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刊行に寄せて
本年５月より
「令和」の時代が始まりました。
新しい時代は、
日本が世界経済を引っ張ってい
く時代にしていきたいと思っており、そのため
にも、
日本経済の大半を占める中小企業・小規
模事業者の方々が、
より一層元気に活躍してい
ただくことが重要であると考えています。
一方で、中小企業の現場では、急速に進む少
子高齢化を背景とした人手不足の問題が極め
て深刻になっています。長時間労働是正や同一
労働同一賃金といった「働き方改革」への対応も喫緊の課題となる中で、中小
企業・小規模事業者の方々におかれては、生産性の向上、国内外の新たな需要
の獲得、女性・高齢者・外国人等の新たな働き手の確保など、時代に則した新し
い取組を進めることが必要不可欠になってきております。
本年のはばたく中小企業・小規模事業者３００社では、
こうした課題を念頭に
「生産性向上」、
「需要獲得」、
「担い手確保」の３つの分野を軸にしつつ、事業
承継、働き方改革、IT利活用などに取り組み、
活躍する企業を選定させていた
だきました。さらに、
はばたく商店街３０選では、
「インバウンド」、
「地域協働」、
「新陳代謝」、
「生産性向上」の４つの分野で効果的な取組を選定させていた
だきました。
本事例集には、
日本各地の様々な分野で、先進的な取組にチャレンジし、成功
されている中小企業・小規模事業者・商店街の皆様の「知恵」
と
「成果」を掲載
しております。できるだけ多くの中小企業・小規模事業者や商店街の皆様が、
これらの取組をヒントに更なる成長を実現し、新たな「令和」時代の日本経済
を牽引していただくことを心から祈念いたします。

令和元年６月
経済産業大臣

はばたく中小企業・小規模事業者・商店街
本書は、ITサービス導入や経営資源の有効活用等による生産性向上、積極
的な海外展開やインバウンド需要の取り込み、多様な人材活用や円滑な事業
承継など、様々な分野で活躍している中小企業・小規模事業者を
『はばたく中
小企業・小規模事業者300社』
として、
また、地域の特性・ニーズを把握し創意
工夫を凝らした取組により、地域の暮らしを支える生活基盤として商店街の活
性化や地域の発展に貢献している商店街を
『はばたく商店街30選』
として選
定し、取りまとめたものである。
収録させていただいた事例は、
日本商工会議所、全国商工会連合会、全国
中小企業団体中央会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国商店
街振興組合連合会、株式会社全国商店街支援センター、
日本政策金融公庫、
商工組合中央金庫、中小企業基盤整備機構、
日本貿易振興機構、産業技術総
合研究所、国際協力機構、国際協力銀行及び在外大使館・領事館等のご協力
を得て、経済産業局のネットワークも活用して全国から収集した中から、沼上
幹委員（一橋大学副学長・理事）、渡辺達朗委員（専修大学商学部長）
を中心と
する外部有識者による厳正な審査を経て、中小企業政策審議会中小企業経営
支援分科会において選定されたものである。
今回選定された300の事業者、30の商店街の取組事例の情報発信を通じ
て、
さらに多くの中小企業・小規模事業者・商店街において、革新的な製品開発
・サービス創造や地域経済の活性化や国際競争力の強化への取組が加速され
ることを期待している。
なお、本冊子の内容については2019年６月現在の掲載企業・商店街から
の情報を基に作成、編集している。
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分野について
生産性向上
需要獲得
担い手確保

高齢化、人手不足などの課題をITサービス導入や経営資源の有効活用等により、
解決したり、生産性向上に資する取組を行っている中小企業・小規模事業者。
我が国のイノベーションを支える取組を行っている中小企業・小規模事業者。

海外展開を通じて、国内の産業基盤の発展に積極的に取り組んでいる企業、
地域資源を活かし、
インバウンド需要の取込み等、地域経済の活性化に貢献する
中小企業・小規模事業者。他事業との連係により新たな分野での需要を
獲得した中小企業・小規模事業者。

若者・女性・シニア等の多様な人材を工夫をこらした働き方等で活用する中小企業・
小規模事業者。。卓越した技能の維持・発展に取り組んでいる企業、円滑な事業承継・
引継ぎ・創業を行う中小企業・小規模事業者。
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はばたく
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300

社

目次

生産性向上

P.19

需要獲得

P.149

担い手確保

P.311

4

北海道

生産性向上

ものづくり

需要獲得

ものづくり

担い手確保

ものづくり

生産性向上

サービス

需要獲得

サービス

担い手確保

サービス

北海道

5

株式会社調和技研

33

ものづくり

網走ビール株式会社

34

生産性向上

ものづくり

株式会社道央メタル

35

生産性向上

ものづくり

株式会社釧路製作所

36

生産性向上

ものづくり

室蘭製綱株式会社

37

生産性向上

ものづくり

道南伝統食品協同組合

38

需要獲得

ものづくり

株式会社柳月

165

需要獲得

ものづくり

丸共水産株式会社

166

需要獲得

サービス

株式会社有我工業所

167

需要獲得

サービス

日の出交通株式会社

168

需要獲得

サービス

名美興業株式会社

169

担い手確保

ものづくり

有限会社山内バット製材工場

319

担い手確保

サービス

担い手確保

ものづくり

生産性向上

サービス

生産性向上

株式会社インフィニットループ 320
株式会社今野鉄工所

321

東北

生産性向上

ものづくり

需要獲得

ものづくり

担い手確保

ものづくり

生産性向上

サービス

需要獲得

サービス

担い手確保

サービス

青森県
カネショウ株式会社

170

サービス

八戸酒造株式会社

171

需要獲得

サービス

株式会社オカムラ食品工業

172

需要獲得

ものづくり

合同会社マルカネ

173

需要獲得

ものづくり

有限会社サンマモルワイナリー 174

需要獲得

サービス

需要獲得

ものづくり

需要獲得

株式会社コンシス

175

岩手県
需要獲得

ものづくり

株式会社浅沼醤油店

176

担い手確保

サービス

株式会社上町家守舎

322

宮城県
生産性向上

ものづくり

加美電子工業株式会社

39

生産性向上

サービス

東邦運輸倉庫株式会社

40

需要獲得

ものづくり

ヤグチ電子工業株式会社

177

担い手確保

ものづくり

株式会社OLPASO

323

担い手確保

サービス

株式会社ユーメディア

324

生産性向上

ものづくり

株式会社秋田今野商店

41

生産性向上

ものづくり

丸大機工株式会社

42

担い手確保

サービス

秋田県

株式会社トラパンツ

325

山形県
生産性向上

ものづくり

株式会社丸十大屋

43

生産性向上

ものづくり

進和ラベル印刷株式会社

44

需要獲得

ものづくり

株式会社スガサワ

178

需要獲得

ものづくり

ケイテック株式会社

179

担い手確保

サービス

株式会社山田鶏卵

326

福島県

6

生産性向上

ものづくり

有限会社高橋工業所

45

生産性向上

ものづくり

株式会社松竹工芸社

46

生産性向上

サービス

株式会社小野モータース

47

需要獲得

サービス

青木フルーツホールディングス株式会社 180

需要獲得

サービス

株式会社元気アップつちゆ

181

需要獲得

サービス

須賀川瓦斯株式会社

182

関東-①
茨城県
生産性向上

ものづくり

株式会社伊藤鋳造鉄工所

48

生産性向上

ものづくり

株式会社ポテトかいつか

49

生産性向上

ものづくり

株式会社大貫工業所

50

生産性向上

ものづくり

株式会社ヨシダ

51

需要獲得

ものづくり

株式会社ひのでや

183

需要獲得

ものづくり

相鐵株式会社

184

生産性向上

ものづくり

日冷工業株式会社

52

生産性向上

ものづくり

協栄産業株式会社

53

生産性向上

ものづくり

株式会社シオダ

54

生産性向上

サービス

東京オート株式会社

55

需要獲得

サービス

株式会社足利フラワーリゾート

185

担い手確保

ものづくり

青木製作所

327

生産性向上

ものづくり

株式会社丸橋鉄工

56

生産性向上

ものづくり

平方木材株式会社

57

生産性向上

ものづくり

群馬合金株式会社

58

生産性向上

サービス

株式会社ボルテックスセイグン

59

需要獲得

サービス

鳥山畜産食品株式会社

186

需要獲得

サービス

株式会社田園プラザ川場

187

需要獲得

ものづくり

株式会社ロブストス

188

需要獲得

ものづくり

伊田繊維株式会社

189

需要獲得

ものづくり

株式会社岡田製作所

190

生産性向上

ものづくり

吉野電化工業株式会社

60

生産性向上

ものづくり

株式会社デサン

61

需要獲得

ものづくり

株式会社コモテック

191

需要獲得

ものづくり

株式会社ベンチャーウィスキー

192

担い手確保

サービス

株式会社ティー･アイ･シー

328

栃木県

群馬県

埼玉県

7

生産性向上

ものづくり

需要獲得

ものづくり

担い手確保

ものづくり

生産性向上

サービス

需要獲得

サービス

担い手確保

サービス

千葉県
生産性向上

ものづくり

株式会社ソフケン

62

生産性向上

ものづくり

サンレイ工機株式会社

63

生産性向上

サービス

株式会社DIGLEE

64

需要獲得

ものづくり

ヨシザワLA株式会社

生産性向上

ものづくり

株式会社マテリアル

65

生産性向上

ものづくり

株式会社今野製作所

66

生産性向上

サービス

キャリムエンジニアリング株式会社

67

生産性向上

ものづくり

株式会社ウエマツ

68

生産性向上

ものづくり

株式会社横引ＳＲ

69

生産性向上

ものづくり

タマチ工業株式会社

70

生産性向上

ものづくり

株式会社NISSYO

71

需要獲得

ものづくり

株式会社フジタ医科器械

194

需要獲得

ものづくり

株式会社日本テレソフト

195

需要獲得

ものづくり

株式会社ケーエムエフ

196

需要獲得

ものづくり

おかもとポンプ株式会社

197

193

東京都

需要獲得

サービス

株式会社凪スピリッツ

198

需要獲得

ものづくり

株式会社TOOT

199

需要獲得

ものづくり

三宝ゴム工業株式会社

200

需要獲得

サービス

株式会社アントワークス

201

需要獲得

ものづくり

株式会社石井製作所

202

需要獲得

ものづくり

株式会社SSDA

203

需要獲得

ものづくり

スノーデン株式会社

204

需要獲得

ものづくり

東阪電子機器株式会社

205

需要獲得

ものづくり

東京理化器械株式会社

207

需要獲得

サービス

株式会社ガウラ

207

需要獲得

ものづくり

株式会社エポック社

208

需要獲得

サービス

株式会社代官山ワークス

209

需要獲得

サービス

株式会社ウインライト

210

担い手確保

サービス

株式会社菊屋

329

担い手確保

サービス

株式会社e-ﬂat

330

8

関東-②
神奈川県
株式会社コバヤシ精密工業

72

生産性向上

ものづくり

需要獲得

サービス

株式会社大川印刷

211

需要獲得

ものづくり

横浜電子株式会社

212

需要獲得

ものづくり

ジャパンプローブ株式会社

213

需要獲得

ものづくり

株式会社ベネクス

214

担い手確保

サービス

向洋電機土木株式会社

331

生産性向上

ものづくり

新潟精密鋳造株式会社

73

需要獲得

ものづくり

株式会社プロテックエンジニアリング

215

需要獲得

ものづくり

藤次郎株式会社

216

需要獲得

ものづくり

新和メッキ工業株式会社

217

需要獲得

ものづくり

ササゲ工業株式会社

218

需要獲得

ものづくり

株式会社ヨシカワ

219

需要獲得

サービス

株式会社欧州ぶどう栽培研究所

220

需要獲得

ものづくり

株式会社タナベ

221

担い手確保

ものづくり

有限会社長谷川挽物製作所

332

新潟県

9

生産性向上

ものづくり

需要獲得

ものづくり

担い手確保

ものづくり

生産性向上

サービス

需要獲得

サービス

担い手確保

サービス

山梨県
生産性向上

ものづくり

株式会社オーテックエレクトロニクス

80

生産性向上

ものづくり

山梨銘醸株式会社

81

需要獲得

サービス

株式会社LOOOF

232

担い手確保

ものづくり

藤精機株式会社

334

担い手確保

サービス

ジット株式会社

335

長野県
82

生産性向上

ものづくり

株式会社ミナミサワ

需要獲得

ものづくり

宮坂ゴム株式会社

233

需要獲得

ものづくり

ひかり味噌株式会社

234

需要獲得

ものづくり

株式会社仙醸

235

担い手確保

ものづくり

株式会社平出精密

336

生産性向上

ものづくり

鈴覚株式会社

87

生産性向上

ものづくり

山梨金属工業株式会社

88

需要獲得

ものづくり

杉本製茶株式会社

239

需要獲得

ものづくり

株式会社さの萬

240

需要獲得

ものづくり

株式会社一富士製菓

241

需要獲得

ものづくり

株式会社日本ベルト工業

242

担い手確保

ものづくり

株式会社山崎製作所

338

担い手確保

ものづくり

株式会社山本食品

339

静岡県

10

中部

愛知県

生産性向上

ものづくり

需要獲得

ものづくり

担い手確保

ものづくり

生産性向上

サービス

需要獲得

サービス

担い手確保

サービス

愛知県
生産性向上

ものづくり

株式会社河村工機製作所

89

需要獲得

ものづくり

株式会社くればぁ

243

生産性向上

ものづくり

株式会社カンドリ工業

90

需要獲得

ものづくり

株式会社萬乗醸造

244

生産性向上

ものづくり

株式会社TMW

91

需要獲得

ものづくり

株式会社スギヤス

245

生産性向上

ものづくり

泰東工業株式会社

92

需要獲得

ものづくり

株式会社葵製茶

246

生産性向上

ものづくり

榊原工業株式会社

93

需要獲得

サービス

株式会社ヘリオス・ホールディングス 247

生産性向上

ものづくり

豊橋木工株式会社

94

需要獲得

サービス

株式会社ダイワテック

248

生産性向上

サービス

三河淡水魚株式会社

95

需要獲得

ものづくり

株式会社INUI

249

生産性向上

ものづくり

有限会社イナテック

96

需要獲得

ものづくり

株式会社酒井製作所

250

生産性向上

サービス

株式会社八幡ねじ

97

需要獲得

ものづくり

アジアクリエイト株式会社

251

生産性向上

ものづくり

中伝毛織株式会社

98

需要獲得

サービス

エスツーアイ株式会社

252

生産性向上

ものづくり

株式会社山田製作所

99

需要獲得

サービス

株式会社五合

253

生産性向上

ものづくり

株式会社ツルタ製作所

100

需要獲得

ものづくり

株式会社山一ハガネ

254

生産性向上

ものづくり

丸藤精工株式会社

101

需要獲得

ものづくり

福井ファイバーテック株式会社

255

生産性向上

ものづくり

株式会社磯貝製作所

102

担い手確保

サービス

株式会社くわこや

340

生産性向上

ものづくり

株式会社ヤマキ

103

生産性向上

ものづくり

トーアス株式会社

104

11

中部

生産性向上

ものづくり

需要獲得

ものづくり

担い手確保

ものづくり

生産性向上

サービス

需要獲得

サービス

担い手確保

サービス

岐阜県

富山県

生産性向上

ものづくり

一丸ファルコス株式会社

83

需要獲得

ものづくり

株式会社二上

222

生産性向上

ものづくり

DAISEN株式会社

84

需要獲得

ものづくり

北陸アルミニウム株式会社

223

生産性向上

ものづくり

ミズタニバルブ工業株式会社

85

需要獲得

ものづくり

北陸テクノ株式会社

224

生産性向上

ものづくり

株式会社美光技研

86

需要獲得

ものづくり

株式会社スカイ

225

需要獲得

ものづくり

株式会社大野ナイフ製作所

236

需要獲得

ものづくり

前田薬品工業株式会社

226

需要獲得

ものづくり

株式会社トーヨーイス

237

需要獲得

サービス

株式会社サンウエスパ

238

担い手確保

ものづくり

株式会社関ケ原製作所

337

三重県

石川県

需要獲得

ものづくり

担い手確保

サービス

株式会社中村製作所

256

生産性向上

ものづくり

株式会社ヒガシヤマ

74

株式会社クラユニコーポレーション 341

生産性向上

ものづくり

株式会社大和

75

生産性向上

サービス

有限会社日の出大敷

76

生産性向上

サービス

株式会社歯愛メディカル

77

需要獲得

ものづくり

石川樹脂工業株式会社

227

需要獲得

ものづくり

株式会社スギヨ

228

需要獲得

ものづくり

マイコック産業株式会社

229

担い手確保

サービス

株式会社クラスコ

333

12

近畿

大阪府

生産性向上

ものづくり

需要獲得

ものづくり

担い手確保

ものづくり

生産性向上

サービス

需要獲得

サービス

担い手確保

サービス

大阪府
生産性向上

サービス

株式会社ライフケア

108

生産性向上

サービス

サンコーインダストリー株式会社 109

生産性向上

ものづくり

ヤスダエンジニアリング株式会社 110

生産性向上

ものづくり

柏原計器工業株式会社

111

生産性向上

サービス

岡山フードサービス株式会社

112

需要獲得

ものづくり

株式会社松本機械製作所

262

需要獲得

ものづくり

日光化成株式会社

263

需要獲得

サービス

株式会社ラ・ヴィーニュ

264

需要獲得

ものづくり

株式会社スマイリーアース

265

需要獲得

ものづくり

大同機械製造株式会社

266

担い手確保

サービス

株式会社アスコット

344

担い手確保

サービス

株式会社友安製作所

345

担い手確保

ものづくり

高石工業株式会社

346

担い手確保

ものづくり

株式会社中農製作所

347

担い手確保

サービス

株式会社大都

348

13

近畿

生産性向上

ものづくり

需要獲得

ものづくり

担い手確保

ものづくり

生産性向上

サービス

需要獲得

サービス

担い手確保

サービス

福井県

兵庫県

北陸ヒーティング株式会社

78

サービス

すててこ株式会社

79

需要獲得

ものづくり

有限会社幸伸食品

230

需要獲得

ものづくり

株式会社米五

231

淺野運輸倉庫株式会社

105

生産性向上

ものづくり

生産性向上

生産性向上

ものづくり

有限会社衣笠木工所

113

生産性向上

ものづくり

井上ヒーター株式会社

114

生産性向上

サービス

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 115

生産性向上

サービス

株式会社WaveTechnology

116

生産性向上

ものづくり

菱南電装株式会社

117

需要獲得

ものづくり

竹内電機株式会社

267

需要獲得

サービス

日本サロネーゼ株式会社

268

需要獲得

サービス

株式会社神戸工業試験場

269

需要獲得

ものづくり

竹森鐵工株式会社

270

需要獲得

ものづくり

別所電線株式会社

271

生産性向上

需要獲得

ものづくり

日乃本食産株式会社

272

担い手確保

ものづくり

佐藤精機株式会社

349

和歌山県

滋賀県
生産性向上

サービス

需要獲得

ものづくり

株式会社セルミック

257

需要獲得

ものづくり

株式会社オーケーエム

258

需要獲得

ものづくり

トランスブート株式会社

259

需要獲得

サービス

大五産業株式会社

260

ものづくり

株式会社ヒロミツ製作所

106

生産性向上

ものづくり

株式会社菱六

107

需要獲得

ものづくり

株式会社伊と幸

261

担い手確保

ものづくり

二九精密機械工業株式会社

342

担い手確保

ものづくり

マイクロニクス株式会社

343

合同会社ヴァレイ

350

株式会社ルビー

351

京都府

生産性向上

ものづくり

株式会社早和果樹園

118

生産性向上

ものづくり

紀和化学工業株式会社

119

需要獲得

ものづくり

株式会社ヴァイオス

273

担い手確保

ものづくり

需要獲得

サービス

中紀バス株式会社

274

担い手確保

サービス

14

奈良県

中国

生産性向上

ものづくり

需要獲得

ものづくり

担い手確保

ものづくり

生産性向上

サービス

需要獲得

サービス

担い手確保

サービス

広島県

鳥取県
株式会社計測リサーチコンサルタント 127

生産性向上

ものづくり

有限会社山本精機

120

サービス

三光電業株式会社

128

生産性向上

ものづくり

株式会社田中製作所

121

生産性向上

サービス

アクト中食株式会社

129

生産性向上

ものづくり

西本工芸

122

生産性向上

サービス

誠和梱枹運輸株式会社

130

生産性向上

サービス

株式会社清水

123

需要獲得

ものづくり

株式会社レニアス

282

生産性向上

サービス

有限会社ひよこカンパニー

124

需要獲得

ものづくり

盛川酒造株式会社

283

生産性向上

ものづくり

サンライズ工業株式会社

125

需要獲得

ものづくり

株式会社フェニックスバイオ

284

需要獲得

ものづくり

有限会社米村木工

275

担い手確保

サービス

広島管財株式会社

352

生産性向上

ものづくり

生産性向上

山口県

島根県

生産性向上

ものづくり

生産性向上

サービス

株式会社弘木技研

131

需要獲得

ものづくり

大昌株式会社

276

株式会社シーパーツ

132

需要獲得

ものづくり

アケボノ株式会社

277

生産性向上

ものづくり

有限会社内田縫製

126

需要獲得

サービス

有限会社漂流岡山

278

需要獲得

ものづくり

協和ファインテック株式会社

279

需要獲得

ものづくり

オカネツ工業株式会社

280

需要獲得

ものづくり

晃立工業株式会社

281

岡山県

15

四国

生産性向上

ものづくり

需要獲得

ものづくり

担い手確保

ものづくり

生産性向上

サービス

需要獲得

サービス

担い手確保

サービス

徳島県
担い手確保

サービス

株式会社ときわ

353

香川県
生産性向上

ものづくり

株式会社森川ゲージ製作所

133

担い手確保

ものづくり

有限会社広野牧場

354

生産性向上

ものづくり

株式会社日本キャリア工業

134

生産性向上

ものづくり

株式会社げんき本舗

135

生産性向上

ものづくり

眞鍋造機株式会社

136

需要獲得

サービス

株式会社ジツタ

285

需要獲得

サービス

道後プリンスホテル株式会社 286

愛媛県

高知県

16

生産性向上

ものづくり

生産性向上

サービス

有限会社上田電機

137

株式会社第一コンサルタンツ 138

九州・沖縄
福岡県
生産性向上

ものづくり

株式会社七洋製作所

139

生産性向上

ものづくり

株式会社イシモク・コーポレーション 140

生産性向上

ものづくり

村田木型製作所

141

生産性向上

ものづくり

株式会社陽和

142

需要獲得

ものづくり

株式会社ジェー・フィルズ

287

需要獲得

ものづくり

株式会社篠崎

288

需要獲得

ものづくり

株式会社ジャパンシーフーズ

289

需要獲得

ものづくり

株式会社東洋硬化

290

需要獲得

ものづくり

株式会社エコウッド

291

需要獲得

サービス

中島物産株式会社

292

需要獲得

ものづくり

株式会社アステック入江

293

需要獲得

サービス

ナチュラルブレスト株式会社

294

担い手確保

サービス

油機エンジニアリング株式会社

355

佐賀県
需要獲得

ものづくり

宮島醤油株式会社

295

需要獲得

ものづくり

佐賀冷凍食品株式会社

296

株式会社富建

143

長崎県
生産性向上

サービス

需要獲得

ものづくり

重家酒造株式会社

297

需要獲得

サービス

西海陶器株式会社

298

担い手確保

ものづくり

株式会社日本ベネックス

356

生産性向上

ものづくり

青紫蘇農場株式会社

144

生産性向上

ものづくり

株式会社果実堂

145

需要獲得

ものづくり

摂津工業株式会社

299

需要獲得

サービス

株式会社シークルーズ

300

需要獲得

サービス

株式会社湯の児海と夕やけ

301

担い手確保

ものづくり

株式会社お菓子の香梅

357

熊本県

17

生産性向上

ものづくり

需要獲得

ものづくり

担い手確保

ものづくり

生産性向上

サービス

需要獲得

サービス

担い手確保

サービス

大分県
需要獲得

ものづくり

株式会社トライテック

302

需要獲得

ものづくり

株式会社ワンチャー

303

宮崎県
需要獲得

サービス

株式会社教育情報サービス

304

担い手確保

サービス

株式会社新原産業

358

鹿児島県
生産性向上

ものづくり

株式会社九州タブチ

146

需要獲得

ものづくり

福山黒酢株式会社

305

需要獲得

ものづくり

小正醸造株式会社

306

生産性向上

ものづくり

有限会社うえざと木工

147

需要獲得

ものづくり

株式会社ミヤギパッケージ

307

需要獲得

ものづくり

有限会社宮城菓子店

308

需要獲得

ものづくり

ベナスタス株式会社

309

沖縄県

18

はばたく

中小企業・
小規模事業者

生産性向上

19

300

社

生産性向上

北海道
サービス

株式会社調和技研

AI によるワクワクした未来社会の創造
優秀な人材を育てる自由な研究環境

ものづくり

網走ビール株式会社
流氷や地元産品にこだわった商品づくり
IoT 型自動製造機による生産性向上

ものづくり

株式会社道央メタル

加工切断技術と IoT 化で製造能力を拡大
鋼材穴開け時反り返り防止技術を開発

ものづくり

株式会社釧路製作所

橋梁製造からロケット部品供給まで
情報共有を伴った一貫生産で生産効率アップ

ものづくり

室蘭製綱株式会社

主力製品漁業用ロープの需要減少に対応
新規事業に進出し独自加工技術で新規顧客開拓

ものづくり

道南伝統食品協同組合
設備導入・生産工程改善による生産力倍増
昆布の伝統を守り事業拡大による雇用創出

33
34
35
36
37
38

宮城県
ものづくり

加美電子工業株式会社
乾燥エネルギーの大幅削減
エキスパート人材雇用への取組み

サービス

東邦運輸倉庫株式会社

『最善な物流サービスの提供』
高品質・高付加価値サービスを提供

39
40

秋田県
ものづくり

株式会社秋田今野商店

創業以来 109 年 種麹製造業から総合バイオ企業へ
国内屈指の設備とヒトへの投資で技術を進化

ものづくり

丸大機工株式会社

女性社員の活躍の場を広げるとともに
工程の自動化で高付加価値を実現

20

41
42

生産性向上

山形県
サービス
ものづくり

株式会社丸十大屋

品質管理と付加価値向上の生産プロセス
商品開発力と地元の地域活性への貢献

ものづくり

進和ラベル印刷株式会社
山形から世界レベルの技術で
ブランド企業を目指す“喜働集団”

43
44

福島県
ものづくり

有限会社高橋工業所

国内でも有数のシェアを誇る高い技術力
設備と仕組の両面による生産性向上の工夫

ものづくり

株式会社松竹工芸社
独自の桐材スライス・着色法を確立
業務プロセス改善と多能工化で実現へ

サービス

株式会社小野モータース

IoT 化で生まれる時間を活用。
サービスの付加価値向上・働き方改革を推し進める

45
46
47

茨城県
ものづくり

株式会社伊藤鋳造鉄工所
新時代にふさわしい鋳造の現場を醸成
独自の技術で、オンリーワンのものづくり

ものづくり

株式会社ポテトかいつか

特殊技術によりオリジナルブランドを開発し国内全域で販売
補助金も活用し生産ラインの自動化に着手

ものづくり

株式会社大貫工業所

プレス技術ひとすじ六十年、持続的な研究開発で付加
価値向上と技術革新を目指す

ものづくり

株式会社ヨシダ

一貫生産体制と研究開発で顧客に応え
培った技術力を多方面に展開

21

48
49
50
51

生産性向上

栃木県
ものづくり

日冷工業株式会社

技術開発力強化による高付加価値の提供
設備投資による作業環境の効率化・高度化

ものづくり

協栄産業株式会社

日本初となる PET ボトルから
PET ボトルに再生するリサイクル技術を確立

ものづくり

株式会社シオダ

最新設備よる効率化と伝統職人技の活用
歯科医師の要望を反映させた一貫生産体制

サービス

東京オート株式会社

自社開発の基幹業務システムの活用でトー
タル・カーライフ・サポートサービスを提供

52
53
54
55

群馬県
ものづくり

株式会社丸橋鉄工

多彩で高度な金属加工技術を持つ専門集団
製品全工程に責任を持つ自社一貫体制実現

ものづくり

平方木材株式会社

最新鋭プレカットラインによる生産性向上
取引先へのトータルサポートと人材育成

ものづくり

群馬合金株式会社

ダイカスト生産のパイオニア企業
業務を見直し効率化や高齢者活躍を推進

サービス

株式会社ボルテックスセイグン
物流に関する一貫したサポート体制の構築
自動荷役システム開発による業務効率化

56
57
58
59

埼玉県
ものづくり

吉野電化工業株式会社

シールドメッキの高い技術を生かした製品開発
バリューチェーンの中核に位置付けられる

ものづくり

株式会社デサン

一気通貫のマーキングフィルム加工体制
アナログ・デジタル技術を様々な場面へ

22

60
61

生産性向上

千葉県
ものづくり

株式会社ソフケン

業務改善の追求と地域に密着した採用が
独創的な製品を生む製品開発力の源泉

ものづくり

サンレイ工機株式会社
自の特許工法と内製化による高品質な
カーボンクラッドロールの製造

サービス

株式会社 DIGLEE

62
63
64

高品質ないちごを通年で提供可能に
高度な生産管理で業務効率化

東京都
ものづくり

株式会社マテリアル

「下町ボブスレー」の中核企業
徹底した、ヒト・設備への投資で幅広い注文に対応

ものづくり

株式会社今野製作所

油圧爪つきジャッキは世界のスタンダード
他社と連携しデジタル化や技能伝承を推進

サービス

キャリムエンジニアリング株式会社
徹底した「品質管理」で大型超精密機器
の一貫輸送システムを提供

ものづくり

株式会社ウエマツ

印刷業界のファンドリーとして成長
厳しい経営環境下における勇気ある挑戦企業

ものづくり

株式会社横引 SR

あったらいいなを現実に
横引・防火シャッターなど新製品を開発

ものづくり

タマチ工業株式会社

世界が認めるカムシャフトを製作
モータスポーツ用パワーユニット部品で大きなシェア獲得

ものづくり

株式会社 NISSYO

積極的な人材活用・教育と現場の工夫
全員参加型経営により売上高を増加

23

65
66
67
68
69
70
71

生産性向上

神奈川県
ものづくり

株式会社コバヤシ精密工業

世界で初めて、ドローン専用エンジンの開発・販売を実現
工場内の機械設備の稼働状況の見える化で効率化を推進

72

新潟県
ものづくり

新潟精密鋳造株式会社
高い技術力で自社製品とブランドを確立
5S 活動と職員のプロ意識が技術を支える

73

石川県
ものづくり

株式会社ヒガシヤマ

鉄・アルミの加工技術を活かした受注拡大
積極的な設備投資と教育による生産性向上

ものづくり

株式会社大和

地域の主婦層パワーを積極的に活用し
おふくろの味を高齢者＆お病気の方々へ

サービス

有限会社日の出大敷

改革型設備導入による漁業の高度化
事業効率化と地域特性に配慮した雇用機会提供

サービス

株式会社歯愛メディカル
歯医者さん検索サイト、デジタルアソート
システムで付加価値や生産性を向上

74
75
76
77

福井県
ものづくり

北陸ヒーティング株式会社
データベースを製品開発、人材育成に活用
生産性向上で働き方改革を行うモデル企業

サービス

すててこ株式会社

「顧客の見える化」による効率的アプローチ
積極的な IT 投資による業務効率化

24

78
79

生産性向上

山梨県
ものづくり

株式会社オーテックエレクトロニクス
産業用の検査装置を開発する
小さくても存在価値のある会社

ものづくり

山梨銘醸株式会社

発泡性日本酒の開発し、常温流通を可能に
積極的な人材確保、育成による多能工化

80
81

長野県
ものづくり

株式会社ミナミサワ

小回りを活かした現場力でのものづくり
注文から 3 日間で納品できる短納期化対応

82

岐阜県
ものづくり

一丸ファルコス株式会社
天然素材に特化した製品を継続して開発
自社で一貫した高度な研究開発体制

ものづくり

DAISEN 株式会社

自ら開発した成形機・金型を使用し、
発泡樹脂製品を生産する唯一の国内メーカー

ものづくり

ミズタニバルブ工業株式会
高付加価値商品を開発するとともに、
分散型工程、業務標準化で生産性を向上

ものづくり

株式会社美光技研

オンリーワンの研磨加工技術で競争力を
確立し、高い付加価値と生産性を実現

83
84
85
86

静岡県
ものづくり

鈴覚株式会社

技術の活用と若手社員の力により、鋼材のス
ペシャリストとして顧客ニーズに対応

ものづくり

山梨金属工業株式会社
自動化による生産性の向上と付加価値向上
各工程のプロセスの積極的な改善

25

87
88

生産性向上

愛知県
ものづくり

株式会社河村工機製作所
他社より一歩先んじた技術力により信頼の
高品質自動車部品を提供し地域未来を牽引

ものづくり

株式会社カンドリ工業
他社の追随を許さないロウ付け加工技術で
多くの一流メーカーに頼られる実力企業

ものづくり

株式会社ＴＭＷ

独自技術により高品質な大型金型を製造、
海外での高い競争力と信頼性を獲得

ものづくり

泰東工業株式会社

IoT を活用した生産ラインの見える化
シートベルトの生産数はトップクラス

ものづくり

榊原工業株式会社

顧客ニーズに応え中子総合メーカーに成長
環境経営の取組みでコスト削減、利益向上

ものづくり

豊橋木工株式会社

磨き上げた成形合板技術と一貫生産体制で
椅子に新たな価値を創造する

サービス

三河淡水魚株式会社

鰻の川上から川下まで一貫した事業体制で
最高の味と品質のブランド鰻を安定供給

ものづくり

有限会社イナテック
異形複雑部品に特化した金属加工会社
一貫生産体制と革新的加工技術を持つ

サービス

株式会社八幡ねじ

顧客に信頼されるブランドを目指す IT 化で
「中小企業 IT 経営力大賞」受賞

ものづくり

中伝毛織株式会社

一貫生産体制による迅速な生産体制を活かして市場展開
最新機器導入により省力化と少量多品種対応力の強化

ものづくり

株式会社山田製作所

自動化により生産性向上を実現。女性が働きやすい
職場を目指す研削加工メーカー

ものづくり

株式会社ツルタ製作所
設計から量産までの一貫生産体制と
多能工人材育成による高付加価値を追求
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

