスが向上し、売上・収益増に寄与。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 溶接・電気制御という自社の強みを活用しつつ、ロボットの導入
等により、生産性の向上を図る。
 IoTの導入にも取り組み、顧客に対し新たなサービスを提供する。

 生産設備の自動化ができておらず、工場も面積不足で労働生
産性が低く、納期面での不適合失注もあった。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

 ロボットやIoTの導入により生産性向上を図るとともに、IoTの活

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 約5年前までは、県内の工場が主たる顧客であったが、自社の
製品評価が高まり、関東・大阪・福岡などを中心とした県外から
の受注が増えてきている。

取組内容

用により、顧客サービスを向上させたい。

 クレーンの製造工場を新しく建設し、溶接ロボットを導入するなど
して生産性を向上。
 さらに、IoTを活用して、販売したクレーンの使用回数データを把
握できるようにし、適切な時期にメンテナンスの必要性を顧客に
知らせる、新サービスを開始。アフターメンテナンスによる付加価
値の獲得に至った。
 タブレット端末を社員に持たせ、社員の時間管理を行い、社員
のコスト意識が向上。

【売上・収益増の効果】

 設備投資・IoTの活用により、労働生産性が高まり利益率が
向上。顧客サービスの向上により売上高増加にも寄与。

85

事業分類：木製品製造業
所在地：高知県須崎市浦の内東分2830
資本金：3.5千万円
従業員数：32人

株式会社土佐龍
 木製まな板の軽量化ニーズを受け、極薄商品の開発に着手。

 社長自らがブランド化した「四万十ひのき」の軽量化、特殊加工による黒ずみ防止で高付加価値化に成功し、順調
に売上を伸ばしている。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 「木の料理人」として、幹はもちろん、枝や葉に至るまで素材を
余すことなく活かし、多くの商品開発につなげる。
 ブランド化やニーズへの対応といった高付加価値化により高価
格製品の販売を目指す。

 木製まな板はプラスチック等、安価な他素材の製品が市場に出
回る中で、非常に厳しい価格競争にさらされるようになり、売上
の維持、増加には新商品の開発が必要となっていた。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 長年のノウハウを活かし、他社で類を見ない極薄2cmの一枚
板の木製まな板を開発し、軽量化に成功。
 高付加価値化により価格を従来品の1.2～1.5倍に設定。
 こだわり層をターゲットとした5,000円の製品の売行きが好調で
あり、順調に売上を伸ばしている（2018年には木製まな板開
発前の2011年と比べ220％増）。

取組内容

 高級包丁の人気拡大に伴い、包丁の刃先に優しく切れ味が長
持ちする木製まな板も需要が拡大。
 高級包丁ユーザーからの、一枚板で軽くて女性でも扱いやすい
製品ニーズの高まりを受け、軽量化に着手した。

 油成分の含有率が高く水切れの速い、地元産ひのきを「四万
十ひのき」の名称でブランド化。衛生面に配慮した自立スタンド
付きまな板を考案。
 ニーズを受けて極薄で軽い、一枚板の木製まな板を開発すると
ともに、黒ずみによる劣化防止のため断面を特殊加工し、さら
なる付加価値を付与した「いちまい板極め」シリーズを販売。こ
だわり層をターゲットとした高価格商品となっている。
 国内のみならず世界各国に販売を行っており、継続的に国際
展示会へ出展することにより世界にPR。
 ふるさと納税の返礼品にも採用されており、地域に根ざした企
業として、全国に発信。

【売上・収益増の効果】

 増収により設備投資を行いやすくなり、増産体制の強化や生産
性向上を図るとともに、賃金アップ（2018年には2016年比
18％増）により従業員へも還元している。また、新規社員の
雇用も進めており、20代～30代の若手社員が正社員の半数
を占めている。

高付加価値の「極め」シリーズ

素材を有効活用した入浴剤
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九州・沖縄地方

事業分類：製造・小売業
所在地：福岡県福岡市中央区薬院3-11-1
資本金：3千8百万円
従業員数：45人

株式会社ポルコロッソ
 使い捨てではなく、次世代へ受け継がれるモノを作りたい。

 「20年後、息子に譲るモノ」というコンセプトから、経年変化を楽しむことの出来る高品質な栃木レザーを使用し、「修
理できる構造」を念頭に、職人が手間と時間をかけ、セミオーダーメイド革鞄を製造・販売。
 高品質な素材や職人の技術を適正に評価いただける顧客により、売上が増加。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 鞄業界では安価なナイロン製鞄が主流となっており、修理には
商品と同程度かそれ以上のコストがかかるため、壊れれば廃棄
することが当たり前となっていた。

 世代を超えて、愛着を持ち、長く使える商品を提供したい。
 日本の革、福岡発のブランドで、世界に肩を並べたい。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組内容

 創業当時は服地や服飾雑貨（革製品等）を仕入れ販売を
行っていた。
 長く使える商品を製造・販売したいという想いから、自社ブランド
を立ち上げ。革製品に特化し、店舗併設の工房で製造・販売。
 全ての商品の修理に対応出来るよう、国内で安定して流通し
ている材料を使用すると共に、革加工技術の伝承も行う。

 「20年後、息子に譲るモノ」というコンセプトから、使い捨ての鞄
ではなく、修理しながら長く使うことの出来る革鞄製造に特化。
 自然由来のタンニン鞣しを行った、柔らかく堅牢性のある革で、
独特の色調や飴色への経年変化を楽しむ事の出来る、高品質
な栃木レザーを使用。
 職人は「修理できる構造」を念頭に、工夫しながら丁寧に造作。
 セミオーダーメイドの製品を中心に約200品目展開。
 職人の高齢化が進む中、国内の革加工技術伝承のため若者
を多く採用。（平成29年度は10名）

取組の効果

 高品質な革を使用し、手間と時間をかけて製造する革鞄の価
格帯は7～10万円前後。
 本物志向、オンリーワン志向のユーザーの心を捉え、客層は若
者から年配の方、外国人の方まで幅広い。

【売上・収益増の効果】

 高品質な素材や職人の技術を適正に評価いただけるリピーター
やコレクターの存在により売上が増加。
 職人の持つ革加工技術を活かし、他にはない “長く使える”商
品を検討中。
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事業分類：木箱製造業
所在地：福岡県古賀市青柳100-1
資本金：2.6千万円
従業員数：56人

株式会社増田桐箱店

 従来より茶道具や呉服向けの桐箱を製造していたが、時代の流れとともに需要は減少。さらに、贈答用の桐箱の需
要は増えているものの、他社製品の包装箱にとどまっており、役割を果たすと捨てられている実情があった。
 平成25年に現社長が事業を引き継ぐと、桐箱製造技術や、桐を用いる文化を後世に残していきたいとの思いから、
若手デザイナーと熟練の職人がチームを組み、付加価値の高い桐の米びつを開発。
 確かな技術に裏付けされた斬新なデザイン・アイディアの商品は多くの消費者に選ばれ、国内だけではなく、海外でも
ナッツやパスタを保管する桐箱として浸透。現地のニーズに合わせた海外展開にも成功している。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 呉服や茶道具の本場は京都であり、九州に立地する増田桐
箱店が製造する桐箱は買いたたかれることも多かった。
 贈答用の桐箱は主に酒類等製造事業者に卸しており、これま
では他社商品の包装箱に終わっていた。

 「日常に桐製品を使ってもらうことで、桐のよさをしっかり伝える」
をテーマに製品のアイディア出しを実施

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 一般的なプラスチック製の米びつは3千円程度であるが、米びつ
用の桐箱を7千円で販売。倍以上の値段を設定したが、個人
の客層を中心に年間8千個のペースで出荷。
 日常用のほかにも、「お洒落な贈り物」として定着。

取組内容

 平成25年に現社長が事業を引き継いだことをきっかけに、桐を
用いる日本の文化を後世に残していく取組を検討。
 若手デザイナーと熟練の職人がアイディアを出し、「米びつ」の開
発に着手。

 若手デザイナーの起用や桐以外の異素材とのコラボ等、従来の
発想にとらわれず、現在の生活様式を見据えたデザインの提案
 博物館の文化財の保存用桐箱など高品質な製品を製造でき
る職人と技術の育成
 上記取組を踏まえつつ、経済産業省の地域資源法の認定を
受け、桐箱製造技術をベースとした新たな桐製品の開発・販売
を実施。
 デザイン性のほかに、桐が持つ吸湿性や防虫性などの機能性も
兼ね備えた桐の米びつは、これまでにない新たな製品として若い
世代にも好評。

【売上・収益増の効果】

 自社の製品がそのまま自社ブランドとして販売されることで社員
のモチベーションにつながり、さらなる品質向上や商品開発につ
ながっている。
 製品を買いたたかれることがなく、希望価格で販売が可能となっ
た。
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事業分類：紙器製造業・有田焼新商品の開発
所在地：佐賀県西松浦郡有田町丸尾丙2702-1
資本金：1千万円
従業員数：20人