生産性向上
ものづくり

丸藤精工株式会社

設備投資や人材育成で高品質を達成している
設備の近代化や業務改善を集め効率化を図る

ものづくり

株式会社磯貝製作所
人財育成による人づくりとものつくり最
新設備による最先端加工技術

ものづくり

株式会社ヤマキ

農業機械に強みを持つ部品生産メーカー
複雑形状、難加工に対応できる技術力を持つ

ものづくり

トーアス株式会社

選択と集中により
「食で困っている人への栄養サポート」に注力

101
102
103
104

滋賀県
サービス

淺野運輸倉庫株式会社
継続的な新卒採用による現場力育成と共に
倉庫、専用機械活用による効率化を推進

105

京都府
ものづくり

株式会社ヒロミツ製作所
最新機器と伝統技術の融合で難課題を解決
自社製冶具によるコスト削減、納期短縮

ものづくり

株式会社菱六

米を原料とした洋菓子にも適応できる高機能性天然甘味料を開発
京都で 300 年続く老舗種麹屋「菱六」、産学官連携も積極的に推進

106
107

大阪府
サービス

株式会社ライフケア
IT 導入により、職場生産性の向上
従業員満足度向上による離職率低減

サービス

サンコーインダストリー株式会社

『ない「ねじ」はない』
高精度ピッキングで正確に即日配送を実現

ものづくり

ヤスダエンジニアリング株式会社
推進工事の国内トップ企業
世界の地下インフラに貢献
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108
109
110

生産性向上
ものづくり

柏原計器工業株式会社

国内唯一の水道メーターの一貫製造能力に加え、IoT 技術による技術革新
多様な人材の雇用と教育体制の確立により高い生産性を実現

サービス

岡山フードサービス株式会社

卸売機能のみならず様々な機能強化により
「食の総合サービス業者」の地位を確立

111
112

兵庫県
ものづくり

有限会社衣笠木工所

積極的な生産設備投資による生産プロセス革新と
新規市場・雇用の創出

ものづくり

井上ヒーター株式会社
最先端の技術と顧客のニーズに合わせた
熱交換器の開発・製造・販売

サービス

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター
IT・医療事務・公共福祉事業の融合で
全国の自治体・病院・企業をサポート

サービス

株式会社ＷａｖｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
技術サービスで顧客の技術者不足を補完
独自方策で受注活動と人材育成を効率化

ものづくり

菱南電装株式会社

リードワイヤー等の製造工程の効率化
海外実習生の積極的活用

113
114
115
116
117

和歌山県
ものづくり

株式会社早和果樹園

独自の搾り方法により高級ジュースを開発
ICT 技術の導入による生産性向上

ものづくり

紀和化学工業株式会社

「徳育」「創造」「奉仕」をモットーに
くらしを彩る「色」を世界に届ける企業

118
119

鳥取県
ものづくり

有限会社山本精機

精密部品加工における高い技術力で取引を
拡大。新事業として医療福祉分野へ進出

28

120

生産性向上
ものづくり

株式会社田中製作所

顧客を起点に価値を提供。積極的な
設備投資と技能伝承で事業を将来へつなぐ

ものづくり

西本工芸

作業効率と品質を高めてサービス向上
刺しゅう技術を継承して強みを守る

サービス

株式会社清水

設備更新や IT 化、スキルマップ活用により
多台持ち・自動化を推進して生産性向上

サービス

有限会社ひよこカンパニー
全国から高評価を受ける天美卵の生産
生産から体験の提供まで高度な 6 次産業化

ものづくり

サンライズ工業株式会社
製造ライン自動化による徹底した効率化と
計画的な人材育成が自社ブランドを支える

121
122
123
124
125

岡山県
ものづくり

有限会社内田縫製

オリジナル製品開発による競争力強化
IT 活用による効率化・多能工化

126

広島県
ものづくり

株式会社計測リサーチコンサルタント
妥協のない技術開発と人材育成で建設現場の業務効
率化に貢献

サービス

三光電業株式会社

社員の連帯感と能力向上の取組で顧客満足
度の高いワンストップサービスを提供

サービス

アクト中食株式会社

知力、食品力、サービスで食文化を築く
「食の総合コンサルティング」

サービス

誠和梱枹運輸株式会社
IT ツールの開発と導入、働き方改革で、
人材を確保し高付加価値サービスを提供

29

127
128
129
130

生産性向上

山口県
ものづくり

株式会社弘木技研

積極的な設備投資と独自の生産管理システムにより
付加価値と生産性の向上を実現

サービス

株式会社シーパーツ
独自の管理システム導入で生産性向上
全自動でタイヤ脱着・品質評価を実施

131
132

香川県
ものづくり

株式会社森川ゲージ製作所
協働ロボットの積極的導入で大幅な生産性
向上と技能者育成の仕組みづくりを推進

愛媛県
ものづくり

株式会社日本キャリア工業
食肉加工機械に特化し、数多くの
オリジナル製品を開発する成長企業

ものづくり

株式会社げんき本舗

地元の柑橘果実の色・味・香りをそのまま
ドライフルーツにして全国の食卓に届ける

ものづくり

眞鍋造機株式会社

「独創」「活力」「研鑽」を社是に、
「信頼と革新」で地球規模のくらしを支える

高知県
ものづくり

有限会社上田電機

クレーン製造技術と電気制御技術を IoT で融合し、
クレーンの余寿命判断が強み

サービス

株式会社第一コンサルタンツ
ICT 技術を活用した災害復旧や社会インフラの
維持管理で地域社会に貢献

30

133
00
134
135
136
00
137
138

生産性向上

福岡県
ものづくり

株式会社七洋製作所

製菓業務用オーブンにおける国内シェア 1 位
新製品を開発し海外 15 か国への輸出実績

ものづくり

株式会社イシモク・コーポレーション
限りなく可能性に挑戦し続ける、
新しい空間・生活スタイルのトータル住空間創造提案企業

ものづくり

村田木型製作所

職人技と 3D のデジタル技術を用いた提案型の
木型製作により企業の悩みを解決

ものづくり

株式会社陽和

139
140
141
142

顧客に選ばれるニッチトップな
フッ素樹脂加工のオンリーワン技術

長崎県
サービス

株式会社富建

生産性向上を図るためのシステム開発と若い人材の
積極的採用のための環境づくり

143

熊本県
ものづくり

青紫蘇農場株式会社

地域資源「紫蘇」（しそ）を活用し稼げる農業経営へ
差別化、ブランド化を図るため加工品も開発

ものづくり

株式会社果実堂

サイエンス農業で農業界にイノベーション
夢を果実のように実らせるベンチャー企業

144
145

鹿児島県
ものづくり

株式会社九州タブチ

給水システム関連商品を一貫生産
フレキシブルな生産対応力と商品開発力に強み

31

146

生産性向上

沖縄県
ものづくり

有限会社うえざと木工

働きやすい環境の整備で労働生産性を向上
石垣島から「島の先人の思い」をブランド展開

32

147

株式会社調和技研

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

北海道札幌市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

AIによるワクワクした未来社会の創造
優秀な人材を育てる自由な研究環境
北海道大学大学院情報科学研究科調和系研究室の学生や教授が大学で学んだ最先
端技術の社会実装を目的に立ち上げた大学認定のベンチャー企業。同研究室出身の社
員を中心に博士号取得者が10名在籍している研究者集団である。最初に手掛けたのが
HPのアクセス履歴や閲覧者の属性から人の関心を分析する興味解析エンジンの研究
であった。現在は自然言語系、画像系、数値系と広範囲にわたる人工知能の研究と開発

生産性向上

を事業化している。
● 所在地

北海道札幌市北区北二十一条西12丁 ● 設立
目2-305
● 資本金
● 電話／FAX 011-717-7017／FAX番号なし
● 従業員数
● URL
https://www.chowagiken.co.jp/
● 代表者
代表取締役社長 中村 拓哉

2009年
2,200万円
30人

サービス

AIを活用して人手不足を解決
自社開発した
「自然言語系」、
「画像解析系」
「数値系」
の3分野のAIエンジ
ンをサービス化している。それぞれのエンジンは例えば文章分類、物体認
識、未来予測等を可能とするが、
それらによって人手に頼っている作業を自
動処理し効率化を図る事ができる。少子高齢化が叫ばれる一方、未だ人手
によって処理されている作業は数多くあり、商圏の拡大が期待される。ま
た、AIは現在最も注目される分野の一つでもあり、今後、我が国のイノベー
ションを牽引しモノづくり大国日本が復権する可能性を大いに秘めている。

AIエンジン組み合わせによる課題解決

AI搭載の「言語認識エンジン」により文章の要約業務が大幅に改善
従来は人が行っていた文章のポイントを理解し要約文を作成したり、
そ
の記載された内容に基づいて適切なカテゴリに分類する作業を同社の
「言
語認識エンジン」により可能とし、飛躍的に業務効率化を図っている。
こう
した技術を応用し、例えば過去から大量に蓄積されたメールをその会社の
業務にあった分野にカテゴライズし要約する事で、過去に蓄積されたデー
タから新たな社内ナレッジへと顕在化する事も可能となる。
言語認識エンジンを活用したサービス事例

若い社員に対して意識的に実戦に近い業務を割り当て
若者の就職先が少ない地方において、優秀な研究者育成の為、
リアルな
データを用いた実践的教育や個々の裁量を重んじる自由な環境を大切にし
ている。
また、大学研究者によるメンター制度、大学との連携に力を入れて
いる。
こうした教育方針により、年齢、性別、国籍に関わらず多くの方の関心
を得て、入社の希望が寄せられている。海外からの社員も積極的に受け入
れ、
現在は7カ国のメンバーが活躍している。
調和技研のメンバー
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網走ビール株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

北海道網走市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

流氷や地元産品にこだわった商品づくり
IoT型自動製造機による生産性向上
網走の冬の風物詩「流氷」
を仕込水に使用した商品をはじめ、網走産麦芽や小麦、
サ
クランボ等、地元の産品を原材料として味や色にこだわった商品づくりを行う地ビール
メーカー。2013年から輸出スタート
（2013年売上高比率2.7%）。商談会へ積極的に参
加し海外売上高比率が年々増加（2018年は11%）。国内外からの受注数量増が製造能
力を超えたため、
ものづくり補助金を活用してIoT型自動製造ライン等を導入し生産性

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

北海道網走市南6条西2丁目2番地
0152-45-5100／0152-45-5101
http://www.takahasi.co.jp/beer/
代表取締役社長 長岡 拓児

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

向上と海外販売事業を強化。
1998年
1,000万円
18人

ものづくり

魅力の際立った商品で価格競争を回避
ドイツ伝統製法に加え、東京農業大学の研究シーズを活用し
「流氷」
を使
用した青色発泡酒の成功。続いて多様な副原料を投入できる製法を強みに
ピンク、緑色発泡酒など他社との差別化を狙った商品を開発。価格競争に
陥らない戦略を実行している。差別化された商品は海外バイヤーの目にと
まり、英国のパブ、中国のSNSインフルエンサー、香港・台湾・シンガポール
等の小売店に受入れられる高いブランド力を構築。近年は、IoT型自動充
填機の導入などで生産効率を飛躍的に伸ばしている。

流氷DRAFT

最先端IoTの活用と設備増強でチャンスロス解消とコスト削減を実現
アジア圏を中心に海外からオーダーも増える中、手動で行う瓶詰めなど
生産能力の限界が生じた。
このため、
ものづくり補助金を活用した自動充填
機ラインの導入で、1時間350本の生産から1,500本へと飛躍的に生産能
力を高めた。同時に生産中の異常感知センサーと社内LANを連携さた先
端的な「IoT型自動充填機」
としたことで、製造能力強化に加え生産コスト
約8割減を達成するなどの生産性向上を図った。
これにより、生産能力不足
で受注を見送ってきたチャンスロスの解消と生産コストの削減で一層の収

IoT型自動充填機

益向上を実現した。

IoT型生産ラインの活用により高齢者でも長く活躍できる職場を実現
売上・出荷の増加にあわせた設備の導入や、
これまで人手で行っていた
製造工程を自動化することで業務負担が軽減され低離職率に繋がっている
（退職数÷年初人員数：2012年38%→2015年22%→2017年6%）。
また、
非正規雇用の定年制限を設けていないほか、IoT生産設備の技能獲得が可
能な職場環境を整備しており、実務経験があり元気な70代や80代の高齢
者が継続的に活躍できている。
このような取組は、政府が目指す生涯現役
社会の実現を先取りした取組でもある。

活躍する高齢者従業員
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株式会社道央メタル

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

北海道美唄市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

加工切断技術とIoT化で製造能力を拡大
鋼材穴開け時反り返り防止技術を開発
創業時のプレス部品製造から始まり、
レーザー複合加工、精密板金、機械加工、溶接、
塗装と社内一貫生産による金属製品・部品製造事業を展開。既存製品で対応できない
特注製品の製作が強み。同業他社との企業統合や生産ラインの統合・効率化により経
営の効率化、活性化、業容拡大を図ってきた。
「顧客ニーズにきめ細かく対応する経営方
針」、
「 社内IOT化による高い生産性」、
「 多種多様な部品製造で培った技術力」を強み

生産性向上

に、幅広い生産体制を構築し、多様な業種の顧客から受注を獲得している。
● 所在地
北海道美唄市東5条南6丁目7番28号
● 設立
● 電話／FAX 0126-62-6921／0126-62-6870
● 資本金
● URL
http://www.douou-metal.co.jp/ ● 従業員数
index.html
● 代表者
代表取締役社長 海老原 達郎

1970年
2,250万
58人

ものづくり

高い提案力と最適ものづくり体制による顧客獲得
自社内での一貫生産体制を整え複雑化する顧客ニーズへ臨機応変に対応す
るとともに、
中小企業版トヨタ生産方式を採用し、
「①改善活動、
②無駄の排除、
③ジャストインタイム」
を進め生産性を飛躍的に向上することで、
重要な付加価
値である低コスト化を実現している。
また、
金属材料の加工切断方法は主に10
種類
（①プレスカット、
②プラズマ切断、
③レーザー切断、
等）
あるが、
同社はそ
の全ての加工技術を有しており、
様々な加工方法の提案や生産管理システムに
よる
「最適なものづくり体制」
により低コスト化を進め、
取引を拡大している。

当社固有技術NWP法適用品

独自開発技術に加えIoT化によりリードタイムを短縮
独自開発の
「反り返りをなくす金属加工技術」
（NWP法）
で質と生産効率を高
める強みだけではなく、
全社員へタブレット型端末を支給し社員が作業工程ごと
の情報を入力することで、
管理データと作業員がつながる生産管理システムを構
築。
これによりネック工程を把握し、
その工程を中心に全体行程を見直すととも
に、
必要なものだけを必要な時に製造することで、
全体のリードタイムを約20%
短縮し仕掛品を半減。
さらに社内のIOT化を進め、
ビックデータとして蓄積され
た作業履歴を分析・検討することで、
作業効率と品質サービスを向上させるとと
もに、
今後の受注計画や経営戦略策定に役立て、
同社の競争力を強化する方針。

タブレットとIoT化された作業工程

人材採用や育成の工夫で自社を活性化
製造現場での大きな課題である高齢化に対し
「技術力」
継承のため、
「溶接」
の訓練や
「プレス加工法」
の勉強会等を開催し、
同社の強みである
「技術力」
の
保持に取組んでいる。
また、
新規採用は技術系卒業生に限らず、
幅広い分野の
卒業生を積極的に採用。
現場教育や担当多様化などで多能工社員を育成して
いる。
その結果、
若手人材の確保や臨機応変な生産にも対応可能なスキルを
持つ従業員が育成でき、
生産技術の維持・承継を実現。
加えて、
休暇の取得促
進など
「働き方改革」
を進めやすい環境となり従業員満足を高めている。
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最先端の機械を使い技術継承中の従業員

株式会社釧路製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

北海道釧路市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

橋梁製造からロケット部品供給まで
情報共有を伴った一貫生産で生産効率アップ
鋼製橋梁の設計・製造を主業とし、現在まで北海道内を中心に約200橋の製造を手
掛け、過去には瀬戸大橋も施行した実績を持つ。
もとは炭鉱鉄道の機関車製造・修理部
門から独立した同社であったが、
「守りから挑戦する企業へ」
をスローガンに橋梁以外
の産業機械製造分野にも進出。加えて最近ではロケット開発のベンチャー企業に出資
しロケット部品を供給。
宇宙開発分野への進出も果たしている。
また、
東日本大震災を機

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

北海道釧路市川北町9番19号
0154-22-7135／0154-22-9680
http://www.kushiro-ses.co.jp
代表取締役社長 新名 弘人

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

に自社施設への避難住民の受け入れなどを実施している。
1956年
10,000万円
76人

ものづくり

100年企業を目指して、橋梁から宇宙へ
「守りから挑戦する企業へ」
をスローガンとし、同社は主業である橋梁設
計・製造以外にも経営の柱となる新事業に常にチャレンジし100年企業を
目指している。鋼製橋梁から培った技術力で製缶製造、大型クレーン製造、
水門製造、製紙業向け産業機械製造などの新事業へも積極的に参入。
その
一環で最近ではロケット分野へも進出し、
ロケット発射台の架台を製造、納
品した。
主業である橋梁を経営の柱としつつも、
常に環境の変化や顧客ニー
ズに対応した多種多様なビジネスモデルを構築している。

ロケット実験架台

タブレット端末を活用した工程データベース化による高品質・短納期実現
同社で製造・架設する橋梁は安全性の観点において設計から製造、施工
までを自社一貫生産で行うことが必要である。なかでも仮組立シミュレー
ションシステムなどのITソフトを活用した自社一貫生産に強みを持つ。
加え
て
「安全に、
いつでも、誰でも、簡単に」
を実現できるようタブレット端末も活
用。過去からの図面、施工法を全てデータベース化し、社内共有できる環境
を構築。若年層への技能伝承にも寄与。
こうした取組により製品を高品質・
短納期で実現。
導入前に比べ生産性が20%向上した。

タブレット端末の利用

業務改善、人材の多様化が生み出す労働余力
事務作業やマニュアルなどを紙ベース管理からクラウド管理へ変更し、
特定の従
業員でしかできなかった作業を改善し従業員スキルを平準化、
徹底した
「脱属人化」
を図り業務効率化を推進。
従業員一人一人のスキルを平準化することにより年齢、
性別に囚われない人材登用を可能とし、
女性技能工の登用や高齢職人の雇用延長、
ハンディキャップ人材を積極的に採用。
同社の生産性は飛躍的に拡大。
年間休日は
2017年度実績の105日から2019年度は127日と大幅増。
2018年には厚生労働省の
ユースエール企業として認定され製造業の新3K
（多い休日、
高い給料、
希望）
を実現。
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東日本大震災ボランティア活動

室蘭製綱株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

北海道室蘭市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

主力製品漁業用ロープの需要減少に対応
新規事業に進出し独自加工技術で新規顧客開拓
昭和21年に設立、昭和24年に室蘭製綱株式会社に社名変更して以来、主に漁船漁業
に使われるマニラ麻ロープ、
コンパウンドロープ、
コンビネーションロープの製造を行
なってきた。
その後、昭和57年の200海里規制に伴い、同社の顧客である北洋転換船、
沖合底曳船、北洋サケマス船が大規模な減船、廃業を強いられたことから、新規ユー
ザー開拓、新規事業への進出のためワイヤロープの付加価値を提供するべく端末加工

生産性向上

（ロック、
さつま加工）
を強化することで現在に至る。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

北海道室蘭市中島町4丁目17-9
014-347-1290／014-347-1293
http://muroran-rope.co.jp
代表取締役 石岡 希一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1946年
2,000万円
12人

ものづくり

繊維ロープ製造と共にワイヤロープ端末加工を施す唯一の国内企業
同社は繊維ロープ製造と共にワイヤロープの端末加工を施す全国唯一の会
社。
その為両者の特徴である繊維のしなやかさとワイヤの高強度の利点をあ
わせたコンパウンド(複合)ロープの製造が主力となっている。
また、
ワイヤロー
プの端末加工では東北以北最大級のロック加工機を有し、
北海道内には受注
後翌日納入の即納体制、
更には100%受注生産のためユーザーの様々な仕様
を満足することが可能。
メーカーの持つ専門知識をいかしながらユーザーの
立場に合わせたロープのコンサルタント(相談役）
として様々なニーズに対応。

漁業用コンパウンドロープ

端末加工によるワイヤーロープ付加価値の向上
製造するワイヤロープの付加価値を高めるため、端末加工（ロック加工、
さつま加工）
を施し全国の取引先のニーズに対応し高品質な製品とサービ
スを提供。
ワイヤロープはメーカー出荷時には200メートル以上の長尺で
出荷されるが、ユーザーが使用する場合（多くは重量物を吊り上げる際）
メーカー出荷状態では吊り上げる際に必須な両端末の輪が施されておら
ず、
また長いためワイヤロープの端末加工（ユーザーが使用状況に合わせて
最適な長さでワイヤロープを切断し両側に輪を作る）
を施す。各種クレーン
に用いられる特殊仕様ワイヤロープの販売も手掛けている。

各種クレーン用特殊ワイヤロープ

設備導入による生産リードタイムの短縮
同社では、
平成25年度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サー
ビス革新事業ワイヤロープ加工機を導入。
有効に活用しワイヤロープのロッ
ク加工時間が導入前比半分以下に短縮した結果、
生産リードタイムをの大幅
短縮で取引先の短納期ニーズに対応。
併せて工程に応じ人員を配置、
教育に
より全ての従業員が全工程の作業ができ、工程別で異なる繁忙期は人員配
置変更により生産性を落とすことなく稼働可能。
ロープ加工技能士の資格取
得を支援し資格保有者は4名。
対外的な信用度も高く申し分ない技術力。

37

プレス機によりロープとアルミ管を圧縮

道南伝統食品協同組合

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

北海道函館市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

設備導入・生産工程改善による生産力倍増
昆布の伝統を守り事業拡大による雇用創出
同組合は、北海道・道南地方の特産品を高次加工し、
その製品の普及・共同販売する
ことを目的に設立した。昆布の里、昆布の生産に最適な南茅部町に起源を発して、縄文
のロマンと歴史を秘めている古代日本食文化の伝統を頑なに守り続けている。南茅部
白口浜真昆布は古き蝦夷・松前藩の時代より“献上昆布”として有名。南茅部の漁業者・
加工業者が中心となって道南地方の伝統食品とその食文化を紹介し、普及継承を図っ

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

北海道函館市大船町600番地の5
0138-25-5403／0138-25-3590
http://www.dounan-konbu.org/
代表理事 町田 晴雄

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

ている。
1991年
400万円
27人

ものづくり

大型乾燥機導入・生産工程改善による昆布粉末の生産力の倍増
従来の生産工程で、昆布を乾燥する工程がボトルネックとなっていたが、
ものづくり補助金にて、大型乾燥機を導入し、生産工程の改善、生産力2倍・
燃料コスト半減を実現。乾燥機内のベルトコンベアを3つ段差的に配置す
ることで、昆布がきれいに反転し、両面均等に乾燥できるようになった他、
内部の温度差が小さく保たれているため、仕上がりにムラがなく、製品が安
定化した。
その他、
ベルトの形状を変えたり、受け皿を配置することで、歩留
まりが大幅に改善され、付加価値の向上につながっている。
この源資にて、
職員の給与向上に寄与している。

ものづくり補助金にて導入した大型乾燥機

オンラインを活用した販売戦略、昆布製品の認知度向上
ネットショップを有効活用し、地元の伝統食品である昆布製品の販路拡
大を図っている。
また、
ブログやツイッターを活用し、当組合の昆布製品を
使ったレシピや産地状況を定期的に情報発信することで、
当組合及び当組
合の昆布製品の認知度向上、昆布製品の消費拡大を図っている。震災によ
る被害を受けながらも、事業を継続し、昆布製品の生産を行っている。

情報発信レシピ
「ツナ塩こぶ茶漬け」

地域資源である昆布の伝統を守り、事業拡大による雇用創出
南茅部の昆布は、最高級の品質で知られており、江戸時代に松前藩で幕
府への献上昆布として重宝された。北からの親潮と対馬暖流が合流し、昆
布の生育に最適な水温になっている他、豊富な栄養素や生育に適した日光
等、昆布の生産に最適な環境が整っていることが最高級の品質につながっ
ている。
当組合は、素材を活かした製品づくりを行い、道南地方の伝統を守
り続けている。
さらに需要の拡大が見込まれる粉末昆布の増産に対応すべ
く、
人員の増加、
新工場を建設、
事業規模の拡大が雇用創出につながっている。
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日常作業風景

加美電子工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

宮城県加美郡加美町

ものづくり

乾燥エネルギーの大幅削減
エキスパート人材雇用への取組み
同社は1970年に新しい農村型企業を目指して創立され、
バブルやリーマンショック等の
経済変動に全社一丸となって克服し、
2000年にはクリーンルーム新本社工場を設けた。
現在、
代表的国内メーカーの電子・機械部品、
車載電装部品など表面処理加工を中心に
一貫生産を行っている。
今後、
急激な技術革新に対応した技術開発、
設備刷新、
内部体制
強化を図り、
顧客の進歩にも順応しつつ、
CO2塗装法に代表されるユニークな企業として

生産性向上

の地位を確立しつつある。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

宮城県加美郡加美町字下野目雷北6
022-967-3110／022-967-6930
http://www.kamidenshi.com/
代表取締役社長 早坂 裕

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1970年
4,800万円
110人

ものづくり

高圧CO2の噴霧で乾燥エネルギーを削減
地 球 環 境に有 害な揮 発 性 有 機 化 合 物（ VOL AT I L E OR G A N I C
COMPOUNDS；略VOC）
は、塗装時における排出量が全VOC排出量の第
1位、3割以上に及んでおり塗装時のVOC削減が最も効果的である。
同社で
開発した革新的CO2塗装システムは塗装で使用する希釈溶剤を高圧CO2
に代替することで、発生するVOCを1/3に大幅に削減可能な塗装技術であ
る。装置の開発は産業技術総合研究所（産総研）、宮城県産業技術総合セン
ター
（公設試）
との共同開発を経て世界で初めて実用化に至った。

CO2塗装装置

生産面および技術面でのイノベーション
塗装ラインにおける工程間の効率化を図るため、成型品を洗浄、塗装、乾
燥まで移送ロボットによりインからアウトまでを自動化ラインにすることで
生産性向上を図っている。水性塗料ラインにおいて成形品の洗浄工程や塗
装環境を従来のラインよりシビアに管理しており、高付加価値な製品を提
供しています。次世代のフィルム印刷に向け、
ロータリースクリーン印刷機
の導入、
ロールトゥロールのシルク印刷を可能にするなど、機能とコストの
両立の追求により、
お客様の要望に応えています。

移送ロボット

エキスパート人材、65歳以上の人材雇用で次世代へ継承推進
同社は新規技術開発の社会的、経済的価値を明確にして、
それらを実現
するため情報や知識を入手して行動・決断することとエキスパート人材の
雇用、
65歳以上の継続雇用に積極的に取組んでいる。
また
「ものづくりは人づくり」
を合言葉に、次世代への人材育成を積極的
に行うことにより技術力の向上・付加価値の高い高難易度製品へのチャレ
ンジを行なっている。
これらを継続して経営に活かしていくことで高付加価
値や環境負荷低減・コストメリットを共立させている。

QC大会
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需要獲得

担い手確保
サービス

東邦運輸倉庫株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

宮城県仙台市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

『最善な物流サービスの提供』
高品質・高付加価値サービスを提供
東北地方有数の規模を誇る倉庫業者。東北6県にグループ会社・協力会社を配置する
ことで独自の「みちのくネットワーク」
を構築しており、
オリジナル保管・配送ネットワー
クによる共同配送を実現。単純な保管業務に留まらず、顧客に応じた最適な物流の提案
を可能としている。
また、
トランクルームやセルフストレージの検討・研究等、倉庫業の新
たな付加価値創造に積極的に取り組んでいるパイオニア企業。

宮城県仙台市宮城野区日の出町三丁目 ● 設立
4番21号
● 資本金
● 電話／FAX 022-284-2141／022-239-3037
● 従業員数
● URL
https://www.toho-twc.co.jp/
● 代表者
代表取締役 黒川 久

生産性向上

● 所在地

1952年
10,000万円
306人

サービス

物流コンビニとして顧客に応じた高付加価値サービスを提供
「物流のコンビニ」
＝何でもこなす便利な物流企業として、食品や建材等、
あらゆる商材を顧客の求める物流形態で提供することが可能。2018年に
は東北最大級の危険物倉庫の共同運営をスタートし、同倉庫では東北初
の保税蔵置場も設置。提供サービスの幅を拡充している。
また、品質面でも
高い評価を得ており、食品共配業務において品質日本1位を獲得している。
本社倉庫

みちのくネットワーク及び国際ビジネスサポートサービス展開
同社の強みである
「みちのくネットワーク」強化のために2017年に福島
営業所を新設。東北全域にて均一・高品質なサービスの提供に向けて、事
業展開に取り組んでいる。
また、今後増加が期待される海外展開ニーズに
対して、
当社が進出をサポートするサービスの拡充を進めている。商流を支
える物流企業として、海外進出を検討している中小企業に対して、最適な物
流プランの提案や必要書類代行、翻訳まで幅広くサポート行うなど、物流
関連サービスの付加価値向上に取組んでいる。

みちのくネットワーク主要拠点

IoTによる業務の効率化および営業支援ツールの活用
営業から給与管理に及ぶまで、各種ITシステムを利活用することで業務
の効率化に取組んでいる。営業面ではクラウド上で名刺や営業活動を管
理・共有化できるシステムを導入し、効率的な営業を実現。配車管理システ
ムを用いることで、業務効率を向上させている。給与ソフトも刷新し、
クラウ
ド上で人事・経理データと連動させることで総務関連処理についても効率
化に取組んでいる。

配車支援システム
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株式会社秋田今野商店

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

秋田県大仙市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

創業以来109年、種麹製造業から総合バイオ企業へ
国内屈指の設備とヒトへの投資で技術を進化
同社は、
種麹・総合微生物のスターターメーカーとして、
日本の食文化の象徴ともいえる
「酒、
味噌、
醤油、
みりん」
などの発酵食品の素となる微生物の種菌を専門に製造・販売して
いる。
社是は
「温古知新」
。
1910年の創業以来、
酒蔵や味噌・醤油醸造元などの生産者向け
に種菌を供給し続けてきた。
さらにこれら技術を活かし、
世界の発酵食品・飲料製造用種
菌、
環境浄化用微生物、
微生物農薬原体健康食品素材など多様な分野へも展開も行う。
地

生産性向上

元農業高校の卒業生の積極採用・働き方の多様化など“ヒト”へも積極的に投資を行う。
● 所在地
秋田県大仙市字刈和野248
● 設立
● 電話／FAX 0187-75-1250／0187-75-1255
● 資本金
● URL
http://www.akita-konno.co.jp/ ● 従業員数
index.html
● 代表者
代表取締役社長 今野 宏

1910年
3,600万円
35人

ものづくり

食品から環境分野まで 新市場開拓を実現する製造技術
100年以上の歴史の中で、蓄積された微生物は約1万種類、国内におい
て醸造品目を網羅的に製造できるのは他に4社程度。国内人口の減少と高
齢化が進み、醸造品全体の需要も減少が見込まれる中、醸造用種菌で培っ
た技術を活用した新製品開発／製品の高付加価値化を行い、新たな需要
を開拓している。機能性食品素材となる免疫機能を増強する微生物原体、
環境調和型農業の基盤になる微生物農薬原体などがその代表例である。
その他、秋田県総合食品研究センターと共同で甘酒用種麹を開発するな

製品（麹菌）
の顕微鏡像

ど、
地域資源の活用にも積極的に取組む。

業界最大規模の製造施設新設 総合バイオ企業へ
2017年、大仙市の本社近隣に業界最大規模の製造施設となるバイオイ
ンキュベーションセンターを立ちあげ、大規模生産設備を新設した。工程の
効率化を図りながら一括生産を行うことができ、生産性の向上を実現。
ま
た、
ユダヤ教食品規定「コーシャ」認証を取得するなど、和食文化の国際化
を見据え宗教的な観点を考慮した製造開発を行い、世界中の醸造元など
多様な顧客への販売を行う。種麹製造業者から、海外からも知られる総合
バイオ企業への進化を図る。

業界最大規模の製造施設

発酵文化の継承と進化 積極的なヒトへの投資
秋田で育まれた発酵文化を次世代に継承・発展させていくための人材育成を行
う。
県内の高校卒業者や県内出身者を定期的に採用。
また、
毎年、
県内中学、
高校の
職場体験や大学からのインターンシップを積極的に受け入れる。
これにより、
社員
の年齢構成の多様化を実現するとともに、
秋田の発酵文化の発信にもつなげてい
る。
また、
資格取得支援、
能力向上の一環として、
業務を継続しながらの地域大学で
の社会人博士課程の取得の支援など、
人材育成への惜しみない投資を行っている。
地元大学のインターンシップ
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丸大機工株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

秋田県にかほ市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

女性社員の活躍の場を広げるとともに
工程の自動化で高付加価値を実現
1976年に精密部品加工の製造により創業し、以後、機械・電気・ソフトを含む設計か
ら精密部品加工、大物部品加工、溶接加工、組立、電装、据付調整まで、
あらゆるニーズ
に対応できる体制づくりを目指して事業を展開してきている。永年にわたって大手企業
様の装置製作という貴重な経験で培ってきた自動省力化機械、半導体製造装置や産業
機械などのノウハウを得ることができた。
ここ数年来は、
それぞれの技術や経験を活か

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

秋田県にかほ市金浦字笹森125-1
0184-38-3988／0184-38-2193
http://www.marudaikiko.co.jp/
代表取締役社長 菊地 兼治

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

して自社製品の開発も手掛けている。
1975年
5,000万円
213人

ものづくり

鏡面加工が可能な立型マシニングセンタの導入による付加価値向上
半導体関連部品や真空部品のなかでは加工部品の製作工程のなかに磨
き作業という工程があり、従来、治具・工具で人の手により磨き作業を行っ
ていた。
この作業は作業者の手先に負担がかかり疲労やストレスになる他、
ペーパーヤスリとヘラ等も面の幅に合わせて準備が必要なため手間と時間
がかかっていた。鏡面加工が可能な立型マシニングセンタの導入の結果、
磨き作業の人員をオペレーターに配置転換したり作業の自動化を図ること
ができ付加価値の向上につながった。

精密部品加工工場

最新の画像寸法測定器を取得し効率化を図る
最新の画像寸法測定器を導入することにより、人によってばらつきの
あった測定方法を統一し、例えば1個あたり約45分かかっていた測定時間
が瞬時に合否判定できるようになった。
このように効率化に向けた積極的
な取組を行っている。
また、多台持ちで作業を行う中堅社員を若手社員の
教育担当として配置することで、機械設備の機械的構造、原理、操作方法等
基礎的なことの指導等を行い、多能工化、機械の多台持ちを推進すること
等で業務の効率化を図っている。

画像寸法測定器による合否判定

女性技術者の育成と活躍できる場をつくる
精密機器産業が集積する当地域の人材の掘り起こしを考え、地元で電子
部品関連業務の経験者を中心に社員を募集し新工場を立ち上げた。本社
から転属させたベテラン女性社員を指導役とし、女性の技術者の育成と活
躍を推進しており、以前は男性が行っていたような仕事でも積極的に女性
を登用し雇用の拡大につなげている。女性を中心とした職場であり、現在ま
で離職者のない働きやすい職場となっている。
フルタイムで勤務する者も多
く資格の取得を推進している。

女性を中心とした工場
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株式会社丸十大屋

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

山形県山形市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

品質管理と付加価値向上の生産プロセス
商品開発力と地元の地域活性への貢献
紅花商として創業し、明治中期より醸造業を開始。以来、醤油・味噌・つゆ・各種調味
料を製造販売し、
「健康」
「グルメ」
「即席」
「志向」に着目した製品開発を実施している。
50数年前に発売した
『味マルジュウ』
は、厳選した4種のダシを加えた
「だし醤油」
で、
い
まや地元山形には欠かせない味の看板商品。全国醤油品評会では過去6回の農林水産
大臣賞を受賞。
中国、香港、及びドイツへ輸出実績があり、現在はマレーシアにハラール

生産性向上

製品を供給している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

山形県山形市十日町3-10-1
023-632-1122／023-623-5815
http://www.marujyu.com
代表取締役 佐藤 利右衞門

● 創業
● 資本金
● 従業員数

1844年
3,000万円
38人

ものづくり

脱塩装置導入による生産プロセスの強化
2013年、人工透析の原理を利用した半透膜によって、醤油から塩分だけ
をカットする脱塩装置を導入。
これにより、
うま味を落とすことなく従来製
品から塩分のみカットした減塩商品が完成。醤油本来の味、香り、色合いを
保ちながら減塩した商品は、職人の技量で調整するかつての減塩商品との
差別化になり、
より本物志向の商品となった。高血圧患者が多い山形県に
おいては減塩運動の啓発が必要であり、県内の各医療関係施設の食事は
もちろん、
県立病院等で行われる減塩指導にも当社製品が使用されている。

DW-1型 電気透析脱塩装置

一人4役で互換性を高める取り組み
作業工程の効率化には、機械設備の導入は欠かせないが、限られた人員
でそれを使いこなすには全員が機械の特性を理解し、操作できなければな
らない。
よって、一人4役をこなすことができるようOJTによる社内研修を実
施している。互換性が高まることによって、
スムーズな休暇取得が可能にな
り、急な受注等突発的な事象にも対応ができるようになった。
また、新商品
が多く開発される中で、商品アイテムの見直しを定期的に行うことで、生産
効率を上げ非効率な作業を低減させることを徹底している。

商品アイテム
「減塩しょうゆ詰合せ」

女性の適材適所への配置と定年到達者の継続雇用推進
研究開発分野は女性に適した職務として捉えており、現在は全て女性を
配置している。製品開発に際しての官能・設計・創造は繊細な部分であり、
また製品の分析・データの蓄積等は緻密な作業である。製造分野において
も、
体に負荷がかかる作業以外のものについては、
むしろ女性に適性がある
ものも多く、最終検査等の重要な工程を任せている。
また、定年を迎えた社
員は経験や貴重なノウハウがあり、健康で働く意欲がある限り制度に関係
なく柔軟に雇用を継続する方針である。

女性社員による無菌検査の様子
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進和ラベル印刷株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

山形県上山市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

山形から世界レベルの技術で
ブランド企業を目指す“喜働集団”
同社は、農産物や食品加工品・家庭用品・工業製品・化粧品・医薬品など、多岐にわた
る分野で使われるラベルの製造・販売をしている企業。製品はシール・ラベル印刷に特
化しており、世界が認める印刷技術とデザイン力を有する。
その技術力の高さから様々
な受賞歴が証明している。全日本シール印刷協同組合連合会主催の
「第27回シール・ラ
ベルコンテスト」
では最高賞である
「経済産業大臣賞」
を受賞。
その他、
「世界ラベルコン

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

山形県上山市蔵王の森10
023-672-7577/023-673-2019
https://shinwalabel.co.jp/
代表取締役社長 晋道 純一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

テスト」
でも最高賞の
「Best of the Best」
を2度受賞している。
1987年
3,000万円
62人

ものづくり

独自商品から介護まで あらゆる分野に対応可能な印刷技術
顧客のニーズに合ったラベルの製造に留まらず、独自商品の開発も手が
ける。
その一つが、
ワインの瓶などボトル状のものに貼り付けることで立体
的に商品PRができる
「ボトルネッカー」。用途によって形状を変えることが
でき、
ビール瓶やペットボトルなどにも適用可能。現在は県内のワインメー
カー等に採用されている。
また、
山形大学が行う、介護用おむつの尿ぬれ感
知センターの開発にも携わる。
おむつに、
フィルムにICタグを印刷したセン
サーを貼り付ける製品で、ICタグの印刷工程を担う。

立体的PRができる
「ボトルネッカー」

最新ラベル検査機の導入で検査時間を大幅に短縮
従来ラベルはロール紙に印刷するため、1つ不良箇所を発見すると検査
機が止まり、次の不良箇所を発見するとまた止まっていたため、1ロールの
検査が終わるまで長時間を要していた。新たな検査機は、1巻600メートル
のロールを最後まで検査して不良箇所を記録し、巻き戻す時に不良を取り
除くことができる。検査時間を30分ほどの短縮と高品質化を実現したこと
で、同業者のラベル会社、化粧品や医薬品関係など新たな顧客開拓に繋
がっている。

最新鋭の検査機

幅広い年代のノウハウを結集、
デザインの多様性を創出
デザインは6名の社員で構成された
「デザイン制作室」が担う。顧客の要
望に柔軟に対応するための秘訣は、幅広い年齢層の知恵を結集。OBOGの
多い東北芸術工科大学の学生とデザインや仕事内容について話をする機
会を設け、若い感性を取り入れている。
また、社員は定年後も65歳まで再雇
用という形で働くことを可能にした。結果、60歳以上の社員が技術の継承
を行うほか人手不足を補う役割を果たす。
これまで培ってきたノウハウと若
い感性の融合が品質と独自性を支える。

学生の若い感性を取り入れる
「デザイン制
作室」
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有限会社高橋工業所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福島県福島市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

国内でも有数のシェアを誇る高い技術力
設備と仕組の両面による生産性向上の工夫
同社は、昭和32年に鋳造金型や機械設備の製造を目的に創業した。創業の数年後に
は、
オイルシール金型と治工具の製造を開始し、
それらは現在の主力製品（非常にシビ
アな精度の金型を月間100種類以上製造し、国内でも有数のシェアを誇る）
となる。昭
和36年7月には有限会社高橋工業所へ組織変更した。平成24年に事業承継を経て髙橋
拓美氏が40歳で代表取締役に就任し、現在に至る。平成26年には福島市内に新工場

生産性向上

（第二工場）
を建設、更なる生産体制の強化を行っている。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

福島県福島市泉字仲田8-7
024-557-1580
ー
代表取締役 髙橋 拓美

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1957年
1,000万円
34人

ものづくり

IoTと最新機械の活用による効率的な生産計画の実現
同社は、
ものづくり補助金を活用し、機械導入や社内ICT・IoT環境を整
備した。
これにより設備の負荷状況（負荷オーバー状態や遊休状態）
をオフィス
PCや携帯電話・タブレット端末から一元的に把握でき、設備ごとの負荷状
況を確認しながら融通性の高い生産計画の立案が可能となった。
その上で
ICT・IoT環境や高性能5軸加工機等の最新設備の効率的な活用を組み合
わせることで、加工時間を従来の機械と比較して2/3まで短縮し、競合他社

設備のステータスはスマホで確認できる

には実現不可能な低コスト、短納期を達成している。

計画的な多能工化教育による生産性向上
同社では、
新入社員に対して社内の全工程を教育・指導し、
1人の社員が一連
の作業を行えるように訓練している。
これら訓練後に担当部署に配属すること
で、
社員の一人ひとりに製品の完成までのプロセス理解を促し、
より効率の良い
生産方法を自身で考えられる仕組みとしている。
また配属先の作業現場では、
1
人の社員が複数台の機械を掛け持ちして高い生産性を維持できるよう、
先輩社
員と若手社員をペアにし、
3年計画での多能工化・人材育成・職場定着を図る。
先輩社員から若手社員へ技術を繋ぐ

評価制度と多様な人材活用による意欲と技術の向上
同社は、能力主義の社員評価制度を採用しており、20代前半で役職に就
いた社員もいる。実際の評価においては、難しい仕事ができることを最優先
項目とせず、意欲（やる気）、協調性なども総合的に評価している。
また、高齢
者（熟練工）の雇用にも積極的に取組む。彼らの圧倒的な経験値や機械の
知識は、機械トラブルへの対応などの場面で大きな力を発揮する。
さらに彼
らの高い技術（誤差0.1mm以下の高度な仕上げ技術等）
を若手へ継承す
るため、
前掲のICTを活用した可視化にも取組んでいる。
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ベテランの卓越した経験と技術は大きな力
に

株式会社松竹工芸社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福島県西白河郡西郷村

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

独自の桐材スライス・着色法を確立
業務プロセス改善と多能工化で実現へ
同社は「雲母」
や
「コルク」等、
自然素材を原料にした壁紙製造をしてきた。平成19年
度の地域資源活用新事業展開支援事業を機に、
「桐材」
を用いた高付加価値の壁紙開
発に成功し、
現在の主力商品となっている。
平成30年度には
「桐壁紙」
のデザイン性が認
められ、公益財団法人日本デザイン振興会のグッドデザイン賞（デザインによって暮らし
や社会をよりよくしていくための活動）
を受賞。技術・デザインの両面で定評を得て、国

● 所在地

福島県西白河郡西郷村大字米字米村 ● 設立
64-1
● 資本金
● 電話／FAX 0248-25-1200／0248-25-1110
● 従業員数
● URL
ー
● 代表者
代表取締役 小針 悦也

生産性向上

内外高級ホテルや商業施設の壁紙として販路を拡げている。
1963年
1,000万円
7人

ものづくり

商品づくりに手間を惜しまないことが同社のこだわり
自然素材を用いた壁紙は手間をかけることで価値に結び付けてきた。桐
材の壁紙は、染色による着色工程と素材の持つデザイン性を活かした
「編
込み」
「寄木（よせぎ）」
「象嵌（ぞうがん）」
の手法を用いた工程を経て商品化
する。同社は桐材をブロックスライスする独自技法の確立に加え、
スライス
した素材を内部まで染色する着色手法を開発。
デザイン性に優れ、深みの
ある色を桐に持たせることに成功し、オンリーワンとなる高付加価値の商
品づくりができたのである。

2018年度グッドデザイン賞受賞の壁紙

業務プロセスの全面見直しが事業拡大を後押し
従来、
同社が製造する自然素材を用いた壁紙は人手による工程が多かっ
た。丸太を入荷してから製材、製造、出荷までの工程を細分化すると、
およ
そ15工程にもなる。一方、手間をかけることで価値に結び付けた商品でも
あった。今後の事業拡大のため、
プロセスの見直し及び工程の機械化・簡略
化に結びつく工法の確立を積極的に推進。工法実現のための装置を導入
し、結果として6工程の機械化を実現させたのである。商品価値を維持しつ
つも業務効率化を図り、
さらなる事業拡大に挑み続ける。

工法実現に導入した樹脂加工機

多能工化とモチベーション向上で実現する従業員の定着化
高齢化や人手不足等の問題を克服するため機械化を推し進めてきた。加
えて、個々の従業員の力を最大限発揮させて同社全体の生産性を押し上げ
るべく、積極的に多能工化を促進している。
また、業務面だけに留まらず、福
利厚生の充実及び社内での従業員間コミュニケーションをより一層活発
化させた。
あらゆる角度からアプローチした施策を講じることによって従業
員のモチベーション向上を図り、低離職率を実現している。商品づくりへの
こだわりは、
人材確保・育成に対しても好影響を与えている。
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同社従業員のみなさま

株式会社小野モータース

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福島県いわき市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

IoT化で生まれる時間を活用
サービスの付加価値向上・働き方改革を推し進める
福島県いわき市内郷、平にてホンダ販売店を2店、中古車センターを1店、合計3拠点
体制で営業展開している。経営スタンスは「顧客・従業員満足、
コミュニケーション」。全
国のホンダ販売店を対象とした顧客満足度調査においても常に上位の販売店である。
また、同社は自動車の販売・整備を通じて、積極的に人の健康の維持と地球環境の保全
に努めている。CO2排出量前年比30%削減を目標に環境保全活動も実施し、
お客様や

生産性向上

地域社会から喜ばれるグリーンディーラーを目指す。
● 所在地
福島県いわき市内郷高坂町八反田68-4 ● 設立
● 電話／FAX 0246-35-6970／0246-35-6971
● 資本金
● URL
http://dealer.honda.co.jp/honda ● 従業員数
cars-iwakichuo/
代表取締役 小野 勝康
● 代表者

1964年
2,789万円
24人

サービス

きめ細かな顧客対応によるサービスの付加価値向上
同社は管理作業の徹底した効率化を図り、効率化によって生まれた時間
を顧客対応の拡充へ振り向けている。受付、営業や整備担当者全員で顧客
対応ができる体制を敷くとともに、顧客訪問や予測整備アプリケーション
を活用したSNS案内を補足する電話連絡等、顧客と数多くの接点を持ちな
がら、
きめ細かなフォローや提案を継続している。顧客サービスの付加価値
及び同社に対する顧客満足度は着実に向上しており、
中には顧客からの口
コミで他販売店から乗り換える消費者もいるほどである。

気軽に来店できる店づくりを追求

全社的なIoT化で業務効率化・生産性向上を促進
ナンバープレート読み取りシステムにて顧客来店、受付、整備作業までを
一貫管理。
受付・営業担当者はタブレット端末とスマートウオッチ、
整備担当
者・管理職はタブレット端末を活用してタイムリーに顧客対応内容を入力し、
ペーパーレスによる効率的な顧客管理を徹底している。
また、
整備部門では
紙による整備指図票は廃止し、実行すべき整備情報は担当者のタブレット
端末へ送信。無駄な歩行、検索時間を減らすことで業務の効率化を実現し
た。
加えて、
測定工具や点検検査機器からの測定値をパソコンへ自動転送し
て手書き作業を省力化することにより、
一層の業務効率化を図っている。

タブレットを活用してペーパーレス化を推進

働き方改革がもたらす発展的な人材活用・確保
業務効率化及び生産性向上から生まれる時間や利益は、長時間労働の
改善、
有給休暇の取得促進、
更には給与として従業員へ可能な限り還元。
働
き方改革を推し進めることにより、従業員のモチベーションを高めている。
また、同社の働き方改革の取組みは、就職説明会の場で「優良企業」
として
認知されることにもつながり、大学生や高校生に対する新卒採用活動にお
いても追い風の効果をもたらした。業務効率化及び生産性向上が人材活
用・確保に発展的な影響を与え、好循環を生んでいるのである。
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営業・整備スタッフのみなさん

株式会社伊藤鋳造鉄工所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

茨城県那珂郡東海村

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

新時代にふさわしい鋳造の現場を醸成
独自の技術で、
オンリーワンのものづくり
大型の建設機械や鉄道車両用モーターフレーム、産業機械などの大型鋳造部品を製
造販売しており、
グループ企業や海外工場含めて月1,600tを生産。新時代にふさわしい
作業環境の改善、品質、生産性の向上を目指し、典型的な3Kの職場と言われている鋳
造の現場を変えようと工夫を重ねている。鋳造という数千年の歴史を持つ製造方法に、
独自の先端技術を取り入れ、
アイディア、
テクニック、
オピニオンを基本理念に当社にし

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

茨城県那珂郡東海村村松3129-43
029-306-0030／029-306-0051
http://www.itofound.co.jp
代表取締役 伊藤 幸司

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

かできないモノづくりを行っている。
1946年
1,000万円
109人

ものづくり

ロボット化とIoT技術の導入で熟練技術の標準化と設備稼働率の向上を図る
砂型の造型工程に、新たにロボット化しティーチング・プレイバック機能
を備えることで作業を自動化した造型ミキサーと振動テーブルを導入。従
来は作業者の力量に依存していた工程のバラつきを低減し、熟練技術の標
準化を図ることで原価低減（ムダ砂削減他）、品質の安定化（砂型の不良低
減他）
を可能にした。
さらに、
これらの設備保全にIoT技術を用いたシステ
ムを導入し、
課題であった設備稼働率の向上を実現した。
ティーチングミキサー

圧縮機導入による鋳物切削粉のリサイクルシステムの開発
鋳造後の製品は、協力企業での機械加工を経て出荷する。
この際、例え
ば鉄道車両用モーターフレームの加工工程では素材重量の約10%もの切
削屑（切粉）が発生する。
この切粉は細かく、切削油などの不純物が混ざり
比重が軽いため、取扱いが難しくこれまで安価で売却または埋立て処分さ
れていた。
そこで新たに切粉を圧縮・圧着するブリケットマシン
（金属切削
粉自動圧縮機）
を導入し、鋳物の材料（ブリケット材）
を再利用することで、
材料の物流を改善し品質の向上とコストカットに大きく貢献した。

ブリケットマシン

環境に配慮した事業活動と社員の健康管理に取り組む
社員の安全行動の習慣化を実現するため、
「安全衛生大会」、
「指差呼称
大会」、
「社長安全パトロール」、
「AED講習会」、
「避難訓練」
を定期的に開催
し、全社で安全意識を高めている。
また、社員の改善意欲を高揚するため、
毎月優良改善提案の表彰を実施。
さらにその中の選りすぐりの提案を集め
年2回（6月と12月）
「 優良改善提案コンクール」を開催し、大賞、Idea賞、
Technique賞、Opinion賞の表彰を実施。社員一人ひとりのちょっとした
アイディアが表彰され、仕事に役立っていくプロセスが日常化されている。
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優良改善提案コンクール

株式会社ポテトかいつか

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

茨城県かすみがうら市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

特殊技術によりオリジナルブランドを開発し国内全域で販売
補助金も活用し生産ラインの自動化に着手
さつまいも卸問屋として営業を開始。
プロの厳しい要求に答えるべく厳選したさつま
いもを供給。茨城県鉾田市を中心に約400件の生産者からさつまいもを仕入れ、年間約
17000トンを国内中心に販売している。品質向上と人手不足への対応として生産ライン
の自動化に取り組むなど、
「さつまいもの新しい価値を育む」
をミッションに掲げたさつ
まいも業界のリーディングカンパニーである。

生産性向上

● 所在地
茨城県かすみがうら市男神240-18
● 設立
● 電話／FAX 029-897-1815／029-897-1819
● 資本金
● URL
http;//www.potetokaitsuka.co.jp/ ● 従業員数
index.php
● 代表者
代表取締役社長 貝塚みゆき

1967年
10,000万円
360人

ものづくり

補助金を活用した生産ラインの自動化
当社は、衛生面を含めた商品品質の向上と人手不足への対応として、
も
のづくり補助金を活用して、AI技術を活用したさつまいもの生産ラインの
自動化に努めている。加工品については、外注による製品製造から、
自社生
産体制強化を積極的に進め、
内製化にも取組んでいる。

オリジナルブランド芋「紅天使」

低温熟成技術により付加価値を高めた独自ブランドさつまいも「紅天使」
当社は、
高品質で安心・安全なさつまいもを提供するため、
仕入先である約
400件の生産者と
「共存共栄」
のモットーのもと密接なネットワークを築いて
いる。
また、
生産者からの生芋の仕入れだけでなく、
苗や肥料等の資料の提供
も開始し、
生産者の安定生産に貢献している。
仕入れ後には自社倉庫におい
て最長で約1年間熟成可能なキュアリング技術により、
糖度を最高47度まで
高めたさつまいもを、
オリジナルブランド
「紅天使」
として商標登録した。
焼き芋
や干し芋、
大学芋やジェラートなどとして販売展開することで知名度を高め、
同
業他社とは差別化した高付加価値な主力商品としてブランド化を図っている。

紅天使を使用した、熟成焼き芋

オリジナルブランド芋「紅天使」の全国展開、直営販売事業の拡大
茨城県鉾田市を中心とした約400件の生産者からさつまいもを仕入れ、
年間約17000トンのさつまいもを扱い、国内全域で販売している。国内で
は、量販店向けや食品メーカーを中心に卸売りしているが、平成24年から
は、焼き芋専門店としての店舗事業や通信販売事業も開始するなど、直営
販売事業も立ち上げている。
また紅天使の生産技術の確立と品質安定のた
め、従来からの研究開発目的の新品種生産に加え、平成30年から本格的に
さつまいもの自社生産を開始している。

焼き芋専門の直営店舗
「蔵出し・焼き芋かいつか」
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株式会社大貫工業所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

茨城県日立市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

プレス技術ひとすじ六十年、持続的な研究開発で付加
価値向上と技術革新を目指す
同社は、
プレス用金型の設計製作、及び金型による量産プレス部品製造を事業の基本
とするプレス技術の専門メーカーである。技術開発においては、国、県の研究開発委託
金、助成金および茨城大学、茨城県産業技術イノベーションセンターの支援を得て、新
しいプレス技術の開発に挑戦し続け、難加工材である析出硬化ステンレス鋼の冷間微
細鍛造技術開発にも成功した。同社は、切削からプレス・鍛造加工への転換による高生

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

茨城県日立市森山町5-10-35
0294-52-3510／0294-53-6839
http://www.ohnuki.co.jp
代表取締役社長 大貫 啓人

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

産性、低コスト化を目的とした顧客ニーズ解決型提案企業を目指している。
1952年
1,000万円
70人

ものづくり

工法転換による付加価値向上とIOT・プレスマシンの融合
同社の部品加工部門では、
「切削→単発プレス」、
「単発プレス→トランス
ファープレス」へと転換することで、付加価値の向上を達成している。現在
は、
トランスファープレス金型に応力感知センサーを埋め込み、WIFIを通し
て社内LANに接続し、深絞りトランスファープレス作業による金型状況を
オンライン観察できるシステムを開発計画中である。将来的には遠隔操作
による無人運転も視野に入れており、継続的で効率的な生産形態による付
加価値向上を目指す取組を行っている。

トランスファープレス装置

プレス金型のCAE解析設計による試作回数業務の低減効率化
同社は、順送プレス金型の基本構造設計を、CAE解析ツールとCADを活
用して行っている。異形接合部のプレスバリ低減金型解析、曲げ加工部の
金型構造の解析、解析データのCADへの取り込み、CAE／CAD連携によ
る金型の構造解析設計等を実施することで、試作回数の低減がなされてい
る。現在は、油圧機能内蔵金型の構造解析として、
ダイの応力分布、
ノックア
ウト金型の応力分布、パンチの応力分布、
プレスオイルの流動解析等を計
画・実施中で、
金型製作の業務効率化がなされている。

CAE解析の様子

地元研究機関との連携による開発力の強化
同社が2011年より参加している海外の展示会では、顧客への製品訴求
を行うには、新技術の開発提案が不可欠になっている。
そのため、同社では
茨城大学、
茨城県産業技術イノベーションセンターと連携し、
共同研究を行
うことで、継続的な新技術の開発や既存技術のイノベーションに挑戦して
いる。
これらの同社の取り組みでは、副次的な効果として、共同研究を通じ
て知った学生が、同社への就職を希望し新規採用に至るなど、優秀な人材
獲得にも繋がっている。

茨城大学との共同研究会議
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株式会社ヨシダ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

茨城県水戸市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

一貫生産体制と研究開発で顧客に応え
培った技術力を多方面に展開
1923年に創業、1961年から放射性物質用グローブボックス等の原子力用設備の設
計・製作へと業務の範囲を広げてきた。近年は原子力分野で培った経験をもとに、医療
や次世代エネルギー分野へと事業を拡大している。
研究開発も積極的に取り組んでおり、長年培ってきたグローブボックスの中核技術で
ある
「隔離機能」
を発展させ、酸素や水分の無いドライグローブボックスや医療用アイソ

生産性向上

レータの製造等へ展開している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

茨城県水戸市六反田町1279-1
029-297-1005／029-297-1008
https://ysd-k.co.jp/
代表取締役社長 吉田陽子
（写真は後継者の米川周佑取締役）

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1923年
1,500万円
60人

ものづくり

産学官の共同開発で製品の安全性向上・高付加価値化
通常、
グローブボックス内の洗浄は布紙等を用いた洗浄であり、使用し
た物も放射性廃棄物となることから、洗浄における廃棄物を可能な限り減
らすため、
ボックス内の付着物抑制、
自動洗浄といった技術を、産業技術総
合研究所・茨城大学・茨城産業技術イノベーションセンターと共同開発して
いる。
この技術は金属積層造形技術や医薬・バイオ分野でも応用可能であり、
顧客の要望に応じた高付加価値なグローブボックス開発に繋がっている。

高付加価値なグローブボックス

一貫生産体制で多様なニーズに応え、ITで生産を見える化
自社内に設計・機械加工・製缶溶接の三部門を有し、顧客の要求によっ
て仕様が大きく異なるグローブボックスにおいても、顧客の要望を最大限
反映した製作が可能。
大型クレーン、大型機械加工設備、三次元測定機を導入した新工場の設
立により、生産能力を従来の2倍に引き上げ、強みである設計・組立・試験・
搬入までを一貫して担える体制をさらに強化。新工場内にはWi-Fi環境も
整え、設備の稼働率や生産管理工程をリアルタイムで把握し、従業員全体

第二工場の製缶溶接工程

で共有することで生産効率を向上。

社員間のコミュニケーション力の向上と技術育成を両立
新入社員には半年間かけて全部署をローテーションさせ、配属希望部署
を再確認。
また、社内メンター制度を整え、配属部署以外からメンターを付
けることで、
同じ部署では相談できない悩み等を共有する場を設定。
免許・資格試験は希望があれば、会社支給で受験することを奨励。従業
員約60人に対し技術有資格者は延べ件数268件。
これらの取組により、社員の貢献意欲向上、
スキルアップを図る。
合言葉は
「明るく・楽しく・元気良く」
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日冷工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

栃木県栃木市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

技術開発力強化による高付加価値の提供
設備投資による作業環境の効率化・高度化
銅・アルミ・鉄・ステンレス等幅広い素材の配管加工技術を有する数少ないメーカー。
家電・自動車・各種産業機器向けの冷凍サイクル用配管・部品、および冷凍サイクルユ
ニットの製造など冷凍関連機器の製造に強みを持つ。冷蔵庫等の冷凍サイクルの修理
事業で創業後、冷凍サイクル用配管のパイプ加工、冷凍サイクルユニット等の独自製品
開発と事業を拡大してきた。1994年に上海に関連会社を設立し、海外事業も展開。

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

栃木県栃木市大平町真弓1570
0282-43-3311／0282-43-1940
http://www.nichirei.net
代表取締役社長 上杉 昌弘

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

2004年からは東京大学と産学連携して気液分離器の共同研究開発も実施。
1958年
1,780万円
197人

ものづくり

高度な技術力と自社開発独自製品による高付加価値化・差別化
難易度が非常に高く、
ノウハウを持つ企業が少ない分野の技術を獲得す
ることにより、
市場競争力の強化、
自社ブランド力の向上を図り、
付加価値の
確保につなげている。
そのために、
独自製品の研究開発に継続して取り組ん
でおり、
現在は次世代自動車の燃料電池等で使用される
「気液分離器」
に注
力している。
また、加工設備や研究開発用の試験装置等を自社で開発・製造
する技術を有することも強みであり、
自由度の高い設備・装置の導入を低コ
ストで行うことで高い付加価値を生み、
他社との差別化を図っている。

表面張力式・遠心力式

気液分離器

多品種少量生産態勢の構築とIoT化の推進による業務効率化
従来、少品種大量生産向けであった製造ラインを、高性能なパイプ曲げ
加工機等の設備導入により、多品種少量生産態勢に移行。
この結果、銅管
から加工難易度が高いステンレス管までの対応が可能となり、給湯器配管
に係る売上高が約5%向上した。
また、2016年から5年計画で、工場内の機
器や設備の全体をネットワークで相互接続するIoT化を実施中。取引先ご
とに様式の異なる受注データを取り込み、
ライン毎の生産計画を自動作成
し、
受注から生産までを一貫して管理するシステムの開発を目指す。

ステンレス管の曲げ・端末加工

従業員の多能工化や従業員間での技術・情報の共有化の推進
外部環境により生じる繁閑の波に対応可能な態勢を整備すべく、従業員
の多能工化を促進するための教育訓練について、年間計画を立案し実施し
ている。
また、従業員間での技術・情報の共有化・承継については、
自社の製
造設備や独自加工技術の開発に係るノウハウを「技術検討書」
としてまと
め、定期的な発表会を持つことや、各現場で小集団活動を実施し、
チームで
課題を議論して解決した結果を、
中間期末に幹部社員の前で発表させる等
の取組によって推進し、従業員の成長を図っている。

小集団活動の発表会
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協栄産業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

栃木県小山市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

日本初となるPETボトルから
PETボトルに再生するリサイクル技術を確立
1985年、｢限りある資源を次世代に繋げる｣を理念に設立。1994年当時国内最大級
の廃プラスチック処理施設を竣工し、PETボトルのリサイクルを開始。繊維・シート分野
への用途開発を進めると共にリサイクル技術を公開。2011年には、
メカニカルリサイク
ル技術の確立によりPETボトルを再びPETボトルに戻す
「ボトルtoボトル＝水平リサイ
クル」
を国内で初めて実現。2012年には、新たな石油資源を全く使用しない再生PET樹

生産性向上

脂100%でのPETボトルを実用化。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

栃木県小山市城東2-32-17
0285-22-7988／0285-24-1976
http://www.kyoei-rg.co.jp
代表取締役社長 古澤 栄一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1985年
1,000万円
141人

ものづくり

「エコプラ新時代」、完全循環型リサイクルを実現
一度利用したプラスチックを新しく甦らせるプラスチックリサイクル事業
に、
メカニカルリサイクルという新技術によって、極限までの異物を取り除
いてリサイクル原料を再生し、
再びPETボトルの原料として使う完全循環型
リサイクルを実現した。
同技術で製造される再生PET樹脂は、
従来はバージ
ン樹脂によってのみ製造されていた高機能用途での利用が拡大している。
更に、原油から新たなPET樹脂を製造する場合に比べ、CO2排出量を63%
削減できる技術であり、
「地球環境を守る」低炭素社会実現に貢献。

再生PET樹脂のCO2削減効果

世界初の新技術、従来の仕組みに比べ生産工程を40%削減
大手飲料メーカーとの共同開発により、使用済みPETボトルを異物除
去・粉砕・アルカリ洗浄して生産した高純度PETフレークを溶融・ろ過の過
程で物性回復と不純物除去を同時に行いながら成形機に直接送り、PETフ
レークからプリフォームをダイレクトに成形する世界初の新技術を確立。
同
ラインでは年間3億本のプリフォームを生産することができる。試算では、
結晶化処理や乾燥など多くの工程が必要だった従来の仕組みと比べCO2
排出量も約25％削減できる。

FtoPダイレクトリサイクル技術を採用した
プラント

社員全員及び家族も含めた家族主義の経営を実践
平成27年からマンツーマンリーダー研修制度を導入し、新卒採用社員に
対し先輩社員一人をリーダーとして担当させ、
日々の業務の一つ一つから、
社会人としての心構えなどを細やかに指導する体制を整えた。また、スペ
シャリスト養成のため、職務内容、職責に応じて、各種研修会に参加させて
いる。資格取得についても奨励し、人材の有効活用に努め、難関資格取得
者には、年1回表彰式を実施している。先進的な企業や環境貢献活動を学
ぶため、
社員全員参加の研修旅行を毎年行い、
スキルアップを図っている。
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湘南マラソンにボランティアを派遣