有限会社佐賀ダンボール商会

 海外の安価な磁器製品の流入等に伴い、有田焼の生産額は激減。有田焼用ケース・ダンボールなどの紙製品を製
造・販売してきた当社は新たな事業展開を模索。
 有田焼の伝統技術を生かした高付加価値化と新市場開拓のため、異業種と連携し高級万華鏡・万年筆を開発。
 アートや記念品として、国内外の高級百貨店等を通じた需要獲得と高付加価値化に成功。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 有田焼の生産減に伴う当社の紙器生産数の激減に加え、パッ
ケージの少量・多品種化によるコスト高で採算が合わず苦境。
 さらに、中国での紙・ダンボール素材の需要増で原材料は高騰し
たものの、同業他社との競争もあり価格転嫁は難しく、新たな高
付加価値製品の創出が急務。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 万年筆（平成19年販売開始）は、高価格帯(約15～35万
円)にもかかわらず、累計2,000本（売上額4億円、うち海外
30%）を販売。
 万華鏡（平成16年販売開始）は、ペンダント1.2万円～大型
万華鏡300万円と幅広い価格設定で、累計4万本（売上高4
億円、うち海外5%）を販売。
 中国の高級百貨店での本格販売を期に、アメリカ・シンガポール・
台湾・ロシア・ドバイの高級百貨店と代理店契約を推進中。

取組内容

 有田焼を海外にPRする目的で出展した有田焼万華鏡が世界万
華鏡大会や欧州の博物館においてアートとして高評を得たことで、
有田焼の新たな活用の可能性を確信。
 これまで困難とされていた金属素材と磁器部分の一体化を図る技
術開発に成功し、当該技術を活かした新商品を模索。

 有田焼の技術とブランドを生かした、これまでにない高付加価値
の製品開発により、自社の総売上高のアップ、利益率の向上だ
けでなく、有田焼の再復興により町全体が活性化することを目
指し、有田焼の名窯と大手文具メーカーや世界ブランド（時
計・オルゴール）と連携。
 有田焼の歴史や優れた技術を活かした、これまでにない魅力的
な商品開発のため、異分野の事業者の衆知を結集。
 具体的には、有田焼の窯元（（株）香蘭社、（株）源右衛
門窯）や、大手万年筆メーカー（（株）セーラー）、大手文
具店（丸善（株））と連携し、世界初となる陶磁器製の万
年筆（8分野、130点）の開発に成功。
 有田焼万華鏡は、紙器製造で鍛えた手先の器用さを活かし、
社内で組立を実施。

【売上・収益増の効果】

 有田焼新商品開発部門は、当社の売上4割を占めるまでに成長。
 さらに、サミット記念品への採用やものづくり日本大賞・優秀賞受
賞等で、会社の認知度が向上し、引き合いも増加。

有田焼万華鏡、万年筆、オルゴール、腕時計等

2008洞爺湖サミット政府記念品
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事業分類：クリーニング業
所在地：長崎県長崎市東町1242番地15
資本金：1千万円
従業員数：95人

株式会社スワン

 クリーニング業界は20年を超えて、構造的な縮小・不況業界で市場は半減となる規模にまで縮小している。
 椿油配合洗剤でウール・カシミヤを丸洗い。全国でもここだけのサービスで差別化・高付加価値化を実現。
 さらにITシステムを自社開発し、情報の見える化と業務の効率化で顧客ごとの効果的マーケティングを実現。
 クリーニング業の市場の縮小を補うため、家庭用洗濯洗剤として
ウールやカシミヤを洗濯可能な家庭用洗剤の開発を行う。
 高級志向に受ける椿油は海外産（主に中国産）が主流と
なっている。

【取組に至った経緯、理由】

 高級志向に受ける椿油は海外産が多いが、長崎県では五島
列島が椿の産地であることから「地産地消」の観点から五島列
島産椿を活用することとし、ごとう農業協同組合と連携した。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 椿油を使用した洗濯サービス（ツバキストWウォッシュ）は通常
の料金との比較で2-3倍の価格帯であるが、テレビ放映以降急
増。（対前年比20～30倍）
 宅配込みのまとめ洗いサービスを楽天と提携しており、同サービ
スを展開しているが申込みの6～7割は関東からの依頼。