株式会社シオダ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

栃木県那須烏山市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

最新設備よる効率化と伝統職人技の活用
歯科医師の要望を反映させた一貫生産体制
歯科用プライヤー・インプラント用器具をはじめとした医療機器の製造販売を行う。
日本で唯一、素材の鍛造から一貫生産を行い、歯科用鉗子、
プライヤー類は、国内2位
のシェア。設計・開発から携わることで、歯科医師等の多岐で細部にわたる要望を製品
に反映させることを可能とした。今後もオンリーワンの医療器具提供を通じて、
「患者様
に選ばれる器具づくり」
を目指している。医療機器製造販売業の許可並びに医療機器の

● 所在地
栃木県那須烏山市東原53
● 設立
● 電話／FAX 0287-88-2288／0287-88-2291
● 資本金
● URL
http://www.shiodadental.com/ ● 従業員数
index.html
● 代表者
代表取締役社長 塩田 信吾

生産性向上

国際規格ISO13485を取得。
1954年
1,000万円
50人

ものづくり

最新設備導入による効率化・コストダウンと高精度加工の実現
プライヤーの製作工程にて、
ものづくり補助金で導入したマシニングセン
タと独自に開発した専用加工ジグを用い検証と試作加工を重ねた結果、1
人当たり日産2.4倍の加工が可能となった。作業調整時間を短縮すると伴
に、加工精度の向上による検査時間の短縮も図れ、結果的に生産性の向上
によるコストダウンを実現。歯科インプラント用インスツルメントでは、
これ
まで培った技術力に加え最新のNC自動旋盤の導入により、高精度・高機能
の要求に応えられる精度の高い品質を実現。

マシニングセンター、NC旋盤

熟練工を活用し、試作開発や、
メーカー研修・技術承継を実施
熟練工の技術力を活かし、様々な試作開発に取り組み、製品バリエー
ション増加。歯科用に止まらず医科用医療機器の分野にも進出。
また、最新
設備の操作習得のためメーカー研修への派遣や既存製品の加工データの
マニュアル化など、若手社員向けの教育も実施。元来の職人による手加工
技術を若手作業員へ継承することで、
そのアナログとハイテクなデジタル
加工双方の技術向上による相乗効果をもたらしている。
若手社員に受け継がれる熟練工の技術

設計・開発からの一貫生産で、オンリーワンの医療機器の提供
歯科用鉗子、
プライヤー類における国内で唯一、
素材の鍛造から生産して
いる。
歯科医師からの多岐で細かい要望に応えるために、
設計・開発から製造
に至るまで一貫した生産体制を持っていることが大きな優位点になってい
る。
歯科医師のアイデアを形にし、
オリジナルの医療器具を提供することを可
能としている。
これまでの医療現場を知り尽くした経験と高い技術力を活か
し、
国内の治療現場で使い易い日本人の手に合った製品を提供している。
生
産量・製品形状増により、
海外の安価な輸入製品との差別化を実現している。
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製造した歯科用プライヤー

東京オート株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

栃木県小山市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

自社開発の基幹業務システムの活用でトー
タル・カーライフ・サポートサービスを提供
同社は、全メーカーの新車・中古車を取扱うとともに、整備・車検・保険等のあらゆる
顧客ニーズに応えるトータル・カーライフ・サポートサービスを提供している。中古車販
売業向け基幹業務システムを自社開発し、仕入・販売管理・登録など業務の生産性向上
を図るとともに、顧客情報を活用するCRMを通じて、組織的なサービス提供による顧客
満足度向上を実現している。
また、独自の従業員満足改善活動により、働き方改革にも

生産性向上

積極的に取組んでいる。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

栃木県小山市東城南1-16-4
0285-28-1111／0285-27-2500
https://www.tokyoauto.com/
代表取締役 中村 浩志

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1973年
5,000万円
158人

サービス

万全の整備体制とアフターサービスでCS向上
同社は、
自動車販売台数が減少していく市場で、販売よりも整備に重視
した設備導入・人材育成を行い、ハイブリッド車等、
あらゆるメーカーの自
動車整備ができる体制を構築した。
また、栃木・茨城県内に6拠点ある販売
店全てに自社整備工場があり、顧客ニーズに応じて、
スピーディかつ丁寧な
自動車整備を行っている。更に、
自動車検査員、2級整備士などの 資格取得
のサポートや、社内技能コンクールを開催して、社員の技能・専門知識の向
上にも取組んでいる。

スキャンツールを利用した制御装置の点検

基幹業務システム開発による業務効率化と
「生涯顧客」創り
同社は、仕入・販売・整備・会計管理などの基幹業務システムに、顧客情
報、車両情報を連携させ、情報分析、資料作成もできる独自のシステムを開
発した。
このシステムを活用し、走行距離と整備履歴を組み合わせ、顧客の
データ・声を収集・分析することで、適切なタイミングで顧客が必要とする
アフターケアやアフターサービスの案内が可能となった。
これにより、同社
従業員の業務の効率化とともに、顧客満足度を向上させ、生涯個客づくり
に取組んでいる。

TCS
（トータル・カーライフサポート）

人を活かす人材制度と従業員満足度改善活動で定着率向上
同社の人事評価時は、
定量的に計れる成果だけではなく、
期待される行動と
いった定性的な評価をする等、
各人の職務活性化に繋がる人事評価を実施して
いる。
また、
従業員の定着を目的に、
2013年から毎年実施している従業員意識調
査の結果を基に、
組織風土の改善活動を仕組化している。
主体的に従業員全員
が参加する改善活動によって働きやすさと働きがいの両面を向上させることに
取り組んでいる。
その成果として、
風通しのよい組織づくりがなされており、
就業
時間短縮・女性の活躍推進といった改善がなされ、
人材の定着化が図れている。
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全社員研修（ビジネスミーティング）

株式会社丸橋鉄工

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

群馬県前橋市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

多彩で高度な金属加工技術を持つ専門集団
製品全工程に責任を持つ自社一貫体制実現
1960年群馬県前橋市で創業以来、金属製品の加工にこだわり続けて半世紀。
ホテル
向け業務用スチールベッド、家庭用医療ベッド、産業機器部品、体育館装備品、荷役省
力機械器具全般から金型設計制作治具設計制作まで多彩かつ高度な金属加工技術を
有する専門集団。強みである製品の提案から設計・製造・組立・梱包出荷、
アフターサー
ビスまで全工程に責任を持つ自社一貫体制を実施。企業理念「安全」
「 創造」
「 和」のも

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

群馬県前橋市鳥取町151-9
027-269-2567／027-269-2934
http://www.maruhashi.co.jp/
代表取締役 丸橋 哲郎

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

と、
よりよい品質を真摯に追及し迅速かつ安定した製品提供に努めている。
1960年4月
4,000万円
60人

ものづくり

工程に責任を持った
「自社一貫体制」
金属製品の製造を得意とし、木工事・縫製品などを含めて最終形態まで
形にするを目的とした商品を製造。提案から設計・生産、納品後のアフター
ケアまで、
パイプ切断・曲げ、板金加工、溶接等自社工場の設備を最大限生
かし、全ての工程に責任を持った
「自社一貫体制」
を構築。技術的開発能力
は、多岐にわたる製品受注により蓄積した金型から、金属加工に関して
「切
断」
「溶接」
「曲げ」等、
およそ完成品まで外注に頼らず製造できる。顧客の思
いや要求に迅速かつ確実に応える実績を積み重ねて来た。

MTトラック
（ステージ下収納システム）

最新設備導入と熟練技術者の融合
最新設備導入により、①金属の三次元的切断、②切断・穴あけ加工時間
短縮および同社の高度な知識や特殊な加工スキルを備えた熟練技能者の
技術を融合することにより、主力商品である大手ベットメーカーから発注
のベット製造において、立体形成してある金属板の加工の生産性向上と業
務効率化を実現し、高品質な商品要望に応えている。
またホームページの
充実を図り、同社商品の木目細かい商品説明を掲載したことにより、多方
面からの問合せおよび発注が増加している。

ターレットパンチプレス
（タレパン）加工

若手従業員の
「多能工化」
の促進
残業時間の削減、有給休暇の取得など働き方改革を意識し、積極的に取
組んでいる。入社1年目の新入社員には、10年後に中心的な人材に育つよ
う勤務時間内に計画的な取組により技術革新に対応できるよう多能工化
の育成に努めている。
中途採用社員には、
自ら考え行動することの大切さを
伝え、
『自分がやらなければ』の意識を持つよう教育し、忙しい工程に人員
を動員したり、工程間の境目をなくしたりして工程改善に努め、人材の有効
活用を実施している。

想像を創造に変えるものづくり企業
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平方木材株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

群馬県前橋市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

最新鋭プレカットラインによる生産性向上
取引先へのトータルサポートと人材育成
1900年の創業以来1世紀以上にわたり“木”に携わり、
プレカット加工、
建築・住宅資材
の総合販売、
リフォームなどの事業で、
常に時代の変化に即したチャレンジを続けている。
2018年1月に最新鋭のCAD、
プレカット加工機が本格稼働、
厳しい品質基準をクリアした
証であるAQ認証プレカット工場の認定も得ている。
県産材の良さを広める
「群馬すてきな家づくりの会」
や、
ぐんま健康・省エネ住宅推進協

生産性向上

議会事務局として断熱性重視の命と健康を守る木の家づくりの普及推進に取組んでいる。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

群馬県前橋市天川大島町1248
027-261-0216／027-261-0254
https://www.hirakata-m.co.jp/
代表取締役社長 平方 宏

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1900年
4,400万円
69人

ものづくり

プレカットラインの更新と特殊加工機のライン化で生産性向上
それまで道路を隔てて2か所で行っていた加工作業を1か所に集約する
とともに、更新した最新鋭のCADとプレカット加工機からなるプレカットラ
インに、別ラインにあった登り梁や斜め仕口等に対応する特殊加工機も同
一ラインに組み込んだ。結果、
月産加工量4,500坪は変わらないが、加工範
囲の拡大や加工精度の向上、加工時間の短縮が図れ、
プレカットラインの
生産性は従来比1.4倍に向上した。
さらに全社的に業務内容を見直してム
ダな仕事を洗い出すなど所定外労働時間も削減した。

最新鋭プレカットライン
（横架材加工機）

時代の変化に即応した工務店へのトータルサポートと信頼関係
取引先の工務店に対して、工法・工事・アフターサービス、瑕疵保険や住
宅ローンの取次から、長期優良住宅、認定低炭素住宅、
ゼロ・エネルギー住
宅等の国が定める各種申請業務のサポートまで、
トータルかつワンストッ
プでサービスを提供している。
また、公共施設でも木材の使用が広がってお
り、大規模な建物では構造計算がより重要になるため、
自社ソフトを使用し
て計算し、
コンピュータ制御で木材を正確にカットして提供すること等を通
じて取引先との緊密な関係を築いている。

中大規模木造施設の事例

OJTや外部研修による技能伝承や人材育成と事業承継の取組
全社的な目標実行書や社員と上司が協議して作成するチャレンジシート
をもとに、PDCAを回して適正に評価し、成果を表彰や賞与に反映させるこ
とで、社員のモチベーション向上に繋げている。
また、OJTを通じた技能伝
承に取組むとともに、階層別の外部研修を受講させるなど、人材育成にも
積極的に取組んでいる。4年前には住宅営業等を経験した社長の長男が入
社、基幹のプレカット部門を統括する生産開発部長として経験を積ませる
ことで、
計画的な事業承継にも取組んでいる。

若手社員の1日
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群馬合金株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

群馬県伊勢崎市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

ダイカスト生産のパイオニア企業
業務を見直し効率化や高齢者活躍を推進
ダイカストのパイオニア的存在として、国内外へ輸送用部品を中心とした製品を長年
にわたり提供。1995年、激変する市場環境に素早く対応し、
フィリピンへ進出。また、
2010年には技術立社を目指し、
テクニカルセンターを設立。2011年には環境配慮型工
場を宣言し、排出ガス削減活動を開始。C-TPM活動を根付かせ、全従業員一丸となって
改善取組み。技術と英知と情熱を結集させ、可能性豊かなダイカスト分野でお客様に選

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

群馬県伊勢崎市境東新井1048-19
0270-76-3501／0270-76-2582
http://www.gkg-gr.com
代表取締役 六本木 純一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

ばれ続ける100年企業を目指して活動している。
1947年
15,000万円
106人

ものづくり

少子高齢化を見据え、先端技術やロボットを積極導入
少子高齢化を見据え、
ヒトにやさしい職場環境を実現すべく、先端設備
やロボットを積極的に導入。全数検査を求められる外観検査では、市販品
ではなく公設試験研究機関と共同開発した画像処理装置を導入し、検査員
の負担軽減とヒューマンエラーの削減により、品質向上と効率化を実現。
ま
た、
ダイカスト製品では
「バリカキ」
という製品から余分なアルミを除去する
ための人出での作業があるが、
これをロボット化し作業環境を改善すると
ともに、
人員配置転換による付加価値の向上を実現している。

画像処理による外観検査自動化の試験導入

全社的な業務見直しによる無駄の徹底排除
直接部門では、製造ラインの作業の「見える化」
を進めている。設備故障
をランプで表示して、作業者全員が把握し易いよう工夫。
ランプの色によっ
て、設備保全マンが直ちに出動し、
ライン停止時間の無駄をなくしている。
また、一つの作業が特定の人しか行えない状態では作業全体の停滞が発
生し易いため、
この状態を回避するためにも作業の「見える化」
を推進して
いる。更に、間接部門では、ITの活用で重複入力なしにボタンひとつで現品
票を印刷する仕組みを、公設試験研究機関と共同で構築した。

設備状況のランプ表示による見える化

高齢でも活躍し続けられる会社づくり
少子高齢化の背景により、高齢者の技術･技能の活用と新規採用者の確
保が経営課題となっている。
これに対応するため、労働生産性の向上に取
組む。業務の重複･無駄の見直しや、前述のように
「バリカキ」
という製品か
ら余分なアルミ材を除去する工程等にロボットを導入。作業負担軽減に加
え３０～５０％の労働時間を短縮し、高齢者でも可能な軽作業化、作業環
境改善による人材の採用・定着化を推進。更に、高齢のベテラン社員が現場
改善を牽引し、
作業の文書化、OJTによる技術・技能の伝承を行っている。
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ロボット導入によるバリカキの自動化

株式会社ボルテックスセイグン
群馬県安中市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

物流に関する一貫したサポート体制の構築
自動荷役システム開発による業務効率化
1951年設立の総合物流企業で「安全第一主義」
を理念とし、東日本に11拠点（総面
積22,000坪）、291台の車両を保有し、事業展開を行っている。国内輸送、倉庫保管、梱
包、人材派遣に加え、都心から100kmの内陸港として国際物流にも対応。利便性向上や
リードタイム短縮により、顧客の物流コスト削減に貢献している。産官学金連携による
IoT技術を活用した
「荷役自動化システムサービス」
の開発・普及を進め、
中小物流業の

生産性向上

成長に貢献していく。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

群馬県安中市原市432番地
027-382-3333／027-382-4792
http://www.vortex.gr.jp/
代表取締役社長 武井 宏

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1951年
13,950万円
491人

サービス

自動荷役システム販売による中小企業の省人物流管理の具体化
既存倉庫でも導入できるIoT技術を活用した
「無人フォークリフトを活用
した自動荷役システム」
を開発。
この事業は慢性的に人が集まりにくい倉庫
業務で、
トラックへの荷積み、荷卸し以外の入出庫業務を、無人フォークリ
フトにより24時間稼働も可能にするシステムである。既存倉庫業務の生産
性を高めつつ省人化の推進が可能で、導入事業者のコスト低減化も実現。
更に倉庫の在庫状態に最適な入出庫導線を抽出し、荷役業務効率化も実
現。
導入による投資回収もスムーズに実現できる事業である。

既存倉庫でも自動荷役業務を最効率に実現

血圧測定IT点呼システムにて運転手が長く活躍できる仕組み
血圧・アルコール検知機能付IT点呼システムを自社開発。遠隔地の運転
者の健康状態やアルコールチェックを本社からのオンライン確認を可能に
し、現場の負担軽減及び全社ベースでの管理基準の統一化を図った。更
に、点呼毎のバイタルデータと個人の健康診断結果を反映した遠隔健康指
導システムを用いて、保健師による個別健康指導を実施し、再検率100%を
達成。従業員が長く活躍できる職場環境整えることで、業務効率向上を実
現。
2019年2月には、経済産業省より健康経営優良法人の認定を頂いた。

血圧も体温も測れるIT点呼システム

地域密着企業として多様な分野での地元への社会貢献を実現
子ども子育て新支援制度・全国認定第一号となる認可保育園の事業所
内開設など、多様な人材が活躍できる環境を整備。地元高等学校、大学へ
の出前講座の実施や毎年の定期的な新卒者の採用など、人材不足の解消
策や地元の雇用創出策を講じている。更に、環境美化活動として社員によ
る国道清掃、無事故及び環境に優しい事業運営によりGマーク、
グリーン経
営の認証を取得。
また、災害発生時に公用車への給油協力をするなどCSR
経営を実践している。

女性が快適に働くためのうずまき保育園
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吉野電化工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

埼玉県越谷市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

シールドメッキの高い技術を生かした製品開発
バリューチェーンの中核に位置付けられる
1935年に操業開始し83期目を迎える。
漆塗りなどの伝統工芸に始まり、
産業構造の変化に伴
い、
漆塗から塗装、
メッキ、
熱処理と表面処理を軸としながら事業を拡大してきた。
電磁波シール
ドメッキ、
硬質クロムメッキ、
樹脂メッキ、
亜鉛合金メッキなど様々なメッキ加工以外に、
現在は、
熱処理
（浸炭焼入れ・高周波焼入れ）
、
メッキ治具製作も行っている。
さらに金型～樹脂成型～
メッキ～組立、
治具製作～焼入れ～めっき～研磨など一貫生産可能な設備と技術を有してい

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

埼玉県越谷市越ヶ谷5丁目1番19号
048-951-1111／048-993-3335
http://www.yoshinodenka.com
代表取締役 吉野 寛治

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

る。
また、
表面処理に特化した研究開発部を有し、
産学官連携による技術開発を進めている。
1935年
9,999万円
207人

ものづくり

生産設備の見える化と自動化
吉野電化工業ではメッキ設備の稼働状況の見える化と生産情報のデジ
タル化を進めている。一部の設備の稼働状況は常時モニタリング、稼動状
況や効率が一元管理されている。
この情報をもとに生産カイゼンを進めて
いる。
また生産設備と検査の自動化も進めている。熱処理工程では人手で
24時間稼働していたラインの無人化を実現している。手の空いた人材は新
規の開発およびカイゼン業務に取組み更なる付加価値の向上を推進して
いる。
さらに、
これまでは完全に人の目に依存していた製品の外観検査も、

メッキ加工品の自動検査機と管理モニター

高精度なカメラや画像解析を用いて一部自動化を実現している。

業務システムの導入による高度なマニュアル化とデジタル化
業務効率の改善として、全ての業務のマニュアル化とデジタル化に取り
組んでいる。具体的には顧客毎に異なる受発注処理、伝票処理などを全て
マニュアル化し、
共通点を洗い出し最適な業務手順を作成している。一部の
顧客では伝票形式の変更や受発注手順の見直しを依頼し、製品名や番号
を専用伝票などに転記するといった手間のかかっていた業務をスリム化し
ている。
また、新規業務システムの導入を進め、手動で入力していた伝票情
報などを、
デジタル情報で読み込み可能なシステムの構築を進めている。

システムを導入した事務所

若手と高齢者が競争しながら成長する仕組み
同社は60歳定年となっているが、
本人の希望により65歳もしくは65歳以
上の雇用も積極的に行っている。近年では高いスキルを持った65歳から75
歳の高齢者を6人雇用し、若手技術者との交流を行いながら職人技術の継
承とマニュアル化を進めている。働き方改革としては、
男性の育児休暇の推
進や、
産休・育休からの復帰推進などに積極的に取り組んでいる。
現在も2回
目の育児休暇を取得中の従業員がいる。会社全体での懇親会や旅行、食堂
や休憩室の整備も適宜進めており、
実際に離職率の低下につながっている。
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シニア従業員と若手従業員

株式会社デサン

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

埼玉県さいたま市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

一気通貫のマーキングフィルム加工体制
アナログ・デジタル技術を様々な場面へ
同社は、車両や内外壁のマーキングフィルム加工（車体や壁に直接塗装せず、
デザイ
ンや画像を印刷したフィルムを貼り付ける方法）
で、国内の草分け的な存在。
自社工場
には特殊な印刷が可能な大型インクジェットプリンタを導入し、
ラッピングバス・看板サ
イン・室内壁面装飾などの様々な媒体を手掛ける。2020年東京五輪・パラリンピック向
けのラッピングバス18台（都内にて2018年8月より運行）
をはじめ、多種多様な実績を

生産性向上

持つ。近年は、
デジタルコンテンツ事業にも力を注いでいる。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

埼玉県さいたま市北区大成町4-140
048-651-1881／048-664-7276
http;//www.dessin.co.jp
代表取締役社長 藤池 一誠

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1981年
3,000万円
87人

ものづくり

設備投資とワンストップサービスによる生産性向上
同社は、最新型UVインクジェットプリンタとラミネータを備え、
またデザ
インから施工までのワンストップサービスを提供することで、高度な顧客要
求への対応、
リードタイムの短縮、低コストを両立する。
とりわけ前者によ
り、印刷速度は従前の1/3に、乾燥時間は従来の半分に削減された。
さらに
2014年4月より稼働した栗橋の新工場には全長20mと16mの「乾燥炉付
超大型塗装ブース」
や
「集塵ブース」
を完備し、大型特装車や建機の塗装も
請け負える体制となった。

6年保証に対応したUV型IJプリンタ

マーキングフィルムと電子看板を連動させた広告の提供
同社は、看板の電子化（IT化）
を数年前から予見し、
デジタルサイネージ
（電子看板）
にも注力している。2020年の東京オリンピックに向けて需要が
増加する多言語パネルをはじめ、AR（拡張現実）
や顔認証などと連動させ
たコンテンツも提供可能。
また、
マーキングフィルムと電子看板との連動も
視野に入れ、双方を一気通貫で請け負える体制を構築し、受注活動中。例
えば店舗の電子看板とその前にあるショーウィンドーの装飾を自社で担う
ことができ、
一体的な視覚効果を持たせた広告を実現できる。

機器の選定からコンテンツの作成まで

シニア人材並びに外国人人材の活用による技能伝承
塗装事業では、次世代への技能伝承を企図してシニア人材を有効活用し
ている。公的資格である塗装技能士1級の取得を目標に掲げ、
シニア技能者
を講師とした次世代の育成教育を3か年計画で進める。2018年は、
その第
1ステップとして塗装技能士2級合格者3名の輩出に成功した。加えて、近年
は外国人人材の活用も図っている。塗装事業においては、安定した有能な
人材としてインドネシアの自動車や機械の知識を有する実習生を起用し、
新事業展開においては、
ミャンマーの工学系大卒社員を起用している。
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社内SEとして頑張っています。

株式会社ソフケン

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

千葉県白井市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

業務改善の追求と地域に密着した採用が
独創的な製品を生む製品開発力の源泉
日本発のプッシュホン電話のデザインを考案した同社社長が、
工業用デザインの会社
として紙と鉛筆だけで1983年に創業した。特許をはじめとした知的資産を活かしなが
ら、設計から加工・組立、販売までを一手に手掛け、
ものづくりを中心に次々と新製品を
開発している。主力製品は、前開き式のポスターパネル（欧米・アジア主要12カ国で
1996年に国際特許を取得）
やパーティション等、
アルミ材を用いた什器類である。
その

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

千葉県白井市河原子240
047-498-1111／047-491-7137
http://www.sofken.co.jp/
代表取締役社長 駒村 武夫

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

他、
宇宙ビジネスや医療機器の開発にも果敢に挑戦を続ける。
1983年
2,400万円
28人

ものづくり

製品開発力を活かして独創的なオリジナル製品を生み出す
同社オリジナルデザインの柄がプリントされたラミネートフィルムを独自
の技法でアルミフレームに貼り込んだ額縁製品の
『パタンパ』
は、光沢とUV
耐性を備えたラミネートフィルムを採用しており、100種以上のデザインを
そろえている。
また、珪藻土（けいそうど）が塗られたボードをパネル化した
機能性パネルは、珪藻土の有用性を長年研究している会社と共同開発し
た。
どちらの製品も、顧客の要望に応じて開発した同社ならではの製品であ
る。
常に新たな市場開拓を続け、全国展開をねらう。

アルミフレーム額縁『パタンパ』

基幹システムの再構築で業務効率化を促進
現在稼働している基幹システムが老朽化しているため、新システム構築
に取組んでいる。
システム開発ベンダーへ任せきりにするのではなく、同社
にとって最適なシステムをつくり上げることを最優先として社内プロジェク
トを2018年3月に発足し、2019年6月からの稼動を予定している。新システ
ム導入の効果として、個々でデータ加工が必要で無駄な工数がかかってい
た業務を改善できることにより、大幅な工数削減を見込んでおり、業務効率
化が更に進み、
事業のスピードアップに拍車をかけていく。

自社国内工場生産が実現する短納期対応

女性とシニア層の積極的な採用が地域貢献につながる
2019年1月から4名（30代1名、60代2名、70代1名）
のパートタイマー採
用を実施。女性とシニア層の採用に対して積極的に取組むことで地域に貢
献する。人材採用に際しては、
ワーキングシェアの考えに基づいて工場内の
作業をローテーションで担当してもらい、無理のない作業を実現すること
で従業員のモチベーションアップを図っている。地域の雇用を生み出し、地
域に貢献していく。人材採用から雇用、
ひいては地域貢献までを一体の仕
組みとして同社は捉えているのである。

社内イベントでは部署の垣根なく交流
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サンレイ 工機株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

千葉県白井市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

独自の特許工法と内製化による高品質な
カーボンクラッドロールの製造
創業以来独自のロール製造技術にて大手印刷機メーカー向けに
「銅クラッドロール」
を納入する。
この技術を水平展開し、平成2年にカーボンロール事業を開始する。徹底し
た社内品質管理体制のもと原材料から完成品まで一貫したロール生産体制を整えてい
る。平成27年に内閣総理大臣表彰・第6回ものづくり日本大賞にて
「優秀賞」を受賞し
た。以後、
その卓越した技術で数々の表彰を受けた。平成31年には千葉県立現代産業科

生産性向上

学館「伝えたい千葉の産業技術100選」
に選出された。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

千葉県白井市名内342-3
047-491-3041／047-491-3040
http://www.sunray-kouki.com/
代表取締役社長 津覇 浩一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1969年
4,000万円
39人

ものづくり

外注加工の内製化による加工時間の大幅削減の実現
これまで外注加工で対応してきた金属加工部分の工程について、最新鋭
の5軸加工機を導入し内製化を図った。
これにより、加工時間を大幅削減
し、利益率の向上につながった。
また、加工時間の削減による生産効率の向
上により、
これまで以上の受注にも対応が可能となった。
そして、
これら取り
組みが認められ、平成30年に千葉県ものづくり認定と、国立科学博物館に
おける未来技術遺産に登録された。
このように、内製化を図ったことによっ
て、
新しい展開へと進めていくことができるようになった。

工場内の様子

5軸加工機の有効活用による業務効率化
平成27年度ものづくり補助金を活用し、最新鋭の5軸加工機を導入し
て、外注対応していた工程の内製化を実現することができた。具体的には
カーボンクラッドロールの金属軸の内製化である。
これにより、
これまで14
日要していた加工時間を5日と大幅に削減することができた。5軸加工機を
フル活用することで短納期への対応が可能となり、業務全体の業務時間の
平準化、効率化へとつながっていった。
また平成29年度ものづくり補助金
を活用し表面処理工程の内製化を図っているところである。

最新鋭の5軸加工機

女性の活用と社員に
「任せる」
ことができる環境づくりの実践
同社の製品はカーボンを使用することにより非常に軽く、女性でも持ち
上げることが可能である。
その為、工場の職人として女性3名を雇用してい
る。
そのメリットとして丁寧な作業による品質向上がある。
また、従業員が
しっかりと意見を言える環境づくりを心掛けている。社長自身も一緒に作
業を行い、従業員をしっかりとフォローしていくことで、従業員に
「任せる」
こと、新しい市場に進出していくなど、
に繋がっている。
また、従業員と業務
外のスポーツなどで交流することで、信頼関係を構築している。
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同社の超軽量カーボンクラッドロール

株式会社DIGLEE

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

千葉県南房総市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

高品質のいちごの通年で提供可能に
高度な生産管理で業務効率化
同社は、
グループ農園が生産したいちごについて、生産から小売りまで一貫した6次
化を実現しており、冬～春が収穫時期の冬春いちごと、夏～秋が収穫時期の夏秋イチゴ
を、ITを活用した高度な生産管理のもとで栽培している。
自社流通でスピーディに届け
ることで、高品質で適正価格のいちごを、通年にわたり調達可能となった。農園では、水
分・温度・湿度等の環境制御を自動で行うことで、重労働を少なくするとともに難しい作

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

千葉県南房総市白子2966-2
047-029-5683／036-800-6712
http://www.diglee.jp/
代表取締役 寺川 広貴

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

業を不要とした。高齢者・障害者を中心に雇用している。
2010年
2,000万円
70人

サービス

高品質のいちごを通年で提供。耕作放棄地の活用で事業拡大
静岡県富士宮市にて農業生産法人を立上げ、標高900mの涼しい場所
で夏秋いちごを栽培。冬春いちごの自社生産も千葉県南房総市で行うこと
により
「いちご」
を通年で提供可能としている。
「遊休施設」
「耕作放棄地」
を
積極的に活用しており、使用放棄されたハウスを活用することにより、初期
の設備投資を5分の1程度に抑えた。
また、
いちご栽培には大手メーカー様
と共同開発した環境制御システムを導入して、温度・湿度・給液等の制御を
自動化した栽培方法により、高品質を維持している。

グループ内完結型6次化のフロー

高度な生産管理で業務効率化し高品質を維持
自社物流でスピーディに商品を届けるため、高品質を維持している。ま
た、中間流通・マージンを撤廃することで適正価格での商品提供が可能に
なった。更に、
自社物流により顧客の声を直接聞くことで、顧客ニーズへ適
切・迅速に対応している。
また、
グループ農園では生産管理システムを導入
して、温度・湿度・給液等の環境制御を遠隔で管理することで、参入が相次
ぐ大企業のいちご栽培事業で高度な生産管理を受託する新しいビジネス
モデルを拡大中である。

中間流通を撤廃した流通フロー

自治体と連携し地域課題に対応し、地域活性化に取組む
地元自治体と連携し、高齢化により増える
「耕作放棄地」の活用を進め
る。
また、温度・湿度・給液等の環境制御を自動化した栽培方法を高度化す
ることで、働きやすい労働環境とするとともに、積極的に高齢者・障害者を
採用することで地域の活性化と雇用に貢献した。
また、地域企業と連携し
地域商社を立上げ、地元金融機関の協力のもとで地域産品の域外販売・海
外輸出を実現するとともに、道の駅の再生事業に取組み、来訪者数を伸ば
している。

栽培ハウスの外観
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株式会社マテリアル

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都大田区

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

「下町ボブスレー」
の中核企業
徹底した、
ヒト・設備への投資で幅広い注文に対応
当社はアルミを中心とした金属の材料販売から精密加工・検査まで一貫して手掛け
る。顧客は、航空・宇宙・防衛産業から医療分野まで幅広い。
また、大田区の町工場の連
携による
「下町ボブスレープロジェクト」
の中核企業と知られ、代表者は、
プロジェクトの
初代委員長を務めた。同プロジェクトに関する100社以上のネットワークを持ち、
自社
がカバーできない工程についても一括受注し、
「仲間回し」
と呼ばれる他社との連携を

生産性向上

活用し、難易度の高い受注にも短納期で対応している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

東京都大田区南六郷3-22-11
03-3733-3915／03-3733-3819
http://www.material-web.net
代表取締役 細貝 淳一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1992年
2,001万円
30人

ものづくり

自動化機械設備への投資で人手不足に対応
パレットチェンジャーを装備した大型の同時5軸制御マシニングセン
ターなど最新の自動化機械設備等の計画的な設備投資を実施したことに
より、
スタッフが退社した後、夜間においても無人運転を可能とした。
これ
により、顧客からの短納期化の要望や、昨今の課題である人手不足への対
応を可能にした。
これにより同業他社に対する競争力になっていることに加
え、社員は、週休完全2日制で1日8時間労働、残業も皆無で働き方改革も実
現している。

夜間でも無人で操業するロボット

アナログとデジタルを融合させた独自の生産管理
生産管理には、巨大なホワイトボードに納期や加工内容が書き込まれた
マグネット式のパネルを使用し、内容を確定したら、独自の生産管理システ
ムにひも付けする。誰もがひと目で1日の流れを把握できること、最初から
全てを生産管理システムに入力してしまうと変更事項発生時、修正に時間
を要するため、
あえてアナログな手法も取り入れる。
また、材料をバーコー
ドで管理、生産管理システムを通して、材料の所在、加工の進捗度もすぐに
確認が可能で、
作業の効率化を実現している。

マグネット式パネルで生産管理

国家資格取得者も多数輩出 独自のシステムで技能者育成
独自の人事システムで社員の技能向上を目指している。評価では、主観
だけにならないよう、年4回、個人の力量を
「人材マップ」
により認定、
レベル
ごとに個人が目標を設定して、達成度とともに評価する。育成面では、資格
取得（技能検定等）
を推奨、種類や難易度に応じてポイントを設定、取得時
には報奨金を支給することで、
やる気を引き出す。結果、現場作業員11名中
9名が国家資格であるマシニングセンタ作業一級技能士資格を保有してい
る。

「大田の工匠Next Generation」表彰式
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株式会社今野製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都足立区

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

油圧爪つきジャッキは世界のスタンダード
他社と連携しデジタル化や技能伝承を推進
油圧機器事業、板金加工事業、
エンジニアリング&サービス事業、福祉機器事業を主
な柱とし、多様な分野のお客様に少量・多品種・短納期のカスタムメイド型ものづくり
サービスを提供。特に、油圧機器事業は売上高の約8割を占め、油圧爪つきジャッキは、
重量機器移設、鉄道保線、土木工事に加え防災・レスキューツールとして、世界のスタン
ダードとなっている。近年は、ITの活用により
「東京町工場ものづくりのワ」の企業が連

● 所在地
東京都足立区扇1-22-4
● 設立
● 電話／FAX 03-3890-3406／03-3856-1740
● 資本金
● URL
http://www.konno-s.co.jp/index. ● 従業員数
html
● 代表者
代表取締役 今野 浩好

生産性向上

携し、業務効率化や技能の伝承を推進する。
1961年
3,020万円
36人

ものづくり

小ロット製品の製作や同業他社との連携で付加価値を向上
エンジニアリング&サービス事業では、理化学、工学、海洋開発、農業、福
祉等、
多様な分野の研究開発において、
専用の器具・冶具を個別に製作して
いるが、構想段階での相談から納入後の修理まで幅広く対応することで付
加価値を向上させている。
また、板金加工事業では、
「東京町工場ものづく
りのワ」
を形成して情報を共有。各社は同業であるが異分野の製品を扱う
ため、各社の強みや得意分野を生かし、
これまで自社のみではできなかっ
た案件を受注できるようになり、商圏の拡大を図っている。

構想～製造まで一貫して行う受注生産品

設計ノウハウ見える化、連携企業との情報共有で業務を効率化
手間のかかる仕事において、品質を維持しながら効率化を図るため、3次
元データを活用して設計ノウハウの見える化に取組む。
また、営業と設計と
で情報共有が行えるシステムを導入し、特注案件の受注につなげている。
更に、ITの活用により、
「東京町工場ものづくりのワ」の企業同士を結び
付け、実務上のあらゆる情報をタイムリーに共有することで、複数の会社を
ひとつの事業体のように機能させる試みを行い、業務の効率化を図ってい
る。

3次元データを活用した設計

生産技術のデジタル化と企業間での共有による技能伝承の促進
「東京町工場ものづくりのワ」
の参加企業が、各社のコア技術について生
産技術のデジタル化を行い、
これを各社で共有することで技能伝承を促進
している。具体的には、熟練工の匠の技を複数の視点から分析した上で、統
一基準を設定してデジタル文書化や映像化を行い、経験の少ない若手人材
でも熟練工と同様のスキルを早期に習熟するための人手不足対策の取組
に力を注いでいる。
「東京町工場ものづくりのワ」打合せ風景
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キャリムエンジニアリング株式会社
東京都江東区

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

徹底した
「品質管理」
で大型超精密機器
の一貫輸送システムを提供
同社は主に大型超精密機器・装置の輸送業者である。顧客ニーズに合わせ、国内外、
取扱製品を問わず、梱包・出荷形態・搬出から輸送・設置に至るまでを一貫して担う革新
的なオールインワンシステムを提供することで、顧客の物流・エンジニアリング部門を総
合的にサポートする。
大型超精密機器の輸送には、
アジア最大級の所有台数を誇る特殊
コンテナ並びに特殊エアサスペンショントレーラー、専用大型特殊船３隻を使用し、徹

生産性向上

底した
「品質管理」
のもと一貫輸送・設置まで行う。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

東京都江東区新木場1-17-4
03-5569-5631／03-5569-5635
http://www.carim.co.jp/
代表取締役 草野 勝晴

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1979年
5,000万円
190人

サービス

先端設備を導入し、輸送中の
「高品質管理」
を提供
Commercialsign/morizono
TEL/FAX 03-3529-2510
MP 090-3238-0891

mail

morizono@commercialsign.jp

大型超精密機器の輸送には高い「品質管理」が求められるため、機器を
搬送する前に緻密な物流計画を立案、提供している。
また、製品の梱包、保
管、輸送、搬入、設置の品質を向上させるために特殊な先端設備を導入し、
陸上輸送中のリアルタイムでの環境チェック
（振動、衝撃、温度、湿度）、船
舶輸送中の船内集中環境管理システム、航空機輸送到着時の環境確認・計
測データ管理を実施することで、徹底した「品質管理」で顧客ニーズに応
え、
業容を拡大している。

自社船を最大限に活用した高効率な海運

輸送管理システムを一元管理することで業務を効率化
自社の車両やクリーンルーム、船舶を用いて提供する一貫輸送による高
品位な輸送環境管理システム
（陸上輸送中のリアルタイムでの環境チェッ
ク、船舶輸送中の船内集中環境管理システム、航空機輸送到着時の環境確
認・計測データ管理）
は本社にて一元管理されている。世界中で輸送されて
いる製品を少ない人員で監督することができる一元管理・コントロールシ
ステムの導入により、業務効率化と生産性の向上が推進されている。
精密機器用クリーンルームを6室完備

従業員のキャリアアップを支援し、
モチベーションを向上
同社では国内輸送だけでなく海外への輸送も行っており、同社ドライ
バーには海外での輸送業務も発生するため、従業員の国際運転免許取得
支援に取組んでいる。更に、輸送や設置のノウハウを全従業員で共有し、従
業員全体のスキルアップを図っている。
このような取組みにより従業員のモ
チベーション向上を図ると同時に、特定の従業員のみに業務負荷が掛から
ないようにし、近時問題となっているドライバーの長時間労働が発生しな
いよう働き方改革に取組んでいる。

グループ合同講習でエンジニアを育成
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株式会社ウエマツ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都豊島区

需要獲得

担い手確保

ものづくり

サービス

印刷業界のファンドリーとして成長
厳しい経営環境下における勇気ある挑戦企業
昭和33年創業の枚葉オフセット印刷業者。
パンフレット・カタログ等一般商業印刷を
得意とする印刷受託専門業者として、高品質、短納期、多ロット対応可能な生産能力を
有し、取引先の大半が大手・中堅の同業者であるなど、業界内で抜群の知名度を有す
る。積極的に最新鋭の設備投資を実施し、戸田工場は第12回印刷産業環境優良工場表
彰にて経済産業大臣賞を受賞。
「印刷業界のファンドリー」
として、事業拡大を進めてい

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

東京都豊島区南長崎三丁目34-13
03-3953-1101／03-3953-0557
http://www.uematsu-p.com/
代表取締役社長 福田 浩志

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

る。
1958年
10,000万円
160人

ものづくり

目指すのは、業界中の
「面倒な」印刷を全て引き受けること
同社の強みは、
ファンドリーとして
「高品質・低価格・短納期の印刷ができ
ること」
である。顧客からの多様で高度なニーズに応えるために、ハイデル
ベルグ社製XL106、小森社製LITHRONE G Seriesのような最新の設備
増強により高付加価値化・生産力・生産効率向上に努めてきている。受注の
ほぼ100%が印刷ファンドリー事業であるが、主な顧客は大手中堅の優良
印刷会社であり、
それらの顧客が対応できない・やりたがらない印刷を手
がけることで、
縮小する印刷業界の中で着実に業績を拡大してきている。

最新印刷機械
（ハイデルベルグ社製XL106）

独自開発したソフトウェアを用いて生産管理体制を確立
生産管理体制については、
当社が独自に開発したウエマツ基幹業務シス

UMIS データフロー兼サブシステム関連図

及び黒字は現状
及び緑字は単価・営業成績管理で実現
及び青字は改善ポイント（案）

(凡例）
用紙仕入情報（仕切単価㻛金額を上書き）
営業発注情報（仕切単価㻛金額を上書き）、用紙発注情報（仕切単価㻛金額を上書き）、用紙受入情報（日付㻛銘柄㻛斤量㻛サイズ等の実績更新）
※営業外注の場合（受注基本情報、各工程仕様情報）

見積受注

テム
（UMIS）
にて運用を行っている。
このシステムは、顧客管理・受注管理・

手配管理
全確の場合
連携しない

受注入力

製版
各工程受注
明細

受注基本
㻔基本情報㻕

作確情報、下版確定情報
決定した外注先

購買外注

全確の場合連携しない

工務手配入力（工場引渡し金額算出機能）
予定組

受注基本情報、各工程 事故入力（発生原因/工程/元受注番号との紐付け）
仕様情報、変更情報

手配工程

手配詳細
（各工程）

事故情報

用紙、刷版、印刷
加工

発注済み未仕入の場
合上書きする
仕入済の場合は上書き

ファームバンキング

仕入・買掛・未払

外注発注入力（製版、刷版、印刷、加工、大断）
用紙発注入力
用紙受入入力

協力会社別の発注実績照会
（協力会社の月別負荷状況を把握）

発注情報
用紙受入
情報

手配情報、各工程
仕様情報

外注仕入入力（製版、刷版、印刷、加工、大断）
用紙仕入入力
材料発注仕入入力
経費仕入入力
支払入力
買掛月次

全確の場合
連携しない

用紙入庫情報

仕入明細

用紙出庫情報
（日付、数量㻕

印刷実績情報
（実績日㻕

買掛情報

未払
情報

印刷予定

製品在庫

資材在庫

仕入情報（日付㻘工程㻘金額）
用紙入庫情報
（日付、数量）

刷版・製本実績情報（実績日㻕

進捗

印刷予定情報（受注
番号、予定日、数量㻕、 進捗完了入力（社内用）
工場引渡し金額情報 進捗完了入力（外部公開用）

実績情報
（日付㻘完了㻛仕掛㻕

作業実績（印刷以外）

在庫管理

ハンディ入力
（刷版、調肉、検査、製本）
作業実績入力

製品完成入力
製品受払入力
製品転送入力
用紙受払入力
資材受払入力

各工程の担当者別成績照会
（担当者毎の実績数、ヤレ数）

（工場引渡し金額と実績コストの対比、ヤレ数）

印刷実績

実績情報
（刷版、調肉、検査、製本）
（日付㻘完了㻛仕掛㻕
刷版、製本
入庫情報

工程進捗

用紙在庫

公開用進捗

実績情報（納品日）

用紙情報
出荷情報
・全量出庫
・一部出庫
（日付、数量）

作業実績

作業実績
入出庫情報（用紙、製本㻔将来×㻕、出荷）
（日付㻘入庫㻛出庫㻕

外注進捗情報

物流管理

全確のみ
連携する

売上・売掛

転送指示入力
納品先入力
ハンディ入出庫
（用紙、刷版、製本、出荷、ﾌｨﾙﾑ管理）
出荷帳票発行（送り状等）
受注基本情報
実績情報
（出荷日・
下版確定日
㻔刷版開始日㻕）転送指示

各工程別
売上情報
受注基本情報
（全確情報）
各工程仕様情報

原価

売上入力
入金入力
請求処理
売掛月次

印刷実績情報
（日付、数量、時間） 刷版・製本実績情報
（日付、数量、時間）

工程別予定情報㻛実績情報

外部公開機能

会計取込処理
原価計算処理
会計残高
ＣＳＶ

売上情報㻔日付㻘工程㻘金額㻕

伝助
納品書
請求書 等
出荷指示

売上明細

売上内訳
㻔各工程㻕

配賦元

売掛情報

営業支援（携帯機能） 得意先サービス

協力会社サービス

進捗照会
機械充足状況照会

刷版・印刷・製本・出
荷完了入力

進捗照会
機械充足状況照会
↓
見積依頼・見積回答

原価情報
見積依頼
回答

入出庫

印刷予定情報

ている。

支払データ銀行連携

発注明細
（各工程）

発注管理

（※参照受注時は実績ﾃﾞｰﾀをｺﾋﾟｰする）

作業実績（印刷）
プロレコ実績連携
プロレコ予定連携
機械毎の成績照会

あり、外販も可能なほど完成度は高い。印刷機の状態が全てリアルタイムで
でもお知らせできるような仕様となっており、各方面より高い評判を獲得し

支払情報

単独仕入入力（受注番号なし）

事故情報

予定日情報と実績日情報
の対比

生産管理・財務会計・ラック倉庫管理・就業管理まで全てを統合したもので
把握できるほか、正確な個別原価管理やお客様へ作業の進捗状況をいつ

用紙
刷版
印刷
加工
大断

受注残情報

与信チェック情報

与信管理
（債権合計 =
売掛金＋受注残高＋未決済手形残）

債権管理

売掛残・未決済
手形残データ

売上・入金

会計連携（財務応援）
データ
会計残高データ渡し
受取手形残消し込みデータ渡し
売上・入金データ受取
仕入・支払データ受取

受取手形残消し込み
データ
会計残高データ

見積承認情報

㻞㻜㻜㻢㻛㻝㻝㻛㻝㻝打合せ時副社長構想
・顧客データベース（保守で使ってない部分がある。担当者一覧から年賀
状ソフトへの㻯㻿㼂等）
・原価速報値（実績値×単価で、単価を毎月洗い替え）

仕入・支払データ

独自開発したソフト展開図の一例

全員参加型経営の浸透による社内意思統一
同社の人材活用における特徴としては、全員参加型経営が浸透している
ことである。毎年1泊2日で開催されるリーダシップミーティング（全員参加
型の会議）のほか、各部署で毎月・毎週ごとに会議が設定されている。
これ
らについては、強制するだけでは機能しないため、他の模範となるような活
動をしたチームなどには、人事評価や表彰等で報いている。
またその成功し
た過程について全社での共有を徹底している。
この結果、社員全員が経営
者意識を持ち、
全社として生産性向上を目指す意思統一が図られている。
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リーダシップミーティング
（全員参加型経営
会議の集合写真）

株式会社横引SR

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都葛飾区

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

あったらいいなを現実に
横引・防火シャッターなど新製品を開発
同社の社名：SRは、
「Shutter of Reliance」
（Relianceの意味は信頼、信用）の頭文
字であり、“人に信頼されるシャッター”の意味を込めている。同社は創業後、
「横引き」
「水平」方式のシャッターを新たな製品として開発した。事業化にあたっては、顧客ニー
ズによる製造、施工、
アフターフォローの一気通貫の対応を徹底した。更に、知識と技能
に精通した社長自らのトップセールスにより、7期連続での増収増益を達成している。現

生産性向上

在は、他社にはない
「特定防火設備」
などの改良に挑戦している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

東京都葛飾区西亀有2-20-5
03-6657-7288／03-3695-0288
http://www.yokobiki-sr.co.jp
代表取締役 市川 慎太郎

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2013年
500万円
14人

ものづくり

他社にない技術革新による国の認定や特許等を多数取得
同社は、
シャッターに関わる技術革新により、次のような国の認定や特許
等を多数取得している。①特定防火設備として国土交通大臣の認定書：防
火防煙横引シャッター、防火扉付防火防煙横引シャッター、防火防煙水平
引シャッター、防火防煙水平垂直シャッターなど。②特許、意匠、商標、実用
新案など知的財産の取得：特許証3件、意匠登録証3件、商標登録証1件、実
用新案1件。
また、横引シャッターおよび水平シャッターにおいて、世界最大
のシャッターとして2種類のギネス記録に認定されている。

国土交通大臣認定書と特許証

部品の共通化による生産性向上とコスト削減および5Sの徹底
同社における生産性の向上とコスト削減等のための実行策：当社の製品
はすべてオリジナルのため、部品や金型等が多種類化になる傾向にある。
そ
れらを防止するため、次のようなことを実行している。①部品や金型の共通
化、②材料仕入れの同質化・統一化、③在庫管理の徹底と効率化。
また、作
業効率の向上ならびに作業の安全の確保のために、5S(整理、整頓、清掃、
清潔、躾）の実行を徹底している。例えば、毎週金曜日に業務終了後15分
間、
社員全員で社内の清掃を行うことにしている。

コスト削減のため部材の共通化

柔軟な勤務体制ならびに多様な人材の雇用
同社では定年制を設けず、本人が希望する限り勤務可能としている。本
人の意欲を尊重し、今までの経験値を活かして仕事に取組んでもらう人事
方針をとっている。
また、社員の家族に突発的な事案が起きたときなどに社
員が休暇を取る場合、有給休暇とするのでなく、
「家族あっての社員」
との考
えに基き、特別休暇として対応している。
なお、今期は、
ベトナム人を技能実
習生ではなく、正社員の
「技術者」
として4名採用した。意欲や能力等があれ
ば、
国籍、
年齢や性別にこだわらないのが同社の採用方針である。
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年齢、国籍にこだわらない人材の採用

タマチ工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都品川区

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

世界が認めるカムシャフトを製作
モータスポーツ用パワーユニット部品で大きなシェア獲得
自動車パワーユニット部品、
特にモータースポーツで使用するパワーユニット部品や、
次
世代自動車のパワーユニット部品試作を主業務としている。
海外ではF1・ルマン24Hレー
ス・ナスカ―等、
国内ではスーパーフォーミュラー・スーパーGT・F3等、
各カテゴリーのレー
スで当社の部品が使用されている。
自動車用精密部品試作で培われた技術と生産体制を駆使して2008年より医療機器
（医

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

東京都品川区南大井4-10-2
03-3762-5591／03-3766-6731
http://tamachi.jp/
代表取締役社長 米内 淨

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

療用ステント）
の研究開発を開始。
海外製のステントよりも高品質であると評価を得ている。
1962年
2,000万円
122人

ものづくり

高品質にこだわった加工製品の提供
高品質の加工製品を提供するために、
設備・人材・社内ルール等、
全てに関
して
「加工50：検査50」
の割合で投資を行う。
これにより、
一般の工場に比べ
て検査機器の割合が多くなっている。
顧客が希望する納期と品質を高レベル
で維持するため、
加工の途中段階でも細かく検査を行うという、
加工手順に
関する指標を策定している。緻密な検討を重ねた生産準備で定められた工
程毎に検査を行い、
大幅な手戻りの発生を防ぎ、
材料コストのムダ、
時間のム
ダを最小限にとどめて最高品質の加工製品を最短の納期で納入している。

製品検査

タマチ方式5原則の制定
同社は
「どんなに素晴らしい設備でも、
それを操る人間の慣習がしっかり
していなければ、
ミスが発生する」
という考えから、従業員に対してミスを未
然に防ぐための心構え
「タマチ方式５原則」
を制定。①数値のメモと入力は
ノートを利用、声出し・指差し呼称で確認。②作業前、作業後のワークを図
面とよく見比べて、不具合を気付ける感性。③各種帳票類を正しく活用し、
確かな品質をつくり込む。④考察し、正しく理解した上で、行動する。⑤おか
しいと感じたときに、上司への報連相を徹底。

タマチ方式5原則によりミスを未然に防ぐ

高度な製造技術の新分野への展開
単なる技術屋として加工を行うだけではなく、
設計段階から携わることでトータル
プランニングを実施する体制を整えた。
モータースポーツ次世代向け開発の心臓部
分となるパワーユニット部品
（カムシャフト、
シリンダーヘッド、
吸排気部品、
電動化
を支える冷却系部品等）
の加工には、
高度な製造技術が必要となる。
医療用ステント
ではミクロン単位の加工が求められる中、
エンジン部品加工の技術を活かしている。
また、
2016年に導入した大型造形・トポロジー最適を可能とする金属積層は各展示
会で注目を集めている。

高度な製造技術
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株式会社NISSYO

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都羽村市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

積極的な人材活用・教育と現場の工夫
全員参加型経営により売上高を増加
綿の寝具などを生産する町工場として創業した同社は、1967年に電気関連の製造業
へと転身。以来、
トランス・リアクトルなどの変圧器を手掛けているが、現在では半導体
製造装置における電源の製造も行っており、事業の大きな柱となっている。2017年、更
なる事業拡大のため、青梅市から羽村市に本社・工場を移転。2018年11月には、
「今後
の中小企業は
『工業』
だけでは生き残れない。
マルチ化を推進する」
という経営方針のも

生産性向上

と、
「日昭工業」
から
「NISSYO」
へ社名変更した。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

東京都羽村市神明台4-5-17
042-578-8222／042-578-8224
https://www.nissyo.tokyo/
代表取締役 久保 寛一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1967年
2,000万円
160人

ものづくり

多品種・少ロット生産における高付加価値の創出
事業形態は、少量多品種・ニッチな市場に特化。変圧器はインフラ
（電車、
データセンタ）
と半導体製造装置向けをメインとしており、間接的に世界の
多くの半導体製造メーカーで使用されている。製品を販売するだけでなく、
ユーザへの設計応援、海外エンドユーザでの装置改造事業も新規に展開し
て高付加価値化を図り、全社員にiPadを配布し業務効率も高めている。
2017年に工場移転、床面積4倍と従業員数2倍を実現。6年後には売上高
100億円、
従業員800名の計画を立てている。

高付加価値な少量多品種のものづくり

製造現場での工夫と従業員熟練度の
「見える化」
現場の工具棚に、工具と同じ形に切り抜いたスポンジを貼り、新人でも
一目で元の場所に戻すことが出来る工夫がある。工具が紛失した場合、工
具とスポンジの形が合わないため、製品に工具が付いたまま出荷される等
のミスも未然に防げる。
また、作業の熟練度、作業内容によって帽子の色分
けをしている。入社1年目又は異動して1年目の新人には赤、2－3年目は黄、
3年目以降は青というように、作業員の「見える化」
によって、新人や配置転
嫁されたばかりの従業員をフォローできる。

帽子の色による作業員
「見える化」
の実例

外国人材の活用と積極的な新卒採用・社員教育
製造業の人手不足が騒がれている中、昨年、
日本語学校の学生をアルバ
イトで60名採用し、
その中から正社員1名を採用。2018年には8名の採用
が決定している。
また2009年から毎年、新卒（大卒）
を2－3名採用している
が、
ここ10年の定着率は90%を超えている
（採用内定後は内定者の両親に
社長自ら挨拶に赴き会社概要を説明）。社長自身、一番念頭に置いているこ
とは従業員を大切にすることであり、社員1人当たりの教育費に年間40－
50万円を捻出している。

社長自ら会社説明を行う積極的な新卒採用
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株式会社コバヤシ精密工業

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

神奈川県相模原市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

世界で初めてドローン専用エンジンを開発
工場の稼働状況の見える化で効率化を推進
精密機械部品の加工会社として創立し、現在は工業団地「SIA神奈川」内に本社を置
く。切削加工が得意で、当初は売上高の8割を半導体部品が占めていたが、
リーマン
ショックによる業績悪化を契機に高度な加工技術を要求されるロボット、航空機、医療
機器に転換した。多品種小ロットに特化し、高品質の製品を徹底的な自動化や量産シス
テムにより短納期で提供している。2015年には無人航空機用エンジンの事業譲渡を受

● 所在地

神奈川県相模原市南区大野台4丁目1 ● 設立
番54号
● 資本金
● 電話／FAX 042-751-9095／042-755-9533
● 従業員数
● URL
http://www.kobasei.com
● 代表者
代表取締役 小林 昌純

生産性向上

け、
UAVのエンジン製造に着手、航空・宇宙産業で活躍している。
1980年
1,000万円
24人

ものづくり

世界で初めて、
ドローン専用エンジンの開発・販売を実現
同社は、2015年に無人航空機のエンジン事業の譲渡を受けたことを機
にドローン専用エンジン製造に着手した。
同じところに滞空するために空冷
されにくいドローン特有の問題を、小型で軽量の循環装置をつけることに
より解決した。
この仕組みを開発したのは同社が世界初である。
この結果、
長時間飛行が可能となり、農業や災害対策用途等ドローンの活用範囲の広
がりに寄与した。国内メーカーから注文があるほか、
ドローンの一大市場で
ある米国においても技術が認められ、販売に至っている。

ドローン専用エンジン(プロトタイプ版)

工場内の機械設備の稼働状況の見える化で効率化を推進
工場内の機械設備の稼働状況を
「見える化」
するシステムを構築している。
従来はメーカーごと、
機械の新旧により機械設備のデータの仕様が異なり、
作業の進捗や機械の空き状況は現場に行かなければ把握できなかったが、
一元管理により製造進捗スケジュールを現場と管理部で共有し、
顧客対応も
スムーズに遂行が可能になった。
稼働状況に応じ、
すき間時間を生産時間に
充てられるようにして業務の効率化を図っている。各データはすべて自社の
生産管理システムに組み込み、
生産から販売に至るまでを見える化している。

稼働状況を見える化している工場

働き方改革による低離職率と学校と連携した採用の取組
従業員の技術の高度化と生産の自動化によって従業員が有給休暇を取
りやすい環境を整備した。有給休暇100%消化を目指して、休暇取得を積極
的に奨励し、社員の生活に合わせた休暇の取得でワークライフバランスを
実現し、
その結果、3年連続離職者ゼロを実現した。
また、工業系の学校に
出向いて人材募集も行っており、3年連続新卒採用を達成している。今年4
月からは初の障害者雇用をスタートする。3回のインターンシップを通じて
資質を見極め、
今回正社員として採用することを決定した。
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集合研修のワークショップ

新潟精密鋳造株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

新潟県燕市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

高い技術力で自社製品とブランドを確立
5S活動と職員のプロ意識が技術を支える
製品と同じ形のロウ模型で型を作り、型に高温の金属を流し込み製品を作る
「ロスト
ワックス」
を専門とする素形材製作メーカー。産業機械部品・食品機械部品・圧力機器
部品・医療理美容品・熱処理用冶具等の幅広い製品を製造。事業承継予定者である専
務を中心に自社製品ブランド
「リロンデル」
「地蔵堂」
を立ち上げ、消費者向けにも高品
質な製品を提供。海外向けの精密鋳造や素形材OEM生産も開始しており、海外からも

生産性向上

製品品質には高い評価を得ている。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

新潟県燕市砂子塚726-3
0256-98-5121／0256-98-5648
http://niigata-cast.co.jp
代表取締役社長 佐藤 紀男
（写真は佐藤剛専務取締役）

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1973年
2,600万円
46人

ものづくり

加工技術を活かして高付加価値な自社製品・ブランドを確立
独自の研究開発によって習得した自社技術をもとに、食材の無水調理を
可能にする調理用鍋「リロンデル」
を自社製品として製造販売。
さらに、新たに自社製品ブランド
「地蔵堂」
を立ち上げ、
カトラリーレスト、
華皿、風鈴などを現代風にリバイバル。桜や牡丹や竹などの日本の自然美
をモチーフとしたジャパニーズモダンな製品を、職人が一つひとつ手作りす
ることで高付加価値を実現。海外からも高い評価を得ている。
高品質な自社ブランド
「地蔵堂」
の華皿

独自ノウハウにより大型化・高精度を実現し、他社と差別化
同社には、独自の研究開発によって習得したノウハウがあり、特殊な材質
や大型ロストワックスの製作が可能となっている。
発電所などの重要保安部品から、防衛装備品、人工骨などの重要素形材
まで多様な製品製造が可能であることに加え、最大1.5m、60kgまでの大
物ロストワックス製品が可能という特色があり、高い寸法精度を実現して
いることで他社との差別化に成功している。
5Sの行き届いた工場で高品質製品を製造

社員のプロ意識醸成により、意欲向上と低離職の実現
同社には、
デザインをもとに完成度の高い製品を目指す設計士、気泡や
欠けがないように常時心がける模型製作士、温度と湿度のバランスに気を
遣う鋳型製作士、
日々1,600℃の仕事に緊張感を持つ鋳込士、道具と指先
で細部まで製品を整える仕上士など、様々な高度技術を持つ職人が多く在
籍。彼らに高いプロ意識を持たせることで、
モチベーションを維持し、低離
職率を実現している。
また、従業員は大半が地元出身の人材であり、地元の
雇用創出にも高い貢献をしている。

高い技術とプロ意識を持つ職人が数多く在籍
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株式会社ヒガシヤマ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

石川県金沢市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

鉄・アルミの加工技術を活かした受注拡大
積極的な設備投資と教育による生産性向上
「誠意をもってものづくりにあたり、技術を軸に社会に貢献する」
を理念に掲げ、工作
機械、建設機械、産業用ロボットといった様々な分野向けの部品加工を担う。同社の技
術的な強みは鉄、
アルミ等の鋳物加工技術である。
これらの加工はその素材特性から高
度なノウハウを必要とし、
その技術を保有する会社も少ない。近年は積極的な営業活動
による大手との取引増加や、計測器、半導体製造装置、医療用機器、航空分野への注力

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

石川県金沢市福増町南41-6
076-240-8782／076-240-8783
www.co-higashiyama.jp
代表取締役 東山 裕一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

により、前年比約30%の売上高増加を達成している。
1964年
2,000万円
34人

ものづくり

需要を背景に小型製品の複雑加工、大ロット生産への転換
従前の同社の受注品は大型で単純な製品の小ロット加工が中心であっ
た。
しかし近年需要が高まる計測器、医療用機器、産業用ロボット等に向け
た製品は、小型で複雑な加工を要求され、
ロットも大きい。一般的にこのよ
うな真逆の特徴を持つ製品へのシフトは、生産効率の低下を招き、品質の
低下や労働の長時間化の要因となり得る。
しかし同社はこれらの抑制のた
め、
いち早く量産型高精度マシンングセンターの導入と教育を行い、生産効
率の維持と受注の増加を両立している。

同社の主力設備
量産型高精度立型マシニングセンター

複数工場の集中管理による生産性向上
同社は、分散する5箇所の工場にて約40台の機械を稼働させる。
それら
にネットワークと集中管理システムを設けて一元化することで、各機械の進
捗管理、稼働管理、機械間のデータ転送、完成品のトレーサビリティ等の向
上や効率化を実現している。
この仕組を設けたことで、業務の標準化（従前
は作業者に選定や使用方法が委ねられていたNCプログラム転送など）実
現、加工部品のトレーサビリティ、工作機械の稼働状況のモニタリングと分
析の実現が生じ、
生産性を大きく向上させた。

生産性向上に貢献する集中管理システム

教育訓練の充実化による人材の有効活用
高い技術力の維持向上に加えて、近年求められる短納期化や製品加工
の高度化を実現するため、人材の質的向上は同社においても課題である。
同社では、座学と実践の連動に重きを置いた教育訓練を継続的に行ってい
る。全従業員に対して多い月で約80～90時間を教育訓練機会を提供し、外
部の知見も組み込みながら能力向上に取り組む。加えて、従業員の外部研
修参加（ポリテクセンターや産業技術専門学校など）
や技能・資格取得も奨
励し、
人材の高度化に取組んでいる。

積極的な教育で従業員を育てる
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株式会社大和

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

石川県小松市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

地域の主婦層パワーを積極的に活用し
おふくろの味を高齢者＆お病気の方々へ
同社の主力商品は高齢者及び、
お病気の方々をターゲットとしたチルド惣菜。小松市
内の本社工場で製造した惣菜を、全国の高齢者施設およびシニア世帯を中心に、一般
個人、小売店へ発送、販売している。創業当初より
「健康的な食事」
をテーマとした商品
展開をし、2001年以降はシニア世帯の日常食に狙いを置いた商品開発、販路開拓を進
めることで業績を伸ばした。
さらに医療食・介護食へと領域を拡げ、急成長を果たしてい

生産性向上

る。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

石川県小松市串町35番地17
076-143-1155／076-143-1180
http://food-yamato.co.jp/
代表取締役 津田 隆太郎

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1982年
1,000万円
350人

ものづくり

石川県産食材使用による美味しさ＋
「安心・安全」訴求力向上
石川県内生産者から調達した農産物を、小松市の本社工場で一括調理
し、全国の高齢者へとチルド惣菜として供給するのが同社のビジネスモデ
ル。現在、県内の農家約20軒と
「全量買取契約」
を締結しており、今後さらに
北陸地域および全国の契約農家数を増やし、食材の調達網の拡大を図る。
また、同社のホームページやサービス案内資料で契約農家のインタビュー
記事を発信する等、同社製品と共に県産品のPRにも寄与する広報を行っ
ている。

高齢者向けのチルド総菜

品質・衛生・トレーサビリティーが管理された新工場
従業員数、及び生産量は直近3年間でそれぞれ約2倍に増加している。成
長と共に更なる品質向上のため、本社工場に隣接する新工場を建設し、
2019年4月に稼動。人員増を抑制しつつ約2倍の生産能力を見込む
（約3万
1千食→約6万2千食＠1日）。新工場ではプロの調理人による
「手作り」
を維
持する一方、袋詰などの工程は機械化を進め、
自動化に重点を置く。
また、
新生産管理システムの導入により情報を一元管理し、
トレーサビリティー
を強化すると共に、検査室などのメーカー機能を刷新し、衛生管理の向上
と、
効率的に計画生産する仕組みを構築する。

新工場

地域の主婦・シニア層を積極的に採用、女性目線のレシピ開発
従業員の8割強を女性が占め、主に調理現場に従事している。採用対象
は主に小松市近隣の主婦層で、育児との両立も考慮した働きやすい環境の
整備を進めている。
フレキシブル勤務形態の導入、育児休暇の取得推奨等
に積極的に取組んでいる。
また、調理の即戦力としてシニア層の女性を積極
的に採用している。定着率も高く3年離職率は10%台以下に留まる。役職者
の5割以上を女性が占め、調理現場の管理や新たなレシピの提案･開発等
に主婦層の目線を取り入れ、
そのアイデアを積極的に活用している。
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主婦層・シニア層も活躍する調理現場

有限会社日の出大敷

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

石川県鳳珠郡能都町

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

改革型設備導入による漁業の高度化
事業効率化と地域特性に配慮した雇用機会提供
戦後現代表の祖父が現地で定置網漁業を創業。2004年に現社長が就任、船頭との
二人三脚で漁獲品質の向上による付加価値改善を図る。当社の鮮度管理の評価は高
く、地元市場水揚の他、富山県氷見港有力問屋との信頼関係を構築し安定的売上継続
に繋がっている。2015年には石川県漁業協同組合の儲かる漁業創設支援事業、実証事
業者の認定を受け、生産性・付加価値の向上を図っている。
（写真は取締役 中田 亨 船

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

石川県鳳珠郡能登町字鵜川19字93番地 ● 設立
0768-67-1010／0768-67-1027
● 資本金
http://hinodeoshiki.com
● 従業員数
代表取締役 馬場 郁夫