取組内容

取組のきっかけ

【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

 椿油を活用した洗剤は業務用にはあるものの、家庭用には存
在しない新規性の高いものであることから受け入れの市場は大
きいと判断された。
 高級洗濯洗剤は、日本においては海外製品が主流となっている
ことから、「国産品」への安心感が求められている。また、洗剤を
足がかりに「シャンプー、コンディショナー、バスソルトなどへの商品
展開も期待できる」

【具体的な取組】

 五島列島産椿油は「希少性」が高く、地域ブランドを活用するこ
とで、知名度を高める効果が期待できる。このためごとう農業協
同組合とも連携を行う。
 また、開発にあたっては、知見を有する洗剤の専門事業者や長
崎大学、東長崎商工会のバックアップを受け、開発に着手した。
 長崎県のバックアップを受け、海外への販路拡大を実施中。

【売上・収益増の効果】

 市場全体が縮小している中、当社は新規の椿油洗剤のサービ
スがあることにより売上増を維持できている。
 他社から相談があり、ツバキストWウォッシュのフランチャイズ開拓
を検討中。広報ツール・洗濯ノウハウを提供し、椿油洗剤を卸
すことで、輸送コストを掛けずに、新規サービスの広域展開に繋
げたい。 海外からも引き合いがあり輸出予定である。
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事業分類：養豚業・野菜作農業
所在地：熊本県菊池市旭志麓迎原2105
資本金：2,200万円
従業員数：84人

セブンフーズ株式会社

 食品工場で使われなかった未利用資源を家畜の飼料として利用し、家畜の排泄物や発酵床でつくった完熟堆肥を
使用した自社農場で野菜をつくる自社完結型で持続可能な資源循環型農業を構築。
 自然に近い環境で育ったブランド商品「肥後あそび豚」は、環境配慮と安全・安心を意識した消費者の新たな需要
獲得と高付加価値化に成功。
 キャベツの大型収獲機や育苗の自動ハウス管理システムを導入し、農業の機械化や合理化に積極的に着手。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 国際的な競争の激化により、豚肉の値下げ圧力の強まりや、
販売シェアの下落が懸念された。
 国内全体の人手不足の影響もあり、会社説明会に参加する
新卒学生数が減少してきた。

 「人と食と環境の未来のために」をコンセプトの定めた自社完結
型の持続可能な資源循環型農業

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 一般的な販売形態だけでなく、地域の大手ホテル等で利用さ
れるとともに、地域のブランドとして居酒屋等の飲食店で消費が
拡大。
 機械化・自動化等で従業員の負担が軽減されたことにより生産
量の増加が図られたため、新たな取引先を増やした。

取組内容

 少子高齢化や競争の激化により、豚肉の販売先の多角化や
高付加価値化が必要だった。
 養豚業に新たなリソースである野菜生産事業を加え、地域完
結型の持続可能な循環ループの構築を目指した。

 食品リサイクルの活用を推進するため、リキッドフィーディングシス
テムの給餌に取り組み、独自配合飼料で豚の健康を管理。
 周辺に配慮した発酵床により、臭い・廃液処理を解決し、資源
循環と環境配慮型の養豚業を実現。
 豚肉のブランド化により、高価格帯での商品構成を実現しており、
環境配慮による商品づくりと販路拡大・販売増加を同時に成
功。
 農業の機械化や合理化により、キャベツ生産を年々拡大。

【売上・収益増の効果】

 商品ブランドとして定着することで、公共機関などへの販路も拡
大。また、取引先との価格調整の場でも、交渉が可能になった。
 他商品と差別化できたことにより、競争力が強化され、高価格
帯での販売も可能となり、大手食品メーカーにも出荷。
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事業分類：飲食業、製造販売業
所在地：宮崎県宮崎市高岡町小山田字麓973番地2
資本金：1.5千万円
従業員数：151人

株式会社一平ホールディングス

 地域農業の新たな付加価値向上を目指し、九州の素材にこだわったパンケーキ粉「九州パンケーキ」を開発。
 トレーサビリティが担保されており、安心して食べられる高付加価値商品として販売。
 発売6年で380万袋販売。海外にも店舗展開。他製造業者との連携により統一コンセプト下での商品展開を拡大中。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 味はもちろん、安全・安心を追求した商品開発。
 特別感のある商品。九州ブランドの確立。
 稲作（小麦、雑穀）の新たな出口戦略の構築。九州農業の
発展。