生産性向上

頭）
1955年
300万円
17人

サービス

改革型漁船・漁網・漁具の活用による付加価値の向上
当地域は、能登沖西岸と富山湾沖の変化にとんだ漁場で構成され、
ブリ、
フグ、
ズワイガニ、
スルメイカ等は全国トップクラスの水揚げを誇るが、市場
変化等に対応する業態の変革が求められている。
そこで、同社は海域の異
なる2ヶ統の漁場での効率的で安定的な漁獲を図っている。また、特性に
合った改革型漁船・漁網の活用により、省エネ、軽労働化、衛生品質管理の
高度化を図り、漁場の特性の異なる出荷など、新たな出荷・流通の仕組みを
創出し、魚価向上、収益性の安定した持続可能性の高い定置網ビジネスモ
デルを構築している。

合理的な操業

改良型漁船

漁業構造改革総合対策事業との連携

同社は、鮮度品質管理、漁法の工夫や、販路開拓を組織的に努めてきた。
水揚高の効率的・効果的な安定に向け、漁獲物魚種組成の異なる離れた
2ヶ統の大敷網の設置を行っている。2ヶ統操業の実現には、
当海域の特性
に則した、
省エネ・少人数での迅速な操業方式の確立が必要であり、石川県
漁業協同組合と連携し、定置網事業構造改善を進めた。①船上作業の時間
短縮、軽作業化による収益性の向上、衛生・品質管理の高度化、②改革型漁
網による出荷調整機能、
クラゲ対策、管理作業時間の短縮③急潮（災害）対
策時における迅速な網抜き作業の実現等、業務効率向上を図っている。

合理的な操業に向け設置した
2基の船上クレーン

地域の特性に配意した雇用機会の提供
能登地域では400年以上前から定置網が営まれており、地域経済を支え
てきた。
しかしながら環境に優しい伝統的な漁法ではあるが、水揚高が安
定しないことから、歩合制を採用せざるを得ない状況にある。乗組員の多く
は60歳以上であり、農業との兼業や定年後の再雇用先となっているが、乗
組員の高齢化と相まって大敷網の業態維持が大きな課題である。同社は地
元高校のインターンシップの受入、新卒者の求人、若年層の雇用に取組ん
でいる。
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インターンシップの様子

株式会社歯愛メディカル

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

石川県白山市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

歯医者さん検索サイト、
デジタルアソート
システムで付加価値や生産性を向上
歯科専用医療機器から子ども向けはみがきグッズまで、
あらゆる歯科関連商品の開
発、企画から製造、販売までを一貫して手掛けている。歯科通販業界シェア63%、及び歯
科業界での歯ブラシ販売本数トップ企業。国内6万件を超える歯科医院との取引ネット
ワークを生かし、歯科分野を中心とした多角的経営を展開している。昨今の歯科診療単
価上昇も相まって、直近5カ年は売上額が毎年10%以上伸長しており、平成29年に東京

生産性向上

証券取引所JASDAQ
（スタンダード）上場を果たした。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

石川県白山市旭丘2‐6
076-278-8802／076-207-3838
http://www.ci-medical.co.jp/
代表取締役社長 清水 清人

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2000年
1,000万円
671人

サービス

歯科医院のネットワークを生かした
「歯医者さん検索サイト」
平成30年6月に、全国歯科医院の検索ポータルサイト
「さがそう歯医者さ
ん」
を開設した。
パソコンのみならず携帯電話やスマートフォンから、付近に
所在する歯科医院の位置情報、診療可能な曜日や時間を検索できる機能
を有する他、口コミや診療情報を共有するオプションもある。今後、歯科医
院の診療予約台帳と同社予約システムを連動させることにより、
スマート
フォンから簡単に予約できるシステムの構築も視野に入れている。
また、歯
科医院向けウェブサイト作成受託業務も展開している。

同社の開設した
「さがそう歯医者さん」

デジタルアソートシステムで商品仕分け作業の効率を向上
従来、同社従業員の6割以上を占めるロジスティクス部門における出荷
作業（入荷、入庫、
ピッキング、梱包等の各プロセス）
は
「人の手」
に依存して
いた。平成28年、出荷設備を新たに増設し、
これに併せて、受発注・在庫管
理情報のシステム化、
ハンディモバイルの導入、需要予測を行うデジタルア
ソートシステム
（DAS）
を導入し、物流効率の改善や向上に取組んでいる。
また、
モニターによる出荷作業状況の視覚化により、労働生産性の向上及
び人員の最適配置にもつなげている。

DASでの商品仕分け作業

経験や知識に捉われないチャレンジ精神旺盛な社員育成
歯科医師出身でもある社長は
「まず、
やってみよう！」
が合言葉。
日頃から経験や従
来の知識に捉われることなく、
社員一人ひとりの
「やってみたい！」
という想いが同
社の最大の動力源で、
新規事業の開拓に努める環境がある。
同社は、
歯科医院に加
え、
動物医院、
介護施設向け通信販売、
ナースウェアなどアパレル分野にも事業を展
開。
毎月数十点の新製品を開発し、
これまで３万点を超える商品を市場に投入して
いる。
また、
組織面では、
社長と社員との距離が近く、
例えば部署ごとに社長と語り
合うランチミーティングを定期的に開催したり、
経営数値もオープンにしている。
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社員ミーティングの風景

北陸ヒーティング株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福井県三方郡美浜町

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

データベースを製品開発、
人材育成に活用
生産性向上で働き方改革を行うモデル企業
工業用ヒーターの設計・製造・販売を行うものづくり企業。
シーズヒーターを中心に多
品種小ロットのオーダーに対応し、利用特性に応じて最適なヒーターを短納期、低コス
ト、高品質で提供。産業機器の熱源、
ダクトヒーターや暖房機の気体の加熱、水や油の液
体の加熱等、幅広い分野で利用されている。平成20年5月から国立大学法人福井大学と
シーズヒーターの絶縁材開発に着手。5年の歳月を掛け世界初となる新絶縁材開発に

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

福井県三方郡美浜町佐柿57号16
● 設立
0770-32-0258／0770-32-1177
● 資本金
http://www.hokuriku-heating.com/ ● 従業員数
代表取締役 増田 勉

生産性向上

成功し特許を取得。新たな需要開拓と付加価値の創造に取組む。
1971年
1,000万円
25人

ものづくり

設計・製造プロセスのデータベース化で付加価値を向上
同社では、一品一様のシーズヒーターを
「高品質」
「低価格」
「短納期」
で
提供するため、設計データ、圧延工程、焼成工程等の手順や、検査結果で得
られたデータ等、生産プロセスをデータベース化。
ノウハウを見える化する
ことで設計の精度を高めている。
また、職人のノウハウに委ねていた品質を
一元管理することで、品質ムラの削減にも貢献している。蓄積したデータを
活用することで、開発コストを抑え、顧客に最適な設計を提案することで付
加価値を高め、
同業他社との競争優位性を向上している。
一品一様のシーズヒーター製品

製販一体となった受注により、工場の稼働率を平準化
同社では、製造現場の稼働状況を営業と共有し、納期が重ならないよう
に営業が納期の誘導を行っている。製販一体となって工場の稼働率を平準
化することで工場の稼働ムラを最小化し、工場の生産性を高めている。生
産現場では、
ボトルネック工程の発生で生産の停滞が発生しないよう工夫
を凝らしており、
むり・むだ・ムラの排除で業務の効率化を図っている。
この
ような取組みにより、同社では残業がほぼ発生しておらず、受注型企業にお
ける生産性の向上と働き方改革の先駆的な企業となっている。

生産現場における作業工程の様子

人材の能力を最大限活用する取組みで効果的に人材育成
地元の雇用創出に積極的に取組む一方で、女性や障害を持つ人材も登
用。本人の適性を見極め、適材適所に配置することで活躍を促している。人
材育成では、工程ノウハウのデータベース化をOJTに活用し、自身の作業
課題を見える化。全従業員で5S活動やむり・むだ・ムラの排除を徹底し、人
材の能力を最大限活用する取組みで効果を上げている。先端設備の導入
や各種展示会による商圏拡大、
ブランド力向上策で企業価値を高め、高齢
化や人手不足の課題に対応している。

ノウハウのデータベース化をOJTに活用

78

すててこ株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福井県あわら市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

「顧客の見える化」
による効率的アプローチ
積極的なIT投資による業務効率化
下着、靴下、
ストッキングなどインナー専門のインターネット販売を行う。以前は、衣
料品の量販店を展開していたが、現社長が事業承継後、実店舗を閉店し、物流倉庫に改
修。下着のネット販売に特化し、社名を
「すててこ」
に変更。ITを活用した物流改善や、商
品・顧客管理システム導入による顧客とのコミュニケーションの改善、従業員のモチ
ベーション向上につながる成長評価制度の導入、
自社サイトのブランディングによる販

生産性向上

路開拓など生産性向上に注力している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

福井県あわら市春宮2-4-22
077-673-5258／077-673-5621
https://www.suteteko.jp
代表取締役 笹原博之

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1946年
1,000万円
27人

サービス

「顧客の見える化」
とIT投資による業務効率化で生産性向上
約52万人の顧客を購入頻度や金額などのデータを用いて分析している。
顧客を10分類にカテゴライズし、
カテゴリー毎に効果的な顧客とコミュニ
ケーションを取る仕組みを構築。
同社商品を頻繁に購入する層に、2千通を
超えるはがきでアプローチをするなど、効率的なコミュニケーションをに成
功している。
また、大手9モール全店舗の商品データを同期させ、商品情報
と在庫を一括管理するシステムを導入し効率的に管理している。物流改善
では、
すべての商品にバーコードを付けデータ化することで、単品管理でき

顧客管理システムによるデータ分析

る体制を整えた。
これにより、
以前はセールの時期に、
処理能力を超えてしま
うこともあったが、
受注からピッキング、
出荷までを効率化することができた。

役立つ情報をブログで提供、手書き礼状は2年で4000通以上
購入前後のサービスで差別化を図っている。自社サイト
「すててこねっ
と」
に、下着に関するアドバイスや豆知識を発信するブログ「週刊下着で笑
顔」
を連載。季節や流行にあった情報発信により、潜在的な消費者の拡大に
つなげている。商品アンケートの回答者に手書きの礼状を返信する取組
は、2年で4000通以上送付。温かみのある文字で感謝の気持ちを伝えるこ
とで、
リピーターづくりにもつなげている。

社員の成長を後押しする
「成長評価制度」でモチベーションUP

1人1人のお客様へ礼状を書いている風景

社長自ら
「評価の見える化」
を目指して人事評価制度を独自に勉強し
「成長
評価制度」
を構築。
従業員間の比較・順位付けではなく、
個人が過去の自分と比
べて、
どう成長したかを評価している。
社員自らが目標と評価を記入し、
月次で
社長と面談。
業務上の課題や勤怠評価のみならず、
プライベートを充実させる
項目が個人の目標・行動計画に含まれており、
社員のモチベーションの向上に
つながっている。
また、
この制度を好感した新卒者の確保にもつながっている。
毎月社長と1対1で行われる面談の様子
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株式会社オーテツクエレクトロニクス
山梨県南アルプス市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

産業用の検査装置を開発する
小さくても存在価値のある会社
同社は、
スマートフォンや照明に使用されるLEDデバイス等の検査を行う産業用自動
検査装置を主な事業としている。
この分野の先駆者として、
エレクトロニクス、
メカトロ
ニクス、IT技術により、顧客の要望に応える
「超高速」
「高精度」な検査装置を開発する
技術者集団である。
また、電子回路設計、
ソフトウェア設計あるいは機械設計などの技
術ノウハウを活かした委託開発も行っている。
例えば、
さまざまな条件下でも消火できる

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

山梨県南アルプス市上八田140-41
055-280-5252／055-280-5255
http://www.oh-tec.com/
代表取締役社長 田倉 和男

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

「自動消火ロボット」
や
「南極氷床掘削制御装置」
などである。
1986年
6,500万円
19人

ものづくり

顧客要望から生まれた世界最速・高性能LED検査装置の開発
日本は、少子高齢化が進行し、働き手不足が深刻な課題になっている。
同
社では、
エレクトニクス、
メカトロニクス、画像処理などのIT技術を駆使す
ることで、高度な検査作業を人間が行うのではなく、超高速で大量に処理
するLED自動検査装置を開発した。主力のLED分類テスタでは、世界最
速、
シェアNo.1となっている。社内では
「不可能と言わないチャレンジ精神」
や
「顧客の利益優先」
をモットーに、
「高速・性格・ミスのない」検査装置の更
なる進化を目指し、
信頼を築きブランド力を高めている。

世界最速・高性能LED検査装置

最新の生産管理システムの導入と情報共有による業務効率化
同社では、
最新の生産管理システム
「TECHS-S」
を導入し、
引き合い、
見積
もり作成、
受注予測、
部材発注、
納期管理等の各生産工程を管理している。
こ
れにより、
受注予測から部材の在庫管理を行うことで、
過剰在庫の抑制と必
要部品の欠品を防止している。
また、
最適な納期管理を効率よく行い生産性
の向上を図っている。更に、新規設計の社内レビュー時に、使用実績のある
部品や在庫部品などを優先的に選択、
使用できるように、
データの社内共有
化を実施している。
この取組は、
地域企業の先導的役割も担っている。

電子部品の管理棚

地元若手人材の積極的採用と社内における人材育成
同社では、地元の大学・短大・専門学校から若手人材を積極的に継続し
て採用している。採用後は、社内教育をはじめ人材育成に力を入れている。
そのための一環として、今までの開発技術を共有の技術になるよう、
ファイ
ルに整理し常時、参照できるようにしている。
また、社内に若手社員による
「新事業・新商品開発委員会」を設け、社員個々に企画立案から試作を行
い、
自己研鑽できる場を作っている。
この取組の中から、新商品の開発につ
ながった例も出てきている。

新商品に関する社内プレゼンの様子
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山梨銘醸株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

山梨県北杜市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

発泡性日本酒の開発し、
常温流通を可能に
積極的な人材確保、育成による多能工化
1750年に創業した老舗清酒メーカー。
日本名水百選にも選ばれた尾白川系の水脈
から仕込み水を取水。
「当社製品は、仕込みに使う原料水と同一の水源で育む酒米を用
いる」
をポリシーに、
自社・地元生産農家で栽培された米を主原料に清酒製造を行って
いる。5年前の杜氏高齢化に伴う経営者自らの酒造りへの転換を機会に、純米大吟醸の
様なフルーティーな香りとすっきりとした飲み口の酒質に変革し、近年業況も増収に転

生産性向上

じてきている。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

山梨県北杜市白州町台ヶ原2283
● 設立
055-135-2236／055-135-2282
● 資本金
https://www.sake-shichiken.co.jp/ ● 従業員数
代表取締役社長 北原 対馬

1750年
1,500万円
28人

ものづくり

新商品開発と若年者への新規開拓、高品質な日本酒醸造へ
日本酒の需要減退を食い止めるため、既存の日本酒に加え新しい商品開
発とブランディングと若年層の新規開拓を目的に、平成24年のものづくり
補助金を活用して日本酒に炭酸ガスを注入するためのガス入酒充填機や
サーマルタンク
（温度調整が可能なタンク）
の機械設備を導入し、若者等の
低アルコール及び甘口志向に応える発泡性新商品を開発。平成27年のも
のづくり補助金により温度、湿度、圧力を制御・調整する高度な製麹技術の
確立ができたことでこれまでにない高品質な日本酒の醸造が可能となった。

低アルコール甘口志向対応の発泡性新商品

機械設備の刷新による業務の効率化
生産の効率化を図るために、売上の維持・向上、設備投資、人材育成を通
した製造コスト・ロスの低減・撲滅を図り、
目標に掲げる利益率の向上達成
を目指すために、非効率でコスト増となる機械設備を刷新する経営革新計
画を行い平成30年1月に山梨県より認定され、最新の蒸米機・放冷機等の
生産性向上の取り組みを図ることにより、生産率30%、売上は年10%の伸
長が期待される。
最新の蒸米機・放冷機

酒造りは人づくり、積極的な人材確保、育成による多能工化
平成29度認定の経営革新においては3年間で15名の新規増員を見込ん
でおり、積極的に人材確保を行っている。特に、酒造りに関する醸造におい
ては、
日本酒に興味のある欧米人の採用や東京農大醸造科学科のインター
ンシップ数名を毎年受入るなど、業界の人材育成に寄与している。設備導
入で人員の省力化を図り、営業や製品開発など他部門へのJOBローテー
ションによる多能工化による人材育成を実施。
これにより、製造、製品品
質、食品安全衛生だけでなく営業サイドや商品開発、原材料の調達から消
費までの安心、
安全の向上が高めている。
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若手人材の活用

株式会社ミナミサワ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

長野県長野市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

小回りを活かした現場力でのものづくり
注文から3日間で納品できる短納期化対応
同社は感染予防・節水対策・手洗い負担の軽減などに有効な自動水栓の専門メー
カーである。
できるかぎり
「後付け式」
にすることで導入コストや工期等、
お客さま、
そし
て環境への負担軽減に取組んでいる。創業から受け継いできた
「お客さまの困りごとを
解決する」
というマインドをベースに、様々な自動水栓機器を開発する。
「 Made in
Nagano」製品にこだわりを持ち、
同社の主要製品である自動水栓の製造部品の発注先

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

長野県長野市中越1-2-22
026-263-3100／026-263-8700
http://minamisawa.co.jp
代表取締役社長 南澤宏一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

の内、約80%は長野県内の企業と連携を図っている。
1955年
1,008万円
25人

ものづくり

小規模の小回りを活かした現場力でものづくりを徹底
同社の後付け式自動水栓シリーズは、
センサーで手や人を感知して水を
流す装置で、
トイレや洗面台等に設置する。独自に開発した
「後付け式」は
導入コストの抑制や工期短縮に加え、大手メーカーがモデルチェンジ・生
産を中止した商品への取り付けも可能で、商業施設やオフィス、病院など
様々な公共施設で採用されている。
ニーズの高まりとともに競合メーカーも
出現したものの、同社は利用現場の分析による最適化を図り、多品種少量
生産体制を構築して克服している。

効率的に取り付けられる後付け式自動水栓

注文から3日間で納品できる短納期化に対応
センサー、
バルブ、電子部品等のほとんどを外部に発注しており、半製品
化、
ユニット化を図り、注文から3日間で納品できる短納期化に対応してい
る。
「後付け」商品が特徴であるため、現場の状況にあわせて1個から販売で
きる少量多品種生産に対応した体制を2012年度、2016年度及び2017年
度に
「ものづくり補助金」に採択された先端設備を活用して構築した。
よろ
ず支援拠点の支援を受け、受注生産、少量多品種生産に対応するため、生
産管理体制の仕組みや在庫管理手法の改善を図った。

先端設備を活用し短納期を実現

風通しのよい職場環境の構築と産学交流による活性化
2018年4月より、
月2回、午前・午後の2グループに分けて、
自社の強み弱
みの分析、5Sの実践・理論、電話対応等について研修会を実施しており、
オープンな職場環境を目指し、同社のビジョン、
コンセプト、経営方針等の
共有化を図っている。役員も含めた人員構成では、
男性9人、女性16名と女
性従業員が多く、働きやすい時間帯も考慮した職場環境づくりに取組む。
ま
た、社内人材の活性化のため、外部の分野専門家と連携して自動水栓の付
加価値向上のための開発を実施している。

チームワークのよい家庭的な職場環境
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一丸ファルコス株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岐阜県本巣市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

天然素材に特化した製品を継続して開発
自社で一貫した高度な研究開発体制
「ナチュラル原料で美と健康を創造するパイオニア」
として、国内外の化粧品等メー
カー約1,500社へ天然素材から抽出した多種多様な有効成分を供給する世界的に数少
ない天然機能性成分に特化した研究開発型企業。1,000品目超の製品は、国内多数の
化粧品や機能性食品に原料素材として採用され、開発においては顧客のコンセプト作
成段階から参画し、製品化に際しては薬機法など申請手続等の業務支援も実施。海外

生産性向上

展開においても約40か国に販売店を設け、売上総額の20%を占める。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

岐阜県本巣市浅木318番地1
058-320-1030／058-320-1041
https://www.ichimaru.co.jp/
代表取締役社長 安藤 芳彦

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1959年
9,738万円
185人

ものづくり

高い研究開発力により多品種の新たな素材を継続的に開発
自社工場内に抽出、濾過、濃縮、殺菌、乾燥、混合、造粒等他に類のない多
様な設備と従業員の20%を占める研究開発技術者によって、年間1000品
目にも及ぶ製品を効率的且つ継続的に生産。液体、粉末、顆粒の形状に対
応し、用途に応じて濃度、色調、粘度の調整が可能である。更に、製品を温
度管理された倉庫で保管、生産・在庫・出荷データを一元管理し、
ピッキン
グ作業の自動化によって出荷作業の効率と精度を高めている。
高い研究開発力で新たな素材を開発

自社一貫の研究開発体制と知的財産の管理
全ての自然由来の化粧品や健康食品原料の企画及び研究開発を自社で
一貫して実施。社内各部門で最先端の皮膚生理学理論を学び、新たな化粧
品や健康食品のコンセプトとなる新しい理論に裏付けされた機能性成分
の開発に取組んでいる。研究開発・抽出・精製・試験・調査・マーケティング・
販売に至るまでワンストップで提供している。
また、年間約20件の特許出願
を行い、
国内外の特許出願数は570件を超えている。
自社一貫の研究開発体制と知的財産の管理

子育て支援の拡充等働き方改革を推進し増収増益を達成
工場、事務所の省力化に加えて従業員自らが業務のメリハリや効率を意
識した働き方改革を実施した結果、
月平均の残業時間は約5時間／人まで
減少している。
また、従業員の35%が女性で、育児短時間勤務制度を導入
するなど子育てしやすい環境作りに取組んでおり、
出産・育児休業からの復
職率は100%である。
この様な両立支援体制により、継続的に増収増益を
達成している。
子育て支援の拡充等働き方改革を推進
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DAISEN株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岐阜県中津川市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

自ら開発した成形機・金型を使用し、
発泡樹脂製品を生産する唯一の国内メーカー
同社は、発泡樹脂成形用成形機と金型の設計・製造とあわせ、発泡樹脂成形品の生産
を行う唯一の国内メーカーである。成形機と金型については、発泡スチロールが国産化
されると同時にいち早く開発に着手し全国並びに海外展開することで、現在は発泡樹
脂成形機の国内シェア約60%を誇る。
また、成形品については、発泡樹脂製品の成形加
工事業を展開しており、発泡樹脂製品の軽量性、断熱性、遮音性・吸音性等の各種機能

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

岐阜県中津川市駒場町2‐25
0573-66-1321／0573-66-5947
http://www.daisen-inc.co.jp/
代表取締役 林 彰

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

に着目した建材や自動車内装材等の新規用途開発にも積極的に取組んでいる。
1948年
4,800万円
82人

ものづくり

稼働状況遠隔監視等のシステム構築で生産性・付加価値を向上
同社は、
自社並びに顧客の将来的な人手不足に対応するため、様々な年
式の成形機や加工機の稼働状況遠隔監視システムや各種データの収集・
蓄積システムを構築し、生産性向上を実現。現在、
これらのシステムを拡張
し、成形機等の不調を事前に検知する予防保全システムの開発や成形機等
の遠隔制御システムの構築に取組んでいる。
また、業界に先駆け、成形機の
駆動機構において従来の油圧駆動から電気モーターのドライブ機構を開
発し、
約70%の省エネと位置制御の精度向上を実現している。

成形機の稼働状況遠隔監視システム

行政機関の支援も活用した生産性向上への取組みを展開
2005年に発泡樹脂成形における生産スケジュールと実績集計を行う生
産管理システムを、岐阜県の外郭団体と共同開発。加えて2017年には、製
品の品質向上と業務改善のため、県との共同実証事業においてレガシー機
器のIoT化による一連の生産工程に関する情報の収集・可視化に取組む。
更に、IoTによって得られた情報を分析・判断し、
その結果を遠隔操作によ
り自社成形機へ送ることで不良発生を未然に防ぎ、生産性向上へのAI
（Deep Learning）
の研究を大学と進めている。

タブレット端末を使って生産性を管理

調整設定手法のデジタル化と人事異動による人材の有効活用
作業者の勘、
コツ、経験で調整しているパラメータをデジタル化のうえ要
因分析し、IoTにより自動で良品製造のパラメータを調整する仕組みを構
築して生産効率を高め、人材をより付加価値の高い業務へシフトすること
に取組んでいる。
また、
「成形機設計製造」
「金型設計製作」
「成形品生産」
の
3部門の技能を習得し、技能を伝承する人事管理体制をとっている中、3～
5年毎のローテーションで各部門の役割を体験させることにより適材適所
の発見機会を提供する等、人材の有効活用を図っている。
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調整設定手法をデジタル化

ミズタニバルブ工業株式会社
岐阜県山県市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

高付加価値商品を開発するとともに、
分散型工程、業務標準化で生産性を向上
1951年創業、1959年に会社設立の上水道用水栓を中心としたバルブの専門企業。
水栓金具、水回り製品、
その関連部材の開発設計・製造・販売を行う。既存の
「蛇口製品」
以外にも、新製品開発や、販路拡大に積極的に注力。地元に多くの取引先を有し、全国
に1,000以上の得意先を持つ安定した事業基盤を確立。
また、全国約4割の水栓バルブ
製品出荷額のシェアがある岐阜県山県市の中で、同社は水栓バルブ組合「美山金属工

生産性向上

業会（MK会）」会長を務め、
中核的な存在。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

岐阜県山県市富永194
0581-52-2131／0581-52-2622
http://www.mizutani-v.co.jp/
代表取締役社長 水谷 真也

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1951年
3,000万円
53人

ものづくり

単なる水栓金具に留まらず付加価値の高い製品を開発
同社は水栓バルブ製品の鋳造・加工・研磨・メッキ・組立検査等を一貫し
て行う設備、生産ノウハウがあり、
アイデアをスピーディ、高品質に製品化し
ている。洗浄機能を高めたファインバブルを吐水して3割の節水を行うシャ
ワーヘッド、EV充電設備と水道蛇口をコラボしたコンセント付き水栓柱、
各種センサーを用いた高齢者見守りシステム等、新製品を開発し、単なる
水栓金具に留まらず、付加価値の高い製品を製造。今後は、
これらの技術を
活用してヘルスケア等、新規分野への進出も視野に入れる。

ミズタニバルブ工業の高付加価値商品

トヨタ生産方式を導入し毎日改善活動を積み重ね効率よく生産
コンサルタントのアドバイスを受けながらトヨタ生産方式を導入し、効率
よく生産している
（MPS:Mizutani Production System）。大きな表に付
箋を貼って在庫状況を表したり、在庫の保管も目に付く場所に積み上げた
りと敢えてアナログ的な取組みで、視覚的に分かりやすくし衆知を集めてい
る。
また、一部の生産機械の稼働データを随時スマホで容易に確認できる
ようにし、今後、他の機械への展開も目指す。更に、岐阜大学とIoTを活用し
た生産性向上を図る機器を共同研究、産学官連携にも取組む。

アナログ的な工夫で在庫を見える化

属人的な業務を他の従業員も取組めるように標準化
業務の標準化のため、今まで実行していなかった工具や資料等の定位置
管理の取組みを実行。
これにより、従来は属人的だった業務が他の従業員
にもできるようになった。
この結果、1名を組立検査工程から配置換えして
段取り替えや部品を運ぶ専門の担当を設けたところ、実際の作業人員は1
名減ったにも関わらず、3割生産性が向上。
また、以前は従業員が不良品を
出すと人目に付かずに処分したが、工場で一番目立つところに不良品を集
める場所を設置して意識付けを行った結果、不良品が半減した。
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不良品を見える化した結果、発生率は半減

株式会社美光技研

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岐阜県美濃加茂市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

オンリーワンの研磨加工技術で競争力を
確立し、
高い付加価値と生産性を実現
創業以来45年間、金属板の研磨加工を追求し続け、
自社開発の研磨具と独自加工技
術により、他社には真似できない高級感と独自の輝きを表現。3Dスピン加工を始めとす
る特殊研磨加工は、有名テーマパークのアトラクション内装、世界的ブランドの店舗外
装、高級車等、名だたる企業や商品で数多く採用されている。少人数かつ特殊加工であ
りながら、量産性・再現性も確保、特別な加工を求める企業の需要に応えている。
また、

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

岐阜県美濃加茂市野笹町2丁目3‐33
0574-25-1246／0574-26-3751
http://www.bikogiken.co.jp/
代表取締役社長 和田昇悟

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

独自の技術が認められ数多くの賞も受賞している。
1973年
1,000万円
6人

ものづくり

加工技術を強みに自社ブランド展開も含む高付加価値化を追求
研磨加工一筋で積み上げたノウハウをベースに、
自社開発の研磨具と卓
越した職人技で高い加工技術を確立し、大手自動車メーカーのTier1等か
らも、仕上がりの美しさは世界トップレベルとの高い評価を獲得。大手から
の下請ではなく技術で選ばれる存在となった同社は、非金属素材への転用
など新規市場開拓に努める傍ら、
特殊研磨加工品の自社ブランド
「MIHIKARI」
を立ち上げ、拘りのあるジュラルミン名刺ケース等を販売するなど、
ブラン

自社ブランド商品、美しい研磨仕上げ技術

ド構築による付加価値と生産性の向上も図っている。

ITの積極活用による業務効率化に注力
ITを活用した業務効率化を推進。会計処理では、会計事務所とクラウド
上で情報を共有して資料や作業負荷を削減するソフトを導入。生産管理で
は、売上・仕入管理のシステムを活用し、必要在庫の管理と受発注、得意先・
仕入先管理等を一括処理するとともに、管理データから生成したグラフや
資料を営業ツールとしても活用。加えて工場でも、NC機械のプログラム読
込・書出を簡単に行ってバックアップや変更修正ができるようバージョン変
更する等、
加工工程から事務処理まで含めた効率化を実現した。

NC機械の導入によって効率化した加工

幅広い人材活用と多能工化による技術の蓄積・伝承
定年後再雇用したシニア男性から20歳代の女性まで、幅広い人材を採
用して適材適所で活用。
また、
スキルマップ制度を採用して、各職員がもつ
スキルやできる仕事を見える化。互いに切磋琢磨しつつ教え合う仕組みを
整えて、専門性向上と多能工化を併行的に進め、誰もが皆の補助に入れる
体制にするとともに、技術の蓄積と伝承を図っている。
さらに、今後人材確
保がより難しくなることを想定し、
自動化可能部分を極力自動化するととも
に、
自動化機器の操作に対応できる人材の育成にも取組んでいる。
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幅広い人材を活用しながら技術を蓄積

鈴覚株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

静岡県浜松市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

技術の活用と若手社員の力により、
鋼材のス
ペシャリストとして顧客ニーズに対応
1913年の創業以来、100年の信頼を礎に、鋼材のスペシャリストとして商社とメー
カーの2つの機能を両輪に産業界のあらゆるニーズに対応している。鉄鋼販売では、幅
広い鋼材を必要なサイズに加工して提供している。
メーカーとしては、
ベンダー、
プレス、
溶接技術を軸とした二輪車・四輪車の関連部品や、独自のロール成型技術を生かした
スチール梱包ケース等の製造販売を行っている。米国のアトランタとベトナムのハノイ

生産性向上

近郊に製造拠点を置き、海外展開も進めている。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

静岡県浜松市南区大柳町727番地
053-427-0111／053-427-0132
http://suzukaku.co.jp/
代表取締役社長 鈴木 格徳

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1913年
3,520万円
183人

ものづくり

先端技術と手作り技術の合わせ技で高価値を適正価格で提供
軽量・高機能なアルミテーパーハンドルの一貫加工ラインの構築では、
中核設備に思い切った先端技術を投入する。一方で、穴開けや切断等の周
辺設備は、社員の手作りに近い設備を使用する等、
メリハリの利いた合わ
せ技で、
製造リードタイムの半減やコスト低減を実現した。
例えば中核設備の一つであるベンダー加工機では、
ベンダー自身に独自
の解析用回路を設けて、材料や形状に合わせた最適曲げ条件を、従来の職
人技よりも短時間に、
より精密に設定できるようにした。

先端技術と手作り技術の一貫加工ライン

ベンダーと非接触3次元形状測定機の連携でミニIoT化
高強度アルミニウムの加工では、
ロット内やロット間の硬度ばらつきによ
るスプリングバック量の変動に注意する必要がある。
加工後の製品を姿ゲー
ジでチェックして、
曲げ条件を微調整していく従来のやり方は、
業務効率の悪
化を招いていた。
一貫加工ラインでは、
全電動型のベンダーと非接触の３次
元形状測定機をLANに接続することで、加工物を形状測定機に置くだけで
自動計測して補正値を計算するとともに、
LANを通じてベンダーに信号を送
り、
設定値を自動補正する仕組みをベンダーメーカーと共同で構築した。

ベンダーと非接触３次元形状測定機の連携

積極的な若手社員の活用で新分野に切り込む
当社ではサポイン活動が社内の活性化ツールとして大いに機能してい
る。
チャレンジングなテーマを掲げ、新たな知見を得るために未経験の分野
に切り込んで行く社風を作ることで、知的好奇心を刺激された若手社員が
頑張り、ベテラン社員が支える姿が日常的に見られるようになった。
また、
簡単な設備は自分たちで作る機運が出てきたことも、多方面で良い効果を
もたらしている。更に、大学や川下企業とのやり取りが増え、
サポインが若
手人材育成器となった。

社員同士で学びあい・教えあい切磋琢磨
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山梨金属工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

静岡県藤枝市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

自動化による生産性の向上と付加価値向上
各工程のプロセスの積極的な改善
同社は1947年7月に静岡市で錠前製造業として創業し、1972年12月に法人組織に
改め、山梨金属工業株式会社を設立した。金型設計開発からプレス加工までの一貫生
産対応により量産加工が可能であり、生産工程の改善にも積極的に取り組んでいる。
ま
た、金型については、社内試作を積極的に行う等の取組みが、同社のプレス加工技術の
確立に大きく寄与した。更に、2010年10月にインドネシアに現地法人を設立する等、海