 レタス巻発祥の寿司屋として創業し、カフェチェーン運営などへ事
業を多角化。
 地域の発展こそ企業の発展という信念を持ち、地域の活性化
に深く携わってきた。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 九州パンケーキ1袋（200ｇ）370円で販売。一般的な市販
品の2~3倍の価格設定
 より高付加化価値な九州パンケーキバターミルク（200ｇ）
490円、さつまいも（200g）470円を販売
 取り扱い店舗数全国で約3,000店舗（2018年時点）
 発売（2012年12月）から6年で380万袋を販売

取組内容

 既存の農商工連携プロジェクトが成功しない理由を、売れる仕
組みを作れなかったことと分析。
 農作物に付加価値をつけて売る仕組みを創り、九州の農業を
発展させていこうと考えた。

 原材料の小麦・雑穀は全て九州各県産を使用。味だけでなくト
レーサビリティなど安全・安心を追求した高付加価値商品「九州
パンケーキ（パンケーキ粉）」を開発
 九州パンケーキカフェや自社ブランドの店舗でパンケーキを提供。
知名度上昇に伴い、パンケーキ粉の販売も増加。
 親子向け料理教室を開催するなど、特別感を醸成することで、
リピートや口コミにつながっている。
 カフェの海外展開（台湾3店舗、シンガポール1店舗）パンケー
キの提供はもちろん、九州の魅力を伝える場に。
 契約栽培している産地農家の売上増に寄与。

【売上・収益増の効果】

 売上・収益が増
 海外に店舗展開（台湾3店舗、シンガポール1店舗）
 2019年２月に九州内の製造業者と連携して“Kyushu
Island Brand”を発足。パスタやお茶など異なる商品を九州
産原料、添加物不使用といった同じコンセプトのもとで商品展
開を広げることで海外進出を加速していく。
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事業分類：観光・宿泊・リゾート
所在地：鹿児島県霧島市牧園町宿窪田市来迫3389
資本金：300万円
従業員数：33人

天空の森（雅叙苑観光有限会社）

 家業の旅館業を継承するも、従前のサービス形態に限界を感じていた。
 18万坪の山の中に、3棟の宿泊専用ヴィラと2棟のデイステイヴィラを建設。既存リゾートビジネスの常識を越えたこだ
わりをソフトとハードの全てにおいて実現。『クオリティ－と価格の一致』を目指す。
 1泊2日15万円～25万円以上の高価格帯を設定。100万円～の超高価格帯のプランも検討中。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 霧島エリアを訪れる旅行客を当て込み家業であった旅館業を
継承。
 従前のサービス形態に限界を感じていた。

 『クオリティ－と価格の一致』を目指す。

【具体的な取組】

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 1泊2日（1名の価格）
天空25万円～ 茜さす丘20万円～ 霖雨の森15万円～
 口コミで評判が伝搬。著名人が利用し、雑誌に感想を述べるな
どでも評判が広がっている。
 チエックアウトの際、次回の予約を入れて帰る方も多々あり。
 厳しい基準をクリアし、選び抜かれたホテルやレストランだけが加
盟できる協会組織「ルレ・エ・シャトー」に加盟。

取組内容

 手軽な海外旅行の人気上昇もあり、客足が減少。
 どの様にすれば利用客に来ていただけるか、観光事業とは何か、
歴史や自然環境も意識しつつ、徹底的に検討。

 “究極のリゾート”の本質を「人間性回復」に置き、宿泊施設の
ために一つの里山を徹底的に造り込んだ。「都市生活で見失っ
た自己を取り戻すためだけの時間と空間」をテーマに、既存リゾー
トビジネスの常識を越えたこだわりをソフトとハードの全てにおいて
実現。
 18万坪の山の中に、滞在するゲストのためだけの3棟の宿泊専
用ヴィラと、2棟のデイステイ用ヴィラを建設。目線に何も入らな
い景観を維持することで、心から安らげるサービスを提供。
 提供する高質な食材やサービスを、適正評価した金額の合計
額＝宿泊価格とする。

【売上・収益増の効果】

 売上増加。
 宿泊専用ヴィラ3棟を丸ごと貸し切る1泊2日100万円～/1名
の超高価格帯のプランを検討中。
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事業分類：食料品製造業
所在地：鹿児島県姶良市宮島町29番地3
資本金：300万円
従業員数：23人

有限会社鹿児島ますや

 贈答用に加え、災害時の保存食として常温加工食品のニーズが増加。
 設備導入と独自のノウハウで、全国でも例が無い長期間常温保存が可能な無添加ウィンナーの生産体制を整備。
 常温での流通・販売が可能となり、海外まで幅広い流通が可能となった。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 当社が保有していた技術を、充実した設備導入によりさらに高
度化し、他社が模倣することのできない高付加価値商品を開発
した。
 賞味期限の延長により販路・流通の拡大が期待できるとともに、
冷凍・冷蔵にかかる光熱費・輸送コストの削減を図った。

 当社代表の家族がアレルギー疾患を罹患したのを機に、経営
方針を転換。全ての商品を無添加にこだわり、化学調味料や
保存料等の使用をとりやめた。
 試行錯誤の上、天然成分だけで作られた体にやさしい無添加
のハム・ソーセージの開発技術を確立した。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 当社独自の技術で、常温で6ヶ月間保存可能な無添化ウイン
ナーの開発・商品化に成功。
 贈答用はもとより、防災食、備蓄食料向けなど販路が拡大した。
 国内流通のみならず、海外まで幅広い流通が可能となった。

取組内容

 「口蹄疫」や「鳥インフルエンザ」の発生による大口取引先の倒
産や風評被害により取引中止が相次いだことから、新商品開
発による新たな需要開拓を決意。
 東日本大震災発生時、当社の商品を支援物資として提供し
たところ、電気の不通により冷凍設備が使えなかったことから、常
温商品の要望が多く寄せられた。

 ものづくり補助金で導入した機械設備を活用し、独自のノウハウ
でミネラル豊富な塩のみで結合された肉を、高温高圧のレトルト
処理をしても羊腸が破れない技術を確立。
 長期間常温での保存が可能で、安全・安心な「健康に優しい
無添加ウィンナー」の供給体制が整った。
 黒豚だけでなく、活用資源を鶏や魚まで広げるとともに、冷凍の
原料を使用することにも成功。
 「ヨネマスメソッド」として商標登録を行い、パッケージデザインの前
面に打ち出すことで、プレミアム感を創出している。

【売上・収益増の効果】

 黒豚だけでなく、鶏や魚の商品化にも成功し、本県の地域資
源を活用した特色ある商品開発に繋がった。
 常温流通でありながら、味も食感も良い無添加ウインナーは全
国でも例が無く、通常の冷凍商品の2倍近い価格でも納得感
を得ることができる商品となっている。
 「地域産業資源活用事業計画」の認定や「はばたく中小企業・
小規模事業者2018」に選定されたこともあり、売上は向上。

関連写真①

関連写真②

常温保存が可能な無添加ウインナー

ものづくり補助金を活用した設備
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事業分類：卸売業
所在地：沖縄県那覇市曙2-14-13
資本金：3千万円
従業員数：10人

大髙商事株式会社

 近年の利益率低下を改善するため他社に真似できない独自の、独自で値段を決めれる商品開発を求めていた。
 沖縄地域資源を生かして、今までにない高付加価値な商品を開発し、県外・海外へ販路開拓を行った。
 利益率が大幅に改善され、経営も黒字へ転換した。新たな販路と顧客を獲得し、会社の認知度もアップした。
【基本的な発想】

【従来の取引、商慣行等】

取組のきっかけ

 沖縄の伝統工芸とコラボしたウエア等の既存商品は多数流通し
ており、認知度もあるが、当社は、「伝統工芸品×スポーツウエ
ア」として、従来にはない組合せ商品を開発した。
 スポーツウエアが求める機能性とはかけ離れた伝統工芸品であ
る「首里織・琉球びんがた」 の織りと染めの職人技と、大手ス
ポーツメーカーの特許技術、デザイナーのデザイン力、プロスポー
ツチーム・選手に監修等を図ることで、付加価値の高い商品開
発を行った。

 沖縄県のインフラ整備等の発展に合わせ、一般機械器具工具、
土木資材等の卸販売を中心に業績を伸ばしてきた。
 また、海邦国体の開催を契機にスポーツジム用品等も取扱い、
顕著に実績を重ねてきた。
 一方、海外等から同等の商品等も入り、同業他社との価格競
争も激化し、利益率の低下を招いていた。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 従来の沖縄県内だけの販路ではなく、県外・海外及びBtoBだ
けでなく、BtoCへの販路も広げた。
 価格も同等な商品価格とは一線を画すため、高価格帯に設定
し、数量限定にて発売することで付加価値を高めた。