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

静岡県藤枝市横内800-20
054-641-8474／054-641-9347
http://yamanashimetal.com/
代表取締役社長 山梨 潔昭

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

外進出も強化している。
1947年
1,000万円
59人

ものづくり

自動化による生産性の向上と付加価値向上
同社は金型設計開発を自社内で行うとともに製品の品質向上、付加価値
向上に積極的に取組む。製品の重要機能部位の全数保証を行うため、画像
装置を導入し、
自動検出を可能とし、品質向上と付加価値向上に努めた。
ま
た、
プレス加工の工程で発生した端材の自動回収装置を導入する等、設備
投資に力を注いでいる。更に、生産加工品の自動設備の設計開発、作製販
売を新規事業として取組む事で、
より一層の付加価値の向上を図っている。
品質・付加価値が高い同社の金属製品

各工程のプロセスの積極的な改善により、納期短縮を実現
金型納期短縮、精度向上、再現性の確立を目指し、非接触式3次元自動
測定器を導入したことで、約75%の時間削減を達成した。
これにより、金型
内駒数が100点程度の金型の場合、約18時間の測定時間が短縮でき、納
期短縮に寄与した。また、自動機を導入し、53%程度だった作業効率を
100%まで引上げることに成功。
これにより、国内で1次加工した後、
インド
ネシアで最終加工をした製品の価格が現地加工のみの製品の価格帯にも
対抗でき、
かつ良質な製品の提供を可能としている。

設備投資により納期短縮を実現

作業標準化と多能工化による人材活用
従業員教育の一環として量産品製造部門における作業標準書の整備を
通じ、作業全般の標準化を積極的に進めている。技術部門では、標準化が
可能な作業については作業標準を整備し、標準化が困難な作業においては
OJTを中心とした教育計画を作成し、従業員に対し定期的な研修を実施し
ている。
また、技術部門では社内にて製品、金型の両試作に取組むことで、
従業員の製品開発能力、設計能力の向上に努めている。作業の標準化を図
ることで、
他部門への弾力的なシフト等の多能工化を実現した。
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作業標準化による多能工化

株式会社河村工機製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県名古屋市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

他社より一歩先んじた技術力により信頼の
高品質自動車部品を提供し地域未来を牽引
昭和27年に創業以来金属プレス加工メーカーとして
「お客様に信頼される会社」
を目
指してきた。
トヨタ系一次サプライヤーであるフタバ産業
（株）
（
、株）
三五を主力取引先と
して、板巻パイプ、板巻パイプ加工部品、
自動車のマフラーカッター等の製造加工を営
む。特に
「RP専用機」
によるステンレス板巻パイプ製造法は、消費電力の削減と省スペー
ス化を可能とし生産の効率化とコスト削減を実現、取引先から高い評価を得ている。

生産性向上

● 所在地

愛知県名古屋市緑区鳴海町字太鼓田4 ● 設立
番1
● 資本金
● 電話／FAX 052-621-8111／052-623-0969
● 従業員数
● URL
http://www.kawamura-koki.co.jp
● 代表者
代表取締役社長 藤本 徹

1952年
10,000万円
182人

ものづくり

ステンレスパイプ加工工程の一新と環境負荷低減の実現
同社の技術で革新的なのは、
ステンレスパイプの通常の製造工程（プレ
ス3工程＋溶接1工程）
を、材料の搬入から製品の完成まで一台の機械で完
結できるよう従来の製造方法を一新した点にある。優れているのは、常に技
術革新を試み、結果が伴っている点である。独自工法に改善を加えるべく、
更に消費電力の削減ができないかとの課題を設定し全社的な取組みを
行った。
その結果、油圧制御を見直すことで油圧シリンダーの稼働時間の
調整、
そして消費電力の大幅な削減で
「環境負荷の低減」
を実現した。

RP（ロールプラズマ溶接）板巻きパイプ

独創的技術による独自工法と一貫生産体制による業務の効率化
従来工法では、①板材の孔あけ／切断、②板材の
「U曲げ」、③「U曲げ」
さ
れた材料の
「まる曲げ」、④溶接を独立した工程だが、
同社独自工法では、
プ
レスと溶接という異なる工程を1台の自動機に集約することで、消費電力や
設置面積を大幅に減少させた。
また工程の改良を進め、①の工程を分離す
ることで、更に、消費電力が1/8、設置面積が1/3、作業段取り時間が1/5ま
で短縮。
この様な独自工法に加え、金型づくりから生産まで内製化した一
貫生産体制の確立で業務効率化を実現。

独自加工の金属プレス部品一貫生産ライン

ルーバー加工、孔加工実施と客先在庫削減による付加価値向上
従来工法では、
長尺材をカット後に孔あけやルーバー加工を行うことが困
難であったが、
同社工法では板材に孔あけやルーバー加工を施したのちに、
曲げ、
溶接を行うことで顧客注文に対応。
また従来工法では、
長尺材1本ごと
に製品を切断していたため客先在庫が過多になるが、
独自工法では、
必要な
分だけ板材を加工するので小ロットを実現し客先在庫の無駄を削減。今ま
で長尺で造管されたものを切断して使う発想から、
必要な長さを必要な分だ
け造管する
『1本から1個へ』
を発想し同社独自技術により付加価値を向上。
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必要な長さ、必要な分だけ造管

株式会社カンドリ工業

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県額田郡幸田町

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

他社の追随を許さないロウ付け加工技術で
多くの一流メーカーに頼られる実力企業
主な事業内容は、溶接をベースに炉中ロウ付、真空ロウ付、高周波ロウ付、
自動ロウ
付、
ハンドロウ付などのロウ付加工を行っている。基礎研究から製品の応用までの高い
対応能力でロウ付け加工のほとんどの材質をカバーしている。高性能水素ガス連続式
熱処理炉及び真空炉により、鉄・ステンレス・チタン・アルミ等の固溶化熱処理、磁気焼
鈍、
折出硬化処理を行っている。

愛知県額田郡幸田町大字深溝字松井 ● 設立
8-1
● 資本金
● 電話／FAX 0564-63-0555
● 従業員数
● URL
http://www.kandori.jp/
● 代表者
代表取締役 神取 勇

生産性向上

● 所在地

1984年
1,000万円
84人

ものづくり

技術センターに蓄積した加工データの試作や工程設計への応用
同社がターゲットとしている顧客層には、
自動車エンジンのダウンサイジ
ング化や自動車部品・一般産業用部品の高度化を目指している企業が多
い。
このような顧客層に対して、同社上六栗工場に併設しているB&H技術
センターでは、特殊ロウ付加工の他、試作やロウのテストを実施、
これまで
蓄積したワークの材質や形状、
ロウ付条件といった約2,000件に及ぶ加工
条件をデータファイル化し、試作や工程設計に活用している。
このような経
験の蓄積と応用で付加価値の高い取組を行っている。

同社の研究開発拠点のB&H技術センター

不具合を事前察知できるシステム構築により業務の効率化実現
業務の効率化のために同社ではIOT投資を行っている。
同社の加工工程
では、温度、気圧等の外的条件、素材の温度、形状などの諸条件により、
さま
ざまな不具合が発生していた。一度不具合が発生すると、連続して不良品
を製造することとなり、無駄な製造コストとなる。
この様な無駄をなくすた
めに同社では、
さまざまな不具合のデータを収集し、分析することで事前に
不具合を察知できる仕組みを構築し、作業員の修正作業を未然に防止し、
材料費の無駄を25%削減して、業務の効率化を実現している。

あらゆる種類の熱処理とロウ付加工を探求

仕事と家庭を両立できる職場環境の整備で多くの女性が活躍
同社は女性に働きやすい職場を目指してライン設計を行い、工場で多く
の女性が活躍している。年代別では30～40代の「子育て世代」の女性が多
いため、仕事と家庭の両立が課題になっていた。
そこで同社では、子供の急
病や学校の行事が重なった時でも生産が成り立つように、
あえて、予め多め
の人員を配置することにより、柔軟な働き方の実現を達成している。余裕を
持った人員配置を行っていることで、従業員同士がお互いに思いやりの気
持ちを持って仕事に臨んでおり、職場環境も良好である。
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産学連携で開発したマイクロ熱交換器

株式会社TMW

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県稲沢市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

独自技術により高品質な大型金型を製造、
海外での高い競争力と信頼性を獲得
自動車向けを始めとした大型射出金型の設計・製作を手掛け、特に自動車用インパネ
等、大型で奥行きがあるものを得意とする。大型金型は高精度加工が難しく国内でも制
作できるメーカーが少ない。切削加工のみならず、放電加工などを駆使し高度精密金型
を実現。
その技術力を持って国内全自動車メーカーと広く取引するほか、世界30か国で
サポート等が可能なグローバル体制を構築、世界の需要に広く応えている。

生産性向上

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県稲沢市奥田大沢町27
0587-32-6281／0587-21-2800
http://www.tmw-integral.com/
代表取締役 立松 宏樹

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1949年
9,100万円
196人

ものづくり

自社の金型から作り出される製品
自社内で研磨した高精度刃物を使用した仕上げ加工により、金型が生産
する製品の品質を極限まで上げることなど、常に新たな技術開発に注力す
る。
超微細加工による加飾技術を持つ株式会社IBUKIと技術協業パート
ナー契約を締結（H29.2）
し、大型金型のアクセントになる同加飾を組み込
む一体成型金型を協業開発するなど、
より高い付加価値を創造している。
自社の金型から作り出される製品

海外データセンター活用_TMW4.0
海外データセンター活用による業務効率化に加え、
インタストリー4.0の
取り組みとして策定した
「TMW4.0」
に基づき、機械の稼働状況、生産進捗
状況、変動費の変動把握など、全社で情報共有できるよう見える化を徹底。
現在、製品毎の計画と実績が一目で判り、生産効率をベースとした受注
ターゲットシミュレーションの確立も目指している。社員のスキルアップに
貢献する能力分析を含め、AIやIoTを最大限に活用した生産性向上を強力
に推進している。

海外データセンター活用_TMW4.0

人材育成と事業部制の導入
人材育成を全ての基本とし、受注案件毎にチーム振り分けを実施するプ
ロジェクトマネージメントを導入。5つの事業部を構築し各事業での経験を
積み上げ、金型製造に留まらない製造に不可欠な治具や工具、
オートメー
ションなどの販売などに携わることで、幅広い知識と経験を持つ社員を育
成する。社員のチャレンジ精神とやる気の向上に寄与することで生産性向
上を目指す。
また、技術者は1日では育たないとの強い思いから現在までリ
ストラはしておらず、強い一体感を維持している。

人材育成と事業部制の導入
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泰東工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県安城市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

IoTを活用した生産ラインの見える化
シートベルトの生産数はトップクラス
同社は、
シートベルトやドアロック、
エンジン等の自動車の安全を守る重要保安部品
を製造している。提案から金型設計・製作、金属部品のプレス加工・熱処理、
メッキ、樹脂
成形、金属部品と樹脂成形のアッセンブリまで一貫して自社でできることが強みであ
る。同社のシートベルトの生産数は年間約6,000万個に達し、国内の生産数はトップク
ラスのシェアで、海外でも部品によってはシェア15%を誇る。2011年に中国蘇州に現地

● 所在地
愛知県安城市里町三郎1番地26
● 設立
● 電話／FAX 056-698-2121／056-698-1514
● 資本金
● URL
http://www.taito-inc.co.jp/index. ● 従業員数
html
● 代表者
代表取締役 後藤 信介

生産性向上

法人を設立し、2017年には第二工場の操業を開始した。
1960年
4,500万円
250人

ものづくり

IoTシステムを活用した樹脂生産ラインの見える化
樹脂生産ラインでは、24時間稼働体制により生産性向上を図るべく生産
ラインの自動化を進めている。従来、
ムダの原因究明には、熟練工の勘と経
験に頼っており、原因究明に多大な時間を要していた。
この解決のために、
樹脂生産ラインにIoTを活用したシステムを導入し、樹脂生産ラインの射出
成形機をネットワークで接続して制御・管理を行い、各装置の実測値デー
タを収集・解析して、
「不良の発生」、
「意図しない設備の停止」
の原因を究明
し不良率が削減するとともに、稼働率が向上した。

自動化された生産ライン

ロボット活用により自動化を実現した高次生産体制の構築
射出成形プロセスのインサート成形工程の見直しを図り、高精度を実現
した。
インサート工程における
「金属部品を金型へ装着する」、取出し工程に
おける
「製品を取り出す」等の作業は、単純作業ではあるものの、人間が手
作業により行う場合には、装着ミスによる不良率の高止まりや作業スピー
ド、及び精度の向上には限界がある。
そこで、射出成形機に連携させる6軸
多関節ロボット及び、パーツフィーダーを導入し、高次生産体制を構築し
た。

同社の自動車ドア関連部品

同社の高度な技術・ノウハウを活用し、中国での生産が急増
同社の得意先である日本の自動車メーカーも数多く中国に進出してい
る。
同社も、
中国蘇州に2011年に現地法人を設立し、2013年から本格的に
稼働をしている。
日本の自動車メーカーの中国での自動車生産の拡大に伴
い、
同社の現地での生産数も伸長した。
同社の高度な技術・ノウハウの活用
は評判となり、今では、顧客は日本の自動車メーカーにとどまらず、欧米の
自動車メーカーとの取引も増えてきた。急増する受注に対応するために、
中
国で第二工場を竣工し、2017年から操業を開始している。
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中国の第二工場の全景

榊原工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県西尾市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

顧客ニーズに応え中子総合メーカーに成長
環境経営の取組みでコスト削減、
利益向上
同社は、
自動車産業集積地である愛知県西三河地区において、鋳物の中子（鋳物の中
に空洞を作るための砂型）製造を行っている。近隣には自動車産業の協力工場が数多く
点在し、
そのうちの鋳物製造業者60社以上に中子を供給。
長期的視野に立ち、業界慣習である1業種特化を捨て、高い製造技術、他社が真似で
きない段取り力、多様性ニーズ対応を強みに中子総合供給メーカーへと転身。富山県に

生産性向上

も製造拠点を設置し、建設機械の鋳物製品の中子も製造している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県西尾市一色町大塚赤西18番地3 ● 設立
0563-72-7454／0563-73-6761
● 資本金
http://sk-shell.jp
● 従業員数
代表取締役 榊原 勝

1966年
1,000万円
132人

ものづくり

原材料の再利用による歩留率向上と産業廃棄物量の見える化
同社は、中子の原材料である珪砂の再利用に着眼。再利用には、珪砂に
コーティングされたレジン
（砂を接着する樹脂）
を除去する必要があるが、
流動焙焼炉を導入しレジンを焼くことで、元の珪砂へ戻すことが可能と
なった。
これにより、原材料の歩留率が向上するとともに、廃棄物の処分コ
ストも削減でき、
利益向上・業務効率化につながっている。
さらにマテリアル
フローコスト会計を導入しCO2排出量への数値変換を実施、環境経営と
「成果が数値で語れる会社づくり」
を実践している。

レジンでコーティングした砂でできた中子

多品種少量化、
中品種中量化に応える独自の生産体制
中子業界で主流となっているシェルモールド法は、大量生産に向いた製
法である。
しかし鋳物業界は多品種少量化、
中品種中量化が進んでいる。
同
社では従来のシェルモールド用機械を中品種中量化に適するよう改良し、
多品種少量化製品には
「手込み中子」
を採用し、
客先の多様なニーズに応え
ることで中子総合メーカーに成長した。結果として、試作から立ち上げまで
の時間短縮化に貢献できる企業となり、取引先を含めた業務の効率化を図
ることができた。

多種多様な成型機械を保有

人が活き、社員の声が届く会社づくりを目指す
同 社は、
「 人が 活きる」を基 本としたボトムアップの仕 組みとして、
ISO9001・エコステージ3へのステップアップ・BCPのワーキンググループ
活動を通じ、
自主活動を推進している。
これらの活動は年間会議日程を明
示し実行のうえ経営層へ報告され、経営層は役員会で各議題を協議し月毎
に回答を示している。
また、年に一回、経営方針・各部署方針を全社員に示
す経営方針発表会は社員の声を反映した内容となっており、
「社員の声が
届く会社づくり」
を目指している。

2015年にBCP計画を策定
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豊橋木工株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県豊橋市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

磨き上げた成形合板技術と一貫生産体制で
椅子に新たな価値を創造する
同社は、1944年に豊南航空工業として豊橋市前田南町に設立、1948年に豊橋木工
に社名変更し、木製家具の製造を開始。丈夫で軽く、美しい曲線を持つ部材を作ること
ができる
「成形合板技術」
を、長年にわたり磨き上げてきた。
プレス用の型も社内で設計・製作し、成形・木取・加工・研磨・組立・塗装・張り仕上げ
作業までを社内で一貫生産できる体制を強みとしている。1992年に起立補助椅子を開

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県豊橋市杉山町字知原12-1052
0532-23-2151／0532-23-4522
www.toyomoku.co.jp
代表取締役 近藤 安社

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

発して以降、主として椅子を専門に開発製造販売を行っている。
1944年
5,000万円
33人

ものづくり

「椅子によって姿勢を守る」
という新たな価値を創造
同社は、椅子をただ座るだけの物でなく、座ることで姿勢を守り、
ひいて
は健康をサポートする物と捉え、新たな価値を創造している。特に、成長す
る子どもの姿勢を守りながら、
大人になってもずっと使える椅子
「アップライ
ト」
や、食事の姿勢を椅子で守ろうという発想から生まれた
「セピント」は、
同社が持つ成形合板製造の高い技術力と生産一貫体制、社外ディレク
ター、家具デザイナーと連携した自社ブランド構築を実現したことで完成し
た、
同社の代表作である。

子どもたちの姿勢を守る椅子 「アップライト」

最新機械導入による技術向上及び生産性向上
同社では、売上が増加している
「アップライト」
・
「セピント」
の更なる機能
向上と生産量増加に向けて、最新の成形合板巾割機を導入している。従来
同社で使用してきた巾割機に比べてより複雑な部品の切断が可能となる事
で、部品数や工程の削減による生産リードタイムの短縮を図るとともに、
よ
り複雑な形状の椅子の製造技術も確立する事ができる。
このように、業務
効率化を図る設備更新も積極的に行いながら、常に新たな事へ挑戦し続け
ている。

設備投資や職場環境改善で効率化

熟練工の技術継承と作業環境への配慮で人材を活用
同社では、熟練工が長年培ってきた目利きや手際などを含めた技術を若
手職人や女性職人へ継承するための社員教育に力を入れている。
また、社
員の外部セミナーの受講推奨、作業効率と新技術確立のための設備投資、
新たな業務へのチャレンジ等も実施しており、
そうした職場改善・能力向上
支援が社員の意欲向上にも繋がっている。
さらに、雇用面では地元高校・および女性新卒職工も採用し、雇用創出に
も積極的に力を入れている。

熟練工・若手・女性が力を合わせる
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三河淡水魚株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県西尾市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

鰻の川上から川下まで一貫した事業体制で
最高の味と品質のブランド鰻を安定供給
昭和51年に愛知県西尾市一色町にて鰻の卸問屋として創業し40年が経過。昭和53
年9月法人設立。平成26年に現在の代表取締役である柴崎忠義氏が事業承継。関連会
社3社を有し、
「三河淡水グループ」
として、鰻の養殖、活鰻の出荷、加工、飼料販売、外食
事業まで一貫した事業を展開している。
「最高の味と品質向上」に努めることで、
「三河
一色産うなぎ」
のブランド化を牽引する地元有力企業である。

生産性向上

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県西尾市一色町赤羽北荒子72番地 ● 設立
0563-72-2179／0563-72-2889
● 資本金
http://www.mikawasuisankakou.jp ● 従業員数
代表取締役 柴崎 忠義
（写真は会長柴崎 義輝）

1976年
1,000 万円
84人

サービス

「三河一色産うなぎ」
ブランドの確立による高付加価値の実現
西尾市一色町は鰻生産量日本一の町であり、全国の鰻関連事業者に支
持される最高水準の味と品質を実現している。地元の生産者グループの
リーダー企業である同社は、①自社の12,000坪の養鰻池で、水質・水温を
細かく管理し、②矢作古川の清浄な河川水を利用して、
より自然に近い環
境で鰻をしらすから育成し、③鰻のストレスを軽減するため養殖密度を下
げて、天然うなぎに近い健康な鰻を育成している。
この不断の努力が一色
産うなぎのブランド力を高め、商圏を拡大し、高付加価値を実現している。

健康な鰻を育てる12,000坪の養鰻池

安心・安全・上質を約束する品質管理の標準化で業務効率向上
一色町の養鰻技術は全国水準と比較しても卓越しており、同社が行う指
導により養鰻業界全体が底上げされ、一層の品質向上やロスの低下に繋
がっている。同社の加工工場内では、独自の検査設備による衛生管理を行
い、安心・安全な品質を維持しながら業務効率化を図っている。
また、大手
飼料メーカーと共同開発した飼料「三河鰻咲」
は、
ニホンウナギ本来の味を
引き出すオキアミと、疾病への抵抗力を強めるニンニクを配合し、
さらにビ
タミンEを強化し、美味で健康な鰻の養殖に貢献している。

厳格な衛生管理基準と独自の検査設備

ブランドを維持するための人材の有効活用と育成
同社会長柴崎義輝氏は、従業員の金銭面での豊かさを重んじ、
トヨタ系の
労働者に匹敵する給与を支給してきた。飲食部門である
「うなぎ割烹みかわ
山水亭」の強化を図るため、積極的な採用や柔軟なシフト割り等の改革を実
施し、人手不足の課題の克服に取組んでいる。
また、地元養鰻業者の後継者
を自社に採用し経営のノウハウを指導するなど、次世代を担う人材の育成に
も大きく貢献している。今後も地域を代表する企業として雇用を促進し、地元
養鰻業者との共存共栄できる人材の育成と有効活用に取組んでいる。
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同社直営のうなぎ割烹「みかわ三水亭」

有限会社イナテック

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県蒲郡市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

異形複雑部品に特化した金属加工会社
一貫生産体制と革新的加工技術を持つ
同社は1959年創業以来、金属加工製造業を営んでいる。鋳物加工を得意とし、特に
難易度の高い異形複雑部品に特化している。特殊車両部品（消防自動車）、
ロボット部
品、建設機械部品等を製造し、取引先は全国に広がっている。多品種少量部品を高品
質・短納期・低コストで取引先に提供している。
それを可能にするのは、調達から加工、
洗浄、組付けまで一貫生産できるビジネスモデルを構築していること、及び、常に最先端

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県蒲郡市形原町出口14-1
● 設立
0533-57-3737／0533-57-1337
● 資本金
http://www.sk3.aitai.ne.jp/~kanami-i/ ● 従業員数
代表取締役 稲吉 芳則

生産性向上

の加工技術を追求する、革新的加工技術の開発によるものである。
1959年
500万円
30人

ものづくり

最先端設備の導入と革新的加工技術により高付加価値を実現
複雑加工については、
最先端の5軸マシニングセンタや耐圧検査機械及び
洗浄設備を導入し、
加工・検査・洗浄を高レベルで行うことで製品の付加価値
を高めている。
超薄物加工は、
変形しやすいため、
従来、
品質を確保するには
ベテラン職人によるノウハウと長年の経験が必要であったが、同社はマグ
ネットと加工治具を融合させ、
マグネットに張り付け固定した技術を開発し、
経験の浅い職人でも超薄物加工ができるようにした。
最先端設備の導入及び
オリジナル技術の開発によって効率化を図り、
付加価値向上を目指している。

最先端の5軸マシニングセンタ

短納期を実現するため生産体制の効率化
複雑異形部品の加工は、旋盤加工時には爪の製作、
マシニング加工時に
は治具製作が必要である。取引先への短納期を実現するには、
いかに早く
爪や治具の製作ができるかがポイントになるが、同社はITを利用すること
で部品に最適な治具部材の選定が可能であり、
また過去の蓄積データから
溶接、焼き入れポイントが分かるので、短時間で治具製作が可能である。短
納期、高品質の実績によって取引先から厚い信頼を得ており、過去3期連続
で増収増益を実現している。

複雑部品の加工を短納期、高品質で実現

高齢者を有効活用し、働き甲斐のある工場を実現
地域に密着し、高齢者を積極的に雇用している。従業員は全30人のうち
14人が65歳以上であり、70歳以上も多数在籍している。高齢者に合わせて
作業台の高さを調節する等、工場内の作業環境を整えている。検査におい
ても作業補助装置を追加して体力的負担を減らすなど、労働環境の改善に
取組んでいる。更に、作業者自身からの提案を積極的に取り入れ、作業改善
を行うことで、彼らのモチベーションアップにもつながっている。75歳以上
を除き、
従業員の離職は過去40年間ゼロである。

意欲的な高齢者が多数在籍する会社
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株式会社八幡ねじ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県北名古屋市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

顧客に信頼されるブランドを目指す
IT化で
「中小企業IT経営力大賞」
受賞
「ねじ」
を中心とした締結部品を扱い日本国内外に製造工程も持つ
「ものづくりもでき
る専門商社」
である。販売先は家電、建築、
自動車部品関連などで、特にホームセンター
への販売シェアは全国1位であり、
ねじを必要とする全ての産業を支えている。創業当初
より社是
『三方善の心』
をモットーに製造・販売から出荷までを通じ日々進化
（深化）
し続
けている。海外４ヶ国に展開し、国内外グループ合計で従業員数1,000名を超える体制

生産性向上

を構築し、
グローバルでお客様のものづくりを支え、
あらゆる要望に応える。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県北名古屋市山之腰天神東18
0568-22-2629／0568-24-6525
https://yht.co.jp/
代表取締役社長 鈴木 則之

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1953年
2,000万円
170人

サービス

顧客に安心と満足を与えるデザインづくりでブランド強化
信頼のブランドづくりのためデザインマネジメントにも取組んでいる。多
品種に及ぶ商品を最終ユーザが選びやすくするためパッケージラベルの製
品情報の見やすさに工夫し、
製品別、
「太さ」
別に表示を色分けし探しやすく
している。
パッケージにおいての「品質」
「コスト」に加えた
「収納性」
「環境」
への取組み推進や展示会を活用した戦略的な製品イメージ特性向上など
顧客に安心と満足をお届けする努力を“伝える・伝わるデザイン”が評価さ
れ、
グッドデザイン賞日本商工会議所会頭賞などを受賞している。

パッケージ&ラベルデザインイメージ

IT活用により業務効率化で迅速な流通環境を実現
インターネット黎明期以前から顧客とのオンラインシステムを稼働させ、
独自で
コンピュータシステムを開発し、
業界内で先駆けてIT経営を成熟化させてきた。
近
年では多様化するマーケットの特性上、
生産管理・品質・仕分け・出荷等の作業量
は膨大なものであるが、
業務のさまざまな場面で、
紙による指示からタブレット端
末でのデータによる指示に変更するなどIT化を推進、
実現することで効率化・合理
化し、
スピーディに処理するシステムの確実な運用を実施している。
これにより、
顧
客の求めるものが、
求める時に迅速に手に入る理想の物流環境を作り上げている。

IT活用実例

多様化する人材を活かせる働きやすい職場環境づくりの実現
社員の福利厚生の充実と働き方改革の一環で、働きながら子育てができ
る環境、
育児を心配せずに仕事ができる環境を整えるべく、
2019年1月から
「事業所内託児所」
を開園している。女性の活躍はもちろん、全社員が“イキ
イキ”と働くことに誇りを持てる環境づくりを目指すことが重要と考え、
組織
トップの意思表明により推進体制を整備している。社内で
「ダイバーシティ
企画チーム」を発足し、人手不足等の課題に対し外国人実習生の受け入
れ、
シニア人材の雇用など多様な人材活用に成果を上げている。
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明るい職場風景

中伝毛織株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県一宮市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

一貫生産体制による迅速な生産体制を活かして市場展開
最新機器導入により省力化と少量多品種対応力の強化
世界三大毛織物産地といえば、
イタリアのビエラ、
イギリスのハダースフィールド、
そし
て日本の尾州。尾州では主に毛織物やニットを中心に様々な種類の生地を生産する。分
業が進んでいる尾州の中にあって、
中伝毛織（NAKADEN KEORI）
が、世界中のハイブ
ランドから指名入りで注文が入るその理由は、信頼できる確かな品質と、
デザイナーの
どんなイマジネーションでも正確に形にする生産体制と技術力だ。

愛知県一宮市三条字郷内西1688
0586-61-3111／0586-61-3120
http://nakadenkeori.co.jp/
代表取締役社長 中島 幸介

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1960年
9,800万円
151人

ものづくり

最新鋭の設備導入、工夫を凝らし他社との差別化を図る
中伝毛織が、
デザイナーたちのあらゆる要望に応えトレンドに先回りした
提案ができる背景には、世界のファッショントレンドへ通じているというこ
とがある。
未来のトレンドを読み解いて、戦略的に機械や人に投資をする。最新のト
レンドを形にするための機械を先回りして整備している。現在最新の超高
速織機76台に加え39台の丸編み機4台の横編み機を設備し24時間体制
で稼働している。

最新鋭の設備を導入

多種多様な設備による省力化
織機に載せる前の準備工程では最新鋭の整経機を導入し小ロット対応
を短時間で行っている。
また、織物工場の屋根全面に太陽光パネルを設置
発電だけでなく太陽の熱を遮断することで夏場工場内の空調を節電してい
る。

工場屋根に設置した太陽光パネル

戦略的な人材配置を実施
中伝毛織は、織物とニット、糸染め、整理工場を自社（あるいはグループ
会社）
で持っている。
これだけの幅広いクリエーションを支えているのは、
そ
れぞれの工程に専門技術を磨いている技術者達だ。地元の専門学校等か
ら積極的に人材を採用、熟練の技術者と若手・中堅の人材をバランス良く
配置するなど、
人材育成や技術の継承も戦略的に行う。
会社ロゴを刷新して、従業員の心を一つに
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株式会社山田製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県あま市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

自動化により生産性向上を実現
女性が働きやすい職場を目指す研削加工メーカー
同社は自動車・農業機械・建設機械・油圧機器・電動工具等に用いられる精密部品の
研削加工メーカー。多種多様な研削盤を所有し、油圧機器部品のポペットを中心に、丸
物と呼ばれる円筒形の精密研削部品や薄物と呼ばれる平面研削部品の高精度研磨に
強みを有する。
コンピューターによる数値制御（NC制御）によりミクロンレベルでの研
削に対応。NC制御できる研削盤やロボットを導入し、作業工程を標準化・簡易化するこ

生産性向上

とで、未経験者の女性であっても従事しやすい生産体制を整備した。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県あま市花正七反地19番地
052-442-1491／052-441-2297
https://www.ysei.co.jp/
代表取締役 山田 英登

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1986年
1,000万円
30人

ものづくり

工程標準化で未経験者も従事しやすい生産体制を整備
最新型の研削盤を積極的に導入して、高い寸法精度を確保するととも
に、NC制御についても加工品毎に最適な角度・速度等を設定することで、
従来は職人の経験と勘に基づいていた作業工程の標準化・簡易化を実現
し、
未経験者の女性も従事しやすい生産体制を整備。
また、IoTを活用したオンタイムによる顧客との情報共有体制を構築し、
設計の変更や加工方法の変更に柔軟に対応することで、電気自動車関連
部品の新たな受注を獲得する等、商圏を拡大している。

研削加工製品（丸物・平物）

油圧部品用のポペットの精密研削加工工程を完全自動化
主力製品である油圧部品用のポペット
（30種類）
の精密研削加工工程を
完全自動化するために、画像処理の優れたロボットシステムを活用した。加
工物の長手をつかむプログラミングをロボットに施し、
ピッキングフィーダ
を用いて、
ランダムに置かれた加工物の並びをカメラで把握。6軸多関節ロ
ボットにて加工物を研削盤に供給・排出するようにした。
これにより16.61
倍の労働生産性を達成する等、品質安定化と業務効率化に努めている。
ロ
ボットシステムの導入には、
ロボット導入実証事業を活用した。

ロボットシステム

ローテーションで全ての研削盤を操作させて社員スキルを向上
NC制御できる研削盤を導入して、作業工程を標準化・簡易化すること
で、未経験者の女性であっても従事しやすい生産体制を整備した。
また、工
場内の掃除の徹底や、
カフェのような休憩スペース、有線音楽を放送する
等、女性が働きやすい環境を整備。人手不足が顕著な中、安定的に雇用で
きており、同社社員の半数以上は女性となっている。更に特定の研削盤の
担当に固定せず、
ローテーションで全ての研削盤を操作させることで、顧客
の意向にいつでも対応できるように、社員のスキル向上に努めている。
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女性が活躍する職場環境

株式会社ツルタ製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県刈谷市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

設計から量産までの一貫生産体制と
多能工人材育成による高付加価値を追求
昭和33年に愛知県刈谷市にて
（株）豊田自動織機を取引先として織機に使用される
部品のプレス加工を主業務として創業。現在の売上構成は、
自動車部品が3割、
フォーク
リフト部品が3割、福祉車両部品が3割で、
トヨタグループ企業を中心に取引を行ってい
る。金型製作からプレス、切削、溶接、組み付けまでの一貫生産体制で製品の企画段階
からのコストダウンにつながる提案を行い、問題点の早期抽出、工数低減につながる形

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県刈谷市一里山町南大根12-1
● 設立
056-636-0357／056-636-1735
● 資本金
http://www.katch.ne.jp/~turutass/ ● 従業員数
代表取締役CEO 鶴田 昌宏

生産性向上

状や工法の検討で顧客へ付加価値を提供する。
1964年
1,200万円
200人

ものづくり

自動車・福祉車両・産業車両（フォークリフト）
の3本柱
当社の位置する愛知県西三河地域は、
トヨタ自動車（株）
をはじめとする
製造業が集積する地域である。
この環境の中で、当社は厚板プレス加工と
複雑3次元形状のプレス加工、高精度の溶接を得意とし、
トヨタグループ企
業を取引先として、
自動車・福祉車両・産業車両（フォークリフト）の部品を
主に独自の技術で製造している。特に、福祉車両のリフトアップシートユ
ニット製造や、
フォークリフト車体フレームの25mm厚板プレス加工・溶接
は、
国内では他の追従を許さない技術である。