取組内容

 他社では真似ができない独自の、独自で値段を決めれる商品
の開発を目指していた。
 社内にプロジェクトチームを立ち上げて、新規事業に取り組んだ。

【具体的な取組】

 沖縄の希少価値の高い伝統工芸品及び地域資源等を積極
的に活用し、“スポーツ”との融合をコンセプトとした従来より付加
価値の高い商品開発を行った。
 かりゆしウェアと沖縄伝統工芸品とのコラボ商品は、既存商品で
も付加価値があるが、さらにスポーツを掛け合わせる事でブランド
力も有する商品を開発した。

【売上・収益増の効果】

 既存の売上も含め、前々期から前期は、営業利益率が
16.6％→19.4％に改善した。
 また当期純利益が前々期マイナス約142万円→前期プラス約
778万円に改善した。
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事業分類：小売・卸売業
所在地：沖縄県那覇市金城3-8-11ゆいビル1F
資本金：5.5千万円
従業員数：3人

キューカンパニー株式会社

 ゴルフ天国沖縄にて沖縄の伝統工芸美や天然素材に出会い、ゴルフアイテムへの採用を発案した。
 紅型等の沖縄伝統工芸やサンゴパウダー等の天然資源をデザイン・素材としてゴルフアイテムへ採用。
 機能性・実用性を兼備した沖縄素材・デザインの商品作りに成功。地域資源の新しい活用法を実現。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

 設立当初はアメリカゴルフブランドの総販売輸入元としてスタート。
沖縄に拠点を置いて日本全国向けに卸販売を行なっていたが、
ファストファッションや安価な類似品の横行、円安の影響により、
近年は売上の伸びが横ばいとなっていた。

 「沖縄 X スポーツ」をテーマに、デザインには沖縄の美しい伝統
的デザインをわかりやすく落とし込んだ。
 素材としては、沖縄の風化造礁サンゴを生地に練りこんだサンゴ
ファイバーをウェアに採用し、スポーツに欠かせないUVカットやスト
レッチ性を兼備。グッズには染織り生地に撥水や防汚加工を施
工。スポーツらしい機能性と実用性を重視した。

【取組に至った経緯、理由】

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 1,000円台からある従来のボールマーカーに対し、沖縄の伝統
工芸品である染め織物を活用した弊社商品の定価は、税抜
3,800円。実用性を確保しつつ、一点モノという特別感がニー
ズを掴み、販売以来2年半の販売数は1,000個を超えている。
 化粧箱と収納ポーチ、商品説明しおりを附属させた事で、主に
はお土産やギフトに多く購入されるが、沖縄で開催されるMICE
付帯のゴルフ大会の参加賞需要も高い。

【具体的な取組】

取組内容

 2007年に起業以来、県内外のゴルファーからの多くの問い合わ
せにより「ゴルフ天国沖縄における、沖縄らしいゴルフアイテム」の
需要と必要性を痛感。
 既存の営業活動の内容を精査、一部システム化し、新規事業
を進める労力と時間を確保した。

 沖縄の紅型作家に当該ブランド専用柄（ゴルフのモチーフ入
り）の紅型をデザインしてもらい、手染め本染の紅型そのものの
風合いをそのまま生かした商品とするため、生地に撥水・防汚・
UVカット加工を施工。雨天時の使用にも耐えられる商品を開
発した。
 ウェアには沖縄の風化造礁サンゴを生地に練り込み、天然素材
の力でスポーツに欠かせないUVカットや保湿効果、ストレッチ性
のある生地を開発した。

【売上・収益増の効果】

 グッズからアパレルへとアイテムを増量。ブランド単体の売上も平
成29年度には1,200万円超、前年度比約145%となってい
る。
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事業分類：パルプ・紙・紙加工品製造業
所在地：沖縄県豊見城市豊崎3-30
資本金：3,623万円
従業員数：92人

株式会社ミヤギパッケージ

 企業向けのパッケージ、ラベルの利益率が下がる中、技術力・デザイン力を活かした自社企画製品の開発に着手。
 デジタル機器を導入し、平らな紙に三次元の立体感やリアルな視覚・触覚を与え、新たな付加価値を与えた。
 海外の大型展示会で高評価を受け、国内外有名百貨店での取り扱いが開始。累計5,000セットの販売に成功。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 土産物の化粧箱、泡盛のラベルなどを生産している県内大手の
紙工業メーカー。企業からの受注が中心で自社で付加価値を
つけて販売する製品がなかった。
 紙製品の受注は伸びていたが、デフレ圧力で年々利益率が圧
縮され薄利多売になっていく中、事業継続に疑問を感じていた。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 企業向けの紙製品の単価は一つ数円から数百円だが、「オリガ
ミサムライ」は希望小売価格3,000円～の設定ができ、高付加
価値製品としての販売を実現できた。
 海外の大型展示会に出展したところ、大きな反響を得た。その
結果パリの有名美術館ショップや国内と欧州の大手百貨店の
ポップアップに採用されるなど、新販路獲得ができた。

取組内容

 ものづくり補助事業で導入したデジタル機器（CAD・カッティング
マシーン）で、少量多品種生産可能な製品を試作。
 日本らしさを活かした、折り紙風の製品を試作したところ、専門
家から「国内より海外、特に欧州」というアドバイスを受け、甲冑
をかたどった「オリガミサムライ」の製作、海外展開を図った。

 急速に増加しているインバウンド観光客と、海外への輸出を意
識した製品
 本業が紙工業であることから、折り紙に着想を得て、紙の質感
や特性を生かした製品づくり
 社内デザイン部の技術力・デザイン力を活かせる製品づくり
 紙の折り曲げしやすい特性と日本の伝統である折り紙文化を生
かし、ものづくり補助事業で導入したデジタル機器を駆使、平ら
な紙から三次元の立体感のある甲冑を作る面白さを追求した。
 ものづくり補助事業で導入した日本に数台しかない特殊印刷機
を活用することで、紙にリアルな視覚・触覚を与えられるようにな
り、高付加価値商品を開発することができた。
 専門家のアドバイスを活かし、観光客が持ち運びや海外への出
荷を意識し、製品の形状を工夫。厚紙が数枚だけのシンプルな
構成にした。

【売上・収益増の効果】

 2年間で累計5,000セット以上の販売に成功。徐々に売上市
場を拡販している。国内外での大型商談も進行中。
 企業イメージもアップし、本業の企業向けパッケージの販売にも
好影響を与えている。
 新しいビジネスモデルの構築となった。
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事業分類：テナント会
所在地：沖縄県中頭郡北谷町美浜9番地1号
店舗数：124店舗

デポアイランド通り会

 競合する大型商業施設との差別化を図るべく、地域住民を重視した事業に取り組むこととした。
 地域から求められている役割を調査し、地域住民が参加型で楽しむことができる商店街づくりに取り組んだ。
 観光客だけでなく、地域住民にも親しまれる商店街として認知されつつあり、来街者数、売上が増加。
取組のきっかけ

【従来の取引、商慣行等】

【基本的な発想】

【取組に至った経緯、理由】

【具体的な取組】

 近隣の大型商業施設との競争が激化するなか、観光客だけで
なく、地域住民のニーズを満たし、地域に求められる場としての
役割を果たす。

 北谷町の「美浜リゾート開発構想」の発表をうけ、平成16年に
アメリカンビレッジが完成。平成23年にはデポアイランドが開業。
以来、地域住民や国内外の観光客に人気のショッピングの場と
して発展してきた。

【価格、販売数、客層等の特徴】

取組の効果

 これまでは観光客がメインの客層であったが、地域住民向けのイ
ベントを実施することで地域住民の利用が増加。
 観光客についても外国人観光客数が増加傾向にある。

取組内容

 平成27年頃から大型駐車場を有する商業施設が相次いで開
業。デポアイランドの域内の集客力・購買力が低下していた。
 来街者数・売上が減少し、特に地域住民の利用が少なくなって
いた。そこで地域交流の機会を創出し、利用の付加価値向上
を図ることで、地域住民の利用を促進することとした。

 地域住民が商店街に求める機能を調査。地域住民のニーズに
応えることで、新たな価値の創出を図った。
 調査結果をふまえ、地域住民が参加型で楽しむことができる「北
谷美浜パフォーマーズコレクション」を開催。地域住民のサークル
や学生団体などがライブ、伝統芸能のエイサーなどを披露。
 イベント当日に来ることができない地域住民に対しても、イベント
の様子をライブ配信するなど、観光客だけでなく地域住民を重
視することで、商店街が人々が集い交流する場として認知され
つつあり、エリアの価値向上につながっている。

【売上・収益増の効果】

 地域向けのイベントで当初見込んでいた来街者数2,500人を
大幅に上回る3,200人が来場。滞留時間の増加や、回遊性
の向上につながっており、来街者数も事業実施前から約33％
増加、売上高は約4％増加している。

デポアイランド

北谷美浜パフォーマズコレクション
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