本社刈谷工場概観

設計から金型製造、
プレス、溶接、機械加工までの一貫生産体制
図面作成から試作、金型製造、
プレス、溶接、機械加工までを一貫して自
社で効率的に対応している。
中でも注目すべき技術として、①高性能サーボ
プレスの持つ機能をフル活用し、従来のプレス機では加工不能である複雑
な形状を実現。②さらにプレス工程数削減・金型負担軽減による破損抑制
で、低コスト・短納期を実現。③独自の生産管理システムによるラインバラ
ンシングやボトルネックの解消などで生産性を常に効率化させている。
一貫生産体制の現場ライン

多能工の育成とダイバーシティ経営への取り組み
独自の研修プログラムにより、
製造業未経験者でも1年かけてプロのエン
ジニアに育成している。若手社員でも様々な部署を経験させ、責任ある仕事
を任せることでやりがいを醸成し、多能工の育成に繋げている。
男女変わり
なく育成を行うので、
プレス・溶接の業界では、女性比率が高い企業であ
る。
また社員の平均年齢は28歳、20代までの若手社員が全社員の約7割を
占めている。
勤務時間や休暇取得に柔軟に対応する勤務体系導入で子育て
女性や60歳以上のシルバー人材、障害者雇用も積極的に行っている。
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若手社員の検査器具教育風景

丸藤精工株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県西尾市

需要獲得

ものづくり

設備投資や人材育成で高品質を達成している
設備の近代化や業務改善を集め効率化を図る
アイシン精機㈱を主取引先として、
ブレーキ及びエンジン周りの自動車部品の切削、
研削、研磨を主業としている。
「削りのスペシャリスト」
として、
自動車の進化とともに多
様化するニーズに応えるため、
より高精度な加工に取り組み、取引先の信頼を勝ち得る
技術を日々追求している。
そしてトヨタグループの精密部品の一端を受け持つメーカー
として、
自動車の安全化・環境負荷低減に対応して、設備の近代化と技術者の育成に積

生産性向上

極的に取り組んでいる。
「頑張るものづくり企業in西尾」
にも選ばれた。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県西尾市鵜ケ池町五林八十八番地 ● 設立
0563-56-2288／0563-56-1031
● 資本金
http://www.marufuji-seiko.com
● 従業員数
代表取締役 齋藤 裕史

1964年
3,570万円
247人

ものづくり

世界トップレベルの精密加工と100%良品保証の実現
同社は最先端の設備を積極的に活用し、付加価値を向上させている。
NC旋盤325台を筆頭に、
マシニングセンタ、
センタレス研削盤等、最先端の
設備を備え、世界トップレベルの精密加工を実現している。品質保証にも注
力しており、56台のインライン検査機や表面粗測定器、三次元測定器等の
設備を備えている。平成27年には不良発生の原因追究を目的に生産技術
グループを5人増員した。
このような取組によって、
100%良品保証を実現し
ている。

インライン自動検査機

新工場建設と従業員の知恵を集めた業務効率化の実施
業務効率化を図るべく、平成25年に本社工場内に新工場を2棟建設し
た。以前の工場は増築を続けてきたため、使いづらいレイアウトとなり、生
産効率が低下していた。
そこで、既存の工場を取り壊して新工場を建設し、
生産効率向上を図った。設備を導入する際は、工場内の動線の見直しを行
い、効率化に努めている。
また、経営者は
「あらゆる成功は、多くの失敗の上
に成り立っている。」
として、従業員から日々の業務に関する改善を広く集
め、
それを取り入れることで業務効率化を進めている。

工場内設備

「育成塾」、
「NCスクール」による人材育成と女性従業員の活躍
「人材＝人財」
と考え、
「育成塾」
にてトヨタ生産方式に基づく人材育成を
行っている。1年間の現場改善の実践を通じ、将来を担う人材を育成してい
る。
「NCスクール」
では、
生産技術専門の講師による少人数の集中講座を行
い、NC機械加工の基礎的な技術を習得させ、従業員の技術向上に努めて
いる。
また、女性雇用にも積極的であり、事務部門だけではなく、品質管理
部門でも女性従業員が活躍している。更に、残業を減らして、休暇が取りや
すくすることに、
全社を挙げて取組んでいる。

女性検査員
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担い手確保
サービス

株式会社磯貝製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県碧南市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

人財育成による人づくりとものつくり
最新設備による最先端加工技術
自動車部品トップメーカーである㈱デンソー及び豊田紡織㈱

他の一次下請けとし

てクリーンディーゼルエンジン部品の切削（噴射ポンプ関連）加工を行い、永年の経営で
培った高い技術と知識、
またNC旋盤加工機を中心とした約180台の豊富な設備を駆使
し精密切削加工に特化し、少量から量産までの製品を納期通り出荷出来る体制が整っ
ている。

生産性向上

● 所在地
愛知県碧南市田尻町4丁目70番地
● 設立
● 電話／FAX 0566-41-3283／0566-48-2895
● 資本金
http://isogai-s.lekumo.biz/isogai/ ● 従業員数
● URL
top.html
● 代表者
代表取締役社長 磯貝 暢宏

1953年 10月
3,750万円
110人

ものづくり

人財育成 （利他の心を養う）
経営者は、経営者が変わることで社風を変えることを目指す碧海倫理法
人会の会長をつとめ、人財育成に力を注ぎ、人間力アップとして、活力朝礼
の導入、教養とコミュニケーションを図るために雑誌「致知」
を使った社内
木鶏会を開催している。
また、地域に貢献できる社員作りとして会社のまわ
りの月1回の清掃活動、年3回時間をかけた地域清掃を実施しており、子供
や孫と一緒に清掃する人もいる。
年3回の休日の早朝清掃

社員教育、地域貢献目的でオープンセミナーを開催
地域に開かれた会社を目指し、年に3回ほど地域の人も参加できるオー
プンセミナーを開催している。工場は地域の人が同社を訪れることもなく、
同社の従業員も機械を相手の仕事で人と接することが少ないため、閉鎖的
になりがちであるが、
お客様をお迎えするおもてなしの心を磨くために、地
域の人も参加できるオープンセミナーとしている。
白駒妃登美氏を講師に迎えてのオープンセ
ミナー

最新設備の導入と最先端技術により最適生産を狙う
最新のバー材の複合NC機を導入し、1チャック完成を合い言葉に、MT
や品質でも他社を凌駕した作り方で最適加工に挑戦している。通常手作業
で行われていたバリ取り工程も機内に取り込み大幅に生産性をアップして
きた。労働環境整備にも力を注ぎ、安全で楽しく働ける環境をつくり、従業
員の満足度も高めている。
複合NC機を導入し1チャック完成を目指す
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株式会社ヤマキ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県西尾市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

農業機械に強みを持つ部品生産メーカー
複雑形状、難加工に対応できる技術力を持つ
同社は昭和26年に西尾市で創業以来、農業機械用部品、一般産業機械部品や汎用ポ
ンプ部品等の鋳造品を製造している。現在では、鋳造から切削、加工、塗装まで一貫した
生産システムを構築する部品生産メーカーとなっている。売上全体の約70%を占める農
業機械関連に強みを持つ。主要取引先は同社鋳物部門売上の約80%を占める大手農機
メーカー株式会社クボタである。複雑形状および難加工に対応できる技術力が長年評

生産性向上

価され続けており、協力会社としての確固たる地位を築いている。
● 所在地

愛知県西尾市寺津町四ノ割横道西10番 ● 設立
地1
● 資本金
● 電話／FAX 0563-59-7135／0563-59-6644
● 従業員数
● URL
http://www.yamaki-c.co.jp
● 代表者
代表取締役社長 鈴木 英昭

1959年
2,435万円
120人

ものづくり

多品種小ロットかつ複雑形状に対応する高度な鋳造・加工技術
同社は農業用トラクターのミッションケースおよびクラッチハウジングを
中心に、
車両用から家庭用まで幅広い鋳造品を製造している。
多品種小ロッ
トに対応できる鋳造ラインを有し、かつ、複雑形状、薄肉等に対応できる高
精度の鋳造および加工技術を持っており、
競合先と比べ優位性がある。
主要
取引先である株式会社クボタからの厳しい品質要求に応えていること、
一旦
海外に部品を任せた取引先がその品質の悪さから同社に戻ってくるなど、
多
くの取引先から厚い信頼を得ており、
国際競争力も十分に備えている。

多品種小ロットに対応できる鋳造ライン

小物から大物まで鋳物一貫生産による、生産性向上の取組み
製造重量150kg以下の大物鋳造ラインでの大物鋳造部品の製造が同社
の強みである。平成29年に製造重量30kg以下に対応できる中・小物鋳造
ラインを新設・導入。小物から大物まで幅広いサイズに対応可能である。金
型企業を子会社化することで強化された金型部門、最新式のマシニングセ
ンタおよびバリンダーを導入して強化された加工・仕上げ部門、両部門併せ
て、一貫生産態勢による生産性向上、
コスト削減および品質向上が図られ
ている。
人手不足の中で付加価値向上を目指す取組を行っている。

最新式のマシニングセンタ

受注および製造工程の管理にITを活用したシステム構築による業務効率化
同社ではこれまで受注管理を事務員が直接行っていたことから、手配管
理、工程管理や納期管理などで人為的なミスが発生していた。
そこで、平成
29年度に経済産業省

中部経済産業局の「中部地域における地域中小企

業・小規模事業者の人材確保支援等事業（シニア）」
を活用し、
シニア専門
家からの継続的なアドバイスをもとに
「製造工程管理システム」
を構築、生
産効率化および業効率化を図っている。ITシステム活用より、一層のQ（品
質）
、
C
（コスト）
、D
（納期）
、
S（サービス）
を追求している。
製造工程管理システムトップ画面
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トーアス株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県豊川市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

選択と集中により
「食で困っている人への栄養サポート」
に注力
創業65年の食品加工メーカー。
ドライパック
（缶詰・パウチ）
の受託製造、流動食（スパ
ウトパウチ・ソフトバッグ）の受託製造、
自社ブランド
（トーヨーフーズ）製品の開発・製
造・販売の3つが事業の柱。2017年には地域住民の健康生活に向けた栄養面のアドバ
イスを行う
（公社）
日本栄養士会認定の施設「認定栄養ケア・ステーションぴんぴんキラ
リ☆」
を本社内に開設し、栄養相談を受付けたり、
当施設を地域高齢者の憩いの場とし

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県豊川市大崎町宮の坪58番地
0533-86-5155／0533-86-8285
https://www.toasu.co.jp/
代表取締役 岡本 英次

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

て開放し地域貢献も行っている。
1955年
5,000万円
165人

ものづくり

事業領域を付加価値の高い3つに絞り利益率の向上を図った。
それまで行っていた清涼飲料水の製造を含め9事業あったが、環境変化
も考え付加価値の高い3事業（ドライパック、流動食、
自社ブランド）に絞り
込んだ。
これまでのOEMに加え新しくマーケティングやメディア対応にも
力をいれ、蓄積した技術を生かした付加価値の高い自社ブランドの開発、

自社ブランド商品の開発とラインアップ

製造、販売を強化している。
「食で困っている人への栄養サポート」
を理念と
して掲げ、
更にこの領域を拡大していく。

機械化による生産性の向上と業務の効率化
ドライパック缶詰製造工程での不良原料や異物除去の工程において、
こ
れまで有人の目視により選別を行ってきたが、2018年度色彩選別機を導
入。
その結果、人件費圧縮効果による年間10百万円近いコストダウンのほ
か、
人手不足解消、品質向上のメリットにつながった。
また、
クラウドによる経費精算システムを導入したことにより、経理担当
者がお金を数えて現金精算していた業務が効率化され精算時間は以前の
10分の1まで縮小。

色彩選別機

病院向け流動食の高度な生産技術を一般食品向けに展開
同社の特徴である病院向け流動食の受託生産には、衛生面はもちろん、
三大栄養素や微量栄養素の含有量コントロール、
また粘度や粒度等の物
性制御に至るまで、病院での使用に耐え得る高度な技術が要求される。
同社はこの業界において長く世界的企業からの受託を続けており、
この
優位性を一般スーパー向けの缶詰、
レトルトパウチにも展開しており、一般
食品としては非常に高い技術、品質レベルでの生産が可能である。
流動食
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淺野運輸倉庫株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

滋賀県栗東市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

継続的な新卒採用による現場力育成と共に
倉庫、
専用機械活用による効率化を推進
名神高速栗東ICと国道1・8号線の結節点に営業倉庫7棟(総所管面積約15,000坪)
の物流拠点を所有(普通倉庫4棟、低温倉庫3棟)。低温倉庫では地域資源である近江米
等を保管し、
また、物流総合効率化法の認定倉庫もあり、緊急災害時の広域物資拠点施
設としての機能も有しており、滋賀県にとって必要不可欠な存在。
また、倉庫業のみなら
ず、国内輸送、通関業、保税蔵置場、海上コンテナ輸送、輸出梱包等幅広い物流サービス

生産性向上

を提供し、顧客の物流最適化をサポートしている。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

滋賀県栗東市高野588番地
● 設立
077-552-4511／077-553-5109
● 資本金
http://www.asanowarehouse.com/ ● 従業員数
代表取締役社長 淺野邦彦

1946年
10,000万円
50人

サービス

継続的な新卒採用、現場力育成による付加価値向上
高齢化、人手不足等の課題が叫ばれているなか、倉庫業・運送業におい
ては品質管理や荷物の積下ろし等機械化・自動化できない業務があり人手
を要する。
しかしながら、
同社は1つの敷地に7棟の倉庫を集約していること
及び社員の臨機応変な連携(現場力)により、少数での運営を可能としてい
る。
また、不況時であっても新卒者の採用を継続してきた結果、社員の平均
年齢は約33歳と業界平均より若い。
経験のある人材と若い人材を融合する
ことで現場力を高め、商圏の拡大に取組んでいる。

「地の利」
と
「器の利」
で滋賀の物流を担う

倉庫集約、
トラックヤード確保、専門技術取得、専用機械活用
同一敷地内の利点を活かし、状況に応じてリアルタイムに人員を集中さ
せる最適な人材配置を実現している。加えて、同社敷地内（約20,000坪）
に
は広範なトラックヤードを確保しており120台以上駐車可能。結果として、
迅速な入出庫ならびに待ち時間の少ない効率的な運用へつながっている。
また、米穀専門の保管技術を専任スタッフに身につけさせていること及び
専用プラスチックパレットと専用リフトを導入し、低温倉庫の保管業務効率
化と政府備蓄米や近江米の産地として、
「食の安全」
を守っている。

徹底した温湿度管理で安心安全の品質

チャレンジシステムによる連携力・現場力強化
おおむね入社10年目の若手を対象にした
「チャレンジシステム」がある。
部長会議において対象の若手を選考し、対象者に責任者の管理業務を任
せることで、責任者の立場・目線での業務経験を積み、人の上に立つ事の難
しさを感じながら、達成感や成功体験からモチベーション向上につなげて
いる。
また、上司は指示される側の立場に戻る事で、部下の気持ちを再認識
出来る。結果として、上司部下の相互理解が深まるとともに連携力の強化に
つながり、
少数精鋭で最大の能力を発揮できる体制となっている。
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チャンレンジシステム期間中の責任者と若手

株式会社ヒロミツ製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

京都府京田辺市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

最新機器と伝統技術の融合で難課題を解決
自社製冶具によるコスト削減、
納期短縮
長年にわたり主に自動車産業向けの試作鈑金や部品製作を手掛け、高度なノウハウ
と経験を有している。3次元レーザー加工機を関西で初めて導入し、顧客ニーズに応じ
た金属、木材、樹脂など各種素材の加工を実施。先端技術の積極的な導入によるデジタ
ル技術と創業以来の職人技によるアナログ技術の融合によって、他社では不可能な難
度の高い加工案件に対応し、顧客からの信頼を獲得している。

京都府京田辺市大住池ノ端6-1
0774-63-1364／0774-63-4329
http://www.hiro32.co.jp/
代表取締役社長 有友 廣充

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1962年
1,000万円
24人

ものづくり

3Dスキャナー導入による精緻な加工を実現
3DスキャナーとITの導入により、
データと完成した製品との極小な誤差
を見極め、顧客の要望に応じて精緻な加工を実現している。
また、様々な素
材を常に在庫して顧客に対する素材の提案の実施や、最新鋭の測定器を導
入して品質管理能力を高める等、付加価値の向上に取組み顧客満足度を
高めている。
3Dスキャナーによる精緻な加工

最新機器による効率化と自前の冶具開発でコストと納期の削減
従業員に対する教育体制を整備し、3次元レーザー加工機や高性能ス
キャナーなど、最新の機器を使いこなすことを可能にし、作業の無駄を省き
作業の効率化を実現した。更にIT導入による図面、
デザイン処理をマシニ
ング加工機、3次元レーザー加工機に連動して、
自在に加工することにより
生産性の向上を図っている。
また、
自前の冶具の開発・製作により、外注に
要する日数・コストを削減し、納期の短縮を実現している。
3Dレーザー加工による効率化の実現

幅広い年代層の活躍による技術伝承の実現と地元産業人材育成
定年退職制度がなく20歳代から80歳代まで幅広い年齢の職人が活躍
し、技術の伝承を絶やすことなく次世代の社員に教育を施し経験を積ませ
る体制を整備している。
また、社員間の情報共有化を徹底し、全員が一丸と
なって業務に従事する職場の雰囲気づくりを行い、
チームワークを重視し
た結果、極めて低い離職率を実現している。更に地元である同志社大学の
フォーミュラプロジェクトへの資金・部品の提供、溶接などの技術指導、地
元高校の自動車学科での講義や機械技術科のインターンシップ受入れな
ど産業人材育成に貢献している。
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鈑金歴50年以上のレジェンド社員の活躍

株式会社菱六

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

京都府京都市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

米を原料とした洋菓子にも適応できる高機能性天然甘味料を開発
京都で300年続く老舗種麹屋「菱六」、産学官連携も積極的に推進
日本には、味噌や醤油、
みりんなど、様々な発酵食品がありますが、
それらはすべて麹
菌によって作られている。麹菌は日本特有の菌で日本の国菌にも指定されており、
この
元となる種麹を製造・販売しているのが業界では
「もやし屋」
と呼ばれる種麹屋。
当社は
種麹屋として
「麹菌」
という日本独自の微生物を培養し、種麹（たねこうじ）
として、全国
の清酒製造業者であり、味噌醸造業者等へ販売している。
「麹菌」の食品分野への新規

生産性向上

用途開発にも積極的に取り込んでいます。商歴は少なくとも360年の老舗企業。
● 所在地

京都府京都市東山区松原通大和大路東 ● 設立
入2丁目
● 資本金
● 電話／FAX 075-541-4141／075-541-4144
● 従業員数
● URL
ー
● 代表者
代表取締役社長 助野 彰彦

1962年
1,000万円
17人

ものづくり

醸造用米麹を用いた新規食品工業用甘味原料の製造
清酒製造用に用いられてきた米麹を新規食品工業用甘味原料
「米麹パウ
ダー」
「銀明水シロップ」
に加工してその用途拡大を図った。
「米麹パウダー」
については、米粉や小麦粉等粉原料と混合することで、和菓子や洋菓子の
生地がやわらかくなったり、
しっとり感が得られる効果を見い出し、
「銀明
水シロップ」
については、米麹のやわらかな甘みと雅な風味を特徴とするな
ど、
それぞれ新たな甘味料としての新たな用途展開を見い出した。麴由来
の酵素やビタミン類を豊富に含む機能食品としての可能性も有する。

老舗菱六の
「米麴パウダー」

産学官連携オープンイノベーションによる共同開発の実施
当初から酒造メーカ
（佐々木酒造）
と共同で開発を実施したため、清酒製
造業の有する製造現場・ノウハウを基盤とする既存の設備を用い製造コス
トの縮減を達成。更に、夏場の酒造業務閑散期の製造設備や社員の人手を
有効に活用し、大きな業務効率化ももたらす。
また、
当製品の川下企業であ
る菓子メーカも参画した公的資金を活用した産学官連携事業において開
発を推進し、
先端分析ー原料製造ー菓子試作ー試食のサイクルを有効に推
進し、
短期間で最終製品を完成させ、
それらの販売も開始することができた。

産学官連携で生まれたノンアルコール醸造
飲料「白い銀明水」

産学官による連形態を構築し、プロジェクトリーダーとして研究開発を推進
醸造用米麹を用いた新規食品工業用甘味原料の製造においては、
プロ
ジェクトリーダーとして共同研究者である佐々木酒造㈱、小川珈琲㈱と緊
密な情報交換を取り、短期間で効率の良い研究開発を行った。各社の代表
者とだけでなく、実際に製造、販売を行う各社のメンバーと意見交換を行う
ことで、
販売を意識した現実的な生産手法を選択することができた。
米糀パウダーを使用したスイーツ
「糀乃菓」
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株式会社ライフケア

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪府大阪市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

IT導入により、職場生産性の向上
従業員満足度向上による離職率低減
自立支援を目的とした地域密着型通所介護・整骨院・鍼灸院・訪問鍼灸あん摩マッ
サージなどリハビリとケアを通して地域包括ケアシステムに貢献することを目的に大阪
市内で事業を展開。
タブレット
（ICT化）
を用いた情報共有・ペーパーレス化、
データーの
クラウド化など介護現場の生産性向上に努め自社で実践、他社にコンサルティングを行
う。
全国での講演は年間50回を超える。

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

大阪市中央区谷町3-5-5
ai-doビル13階
● 電話／FAX 06-6944-1506／06-6947-0107
https://www.ichiro-life-care.jp/
● URL
● 代表者
代表取締役 一谷 勇一郎

● 所在地

2011年
1,000万円
26人

サービス

スタッフ同士・利用者との情報共有のスピードアップにより利用者満足も向上
介護現場ではスタッフとご家族との情報共有（バイタル、
リハビリ・ケア内
容、
日常の様子など）
がノートである事が多い。
そのため情報量が少なくタイ
ムリーにご家族に日々の情報を伝えにくい。
そこで日々の記録をデータ化する
事で個人専用WEBで確認が出来る仕組みに改善した。
WEBでは文字に加え
て写真も共有するため情報量が飛躍的に増えた。
また、
遠方のご家族もWEB
で日々の様子を確認して安心に繋がる。
結果、
満足度の向上により施設の稼
働率は80%以上を維持している。
（内要介護3以上の方が40%以上を占める）

タブレット活用による迅速な情報共有化を
実現

タブレット導入によるペーパーレス化で、年間400時間以上の業務時間削減
2014年、
月平均130時間
（年間1551時間）
の残業が発生した為にタブレット
（ICT化）
を導入。
2015年には月平均残業時間が100時間
（年間1296時間）
を下
回り始め、
2016年には月平均55時間
（年間666時間）
となる。
年間約600時間
程の残業時間削減の中でICT化による削減効果は年間400時間に及ぶ。
既存
事業の規模拡大、
新規事業へ挑戦など行いながら2018年度の残業時間はゼロ
に近い状態を維持。
今後は視覚に障害がある従業員も3名在籍している為IoT
を積極的に取り入れ職場の環境整備とサービスの向上に努め改善を続ける。

ペーパーレス化により残業時間をゼロ近くに。

生産性向上のメリットを職員の待遇に反映することで職員の定着率が向上
職員がダブレットを使用することを賃金へ反映させることで、IT・ICT導
入が他産業に比べて著しく遅れている介護現場でもスムーズに導入する事
が出来た。具体的には、諸手当を除く売上高人件費率が業界平均を下回っ
た場合、
その差額すべて従業員へ還元すると約束した。結果、導入開始から
1ヶ月で全てのスタッフがタブレットを利用した情報共有、
ペーパーレス化
を実現。情報共有がICT化される事でコミニケーション量が増加、意思疎
通がスムーズになり離職が業界平均を大きく下回る。

全職員が迅速にタブレット利用を習得する
仕組み。
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サンコーインダストリー株式会社
大阪府大阪市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

『ない
「ねじ」
はない』
高精度ピッキングで正確に即日配送を実現
1946年創業のねじを中心とするファスニング関連商品を取扱う専門商社。
大小を問わ
ず取扱アイテムは100万種類を超える。
2017年に物流センターを増設し、
11,872パレット
の収容が可能な自動立体倉庫装置を導入して商品保管能力を倍増し、
商品発送の効率化・
省人化・省力化を図っている。
全製品のデータベース化と高精度のピッキングシステムによ
り、
豊富な品揃えと即納体制を両立させ、
多品種で少量のアイテムの正確な即日出荷を実

生産性向上

現して顧客より信頼を勝ち得ている。
2017年12月
「地域未来牽引企業」
に選定されている。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

大阪府大阪市西区立売堀1丁目9番28号 ● 設立
06-6539-6539／06-6539-3547
● 資本金
http://www.sunco.co.jp/
● 従業員数
代表取締役社長 奥山 淑英

1946年
10,000万円
399人

サービス

品揃えと即納体制を両立しワンストップショッピングを実現
「顧客が求める多種多様なねじをワンストップかつ即日発送で提供」
する
ビジネスモデルを人手をかけずに実現するために、早期よりITを活用して
全商品のデータベース化により一元管理し、更に自動立体装置等の先端設
備や高精度のピッキングシステムの導入を実施。商品発送の効率化・自動
化及びピッキング精度の向上によって、100万超のアイテムの品揃えと即
納体制を両立させ、顧客利便性の向上及び競合他社との差別化を実現し
て、
幅広い顧客の獲得・商圏の拡大を進めている。

品揃えと即納体制の両立を実現

先端設備導入と全社員参加のTQC活動で業務効率化を推進
先端設備の導入による商品発送の自動化・効率化に加えて、全社員の参
加による
「TQC活動」
を実施し、品質管理と業務改善をテーマに議論を重
ねてきた。本活動は既に71回を数え、例えば、顧客から生産中止となったね
じの注文が入った場合に即座に代替品を紹介出来るようなデータベース
の作成等、従業員が自発的に課題・改善策を提案するもので、先端設備導
入と相俟って業務効率化を推進している。
TQC活動による業務効率化の推進

社員の多様な働きをサポートする労働環境の整備
経営陣の卓越したリーダーシップにより早期からIT化を推進し、
1992年に
自動倉庫を導入して、
コンピューターでの在庫管理によって効率化を実現し
後の即日配送体制につながる基礎を構築した。
その後も発注時間予測システ
ム、
容量計算システム、
web発注システム“3Qネット”等を開発し作業効率の
向上、
コスト削減とともに従業員の残業時間を大幅に減少させた。
また、
毎年
20～30人を新規採用。
2015年関西地区就職希望企業ランキングでは、
なみ
いる大企業が含まれる中38位にランクイン。
これは中小企業の中では最上位。

109

2画面パソコン導入による労働環境の整備

ヤスダエンジニアリング株式会社
大阪府大阪市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

推進工事の国内トップ企業
世界の地下インフラに貢献
当社は水道・下水・電力・ガス・通信など、生活に欠かせない地下管路インフラの施工
会社である。交通量が多く土地利用が高度化した都市部の道路下を非開削で行うシー
ルド工法の中でも特に、小さな内径0.2〜3.0mのコンクリート管を地中に押し込む
「推
進工法」
という業種を得意とする。管の先頭に取付ける推進機は大小合わせて100機超
と日本最多の保有台数を誇る。同社は1975年に創業し、推進工事のシェアは日本一、

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

大阪府大阪市浪速区塩草3-2-26
066-561-5788／066-568-5458
http://www.yasuda-eng.co.jp/
代表取締役 安田 京一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

2005年より国内企業の先駆けの一員として海外進出も果している。
1975年
30,000万円
125人

ものづくり

新技術「ミリングモール工法」で安全性向上と作業員削減実現
老朽化した管路インフラの再構築を推進工法で行う場合、地中に残され
た金属製障害物は、既存の推進技術では対応不可能だった。
そこで当社は
2012年に
「ミリングモール工法」
という地中で金属障害物を切削できる新
技術を開発した。同工法の導入により、迂回路線の再設計が不要になるた
め、工期遵守、安全性確保、
コスト削減に貢献する。推進機に搭載したシス
テムで、電磁波を用いて障害物の有無を検知し、安全で確実に施工すると
ともに、
地中障害物の撤去が不要となり人員削減が可能となった。

ミリングモール工法

培った技術力と経験を活かし、国内外で着実な事業を展開中
創業以来、公共下水道工事の専門会社として発展し、
その後一般土木工
事、建築工事を含む総合建設業者としても着実な歩みを続けている。推進
工法は、様々な口径を自社機で施工し、新技術、新工法の開発や導入を積
極的に行うことで、全国及び海外でのシェアを拡大している。2005年より
台湾・韓国・インドネシア・ベトナムなどへ事業展開をしている。現在はベト
ナムに注力しており、推進工法の普及活動とともに、
サプライヤーの現地体
制を整え、
ホーチミン市で100億円規模の推進工事を元請受注し施工中。

日本トップクラスの機械保有数

積極的な新技術の開発でニッチトップのオンリーワン企業へ
泥濃式推進工法における、
掘進機の保有台数は国内No.1であり、
新たに
開発したミリングモール工法は地中に残置された障害物を電磁波で探査
し、
掘進機による連続作業で切削除去できるシステムを有する国内随一の製
品である。
推進工法における当社売上高は国内1位である。
「ミリングモール
工法」
はさらなる大口径・長距離・多数大量の障害物切削のニーズに応える
ため、
シールド技術を融合した新工法を開発中。
加えて、
AIを用いた推進機
操作の自動化に着手し、
省力化や安全性において、
他社の追従を許さない。
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泥濃式推進工法

柏原計器工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪府柏原市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

国内唯一の水道メーターの一貫製造能力に加え、IoT技術による技術革新
多様な人材の雇用と教育体制の確立により高い生産性を実現
同社は水道メーター部品の製造販売業として1947年の設立以来、長年水道メーター
の開発・製造・販売・検針・取り替え業務を行っている。水道メーターのメーカーとして業
界唯一、
自社一貫生産を行い、品質管理を徹底することで信頼を高め、国内市場の30%
以上の販売数を占めるトップシェア企業である。
また、社会のトレンドを先取りした開発
型の企業であり、独自の技術でIoTを活用した自動検針や漏水検知機能を可能とした

生産性向上

「スマート水道メーター」
を開発することで、次世代の水道インフラの実現に貢献する。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

大阪府柏原市本郷5丁目3番28号
0729-73-0601／0729-73-0610
http://ssc-e.co.jp/
代表取締役 三浦 直人

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1947年
5,000万円
107人

ものづくり

スマート水道メーターのメリットを訴求し導入拡大を促進
日本の社会問題である少子高齢化に向けて、
IoT活用による効率化で解決する為
に水道スマートメーター化への取組を行っている。
更に検針障害による検針困難場
所の課題も同製品により解決していく。
マンションオーナー様など民間事業者に対し
て、
ネットワーク＋デバイス＋アプリケーション+サービスを提供するチャネル業者と
して、
管理物件の一括検針、
入居者に対するオンラインでの水道料金請求、
水道使用
量の把握見守りなどといった人の生活に役立つ新時代の水道メーターの開発に取
組んでおり、
今後はIoTマンション向け水道管理システムの更なる導入拡大を図る。

スマート水道メーター

多用な人材の雇用と社員育成による人材の有効活用
柔軟な労働体系を取り入れ、
地元地域からも多くの高齢者の雇用や、
女性など多
様な人材の確保・活用に努める。
また、
契約社員やパート、
アルバイトなどの非正規雇
用労働者についても業績と能力を評価し、
これを処遇に適切に反映させ、
非正規雇
用者の意欲と能力に応じて正規雇用労働者に転換するシステムを構築し中長期的
に取り組む。
人材育成では、
必要スキルの取得に向け外部セミナーの積極的活用や、
各部門の課題解決にむけた大学教授の学術指導を定期的に行う。
さらに各社員に
対しては多能工化を推進し、
緊急生産に対応できる人員配置を構築している。

記念式典にて

IoT機器の導入によるスマートファクトリー
同社では、複数工場をネットワーク化し、最新のIoT機器を導入すること
で、生産状況や稼働率を一目で把握できるスマートファクトリーを実現して
いる。製造に使用される電力量、消費電力のピーク時間帯、短時間の停止が
発生している機器の有無、
累計停止時間といった全体最適化を行っている。
具体的には、
同社の工場すべてをネットワーク化し、製造における物流の最
適化や過剰在庫、
欠品防止などの効果が生まれている。
現在、
各工場に事務
員はおらず、
すべて本社の生産管理部で一元管理している。
同社は生産体制
をIoT化することで、
結果的に大幅な生産性向上につながり、
高収益化の源
泉となっている。つながっただけではなく、各システム、機器から得られた
データの相関分析を行い、
工場と経営の全体最適を図れるようにしている。
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フィードバック・改善。
そしてリスタート

岡山フードサービス株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪市住吉区

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

卸売機能のみならず様々な機能強化により
「食の総合サービス業者」
の地位を確立
1980年創業の食肉を中心とする食料品卸売業者であり、兼業で飲食店等を営む。購
買面では、国内外の農場・生産者と契約し、
オリジナルブランド商品を含む食材開発も
手がけている。一方、販売面では、直営飲食店で培ったノウハウを活かした提案型営業
を強みとし、外食・中食業者に対してメニュー開発支援等を行う。加えて、
キット化したメ
ニュー食材の提供や仕込代行を行う。生産～流通～販売をカバーする総合ディストリ

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

大阪市住吉区苅田7丁目3-10
06-6695-2900／06-6608-2941
https://okayamafs.com/
代表取締役社長 岡山 克巳

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

ビューション企業として、広範な顧客ニーズに対応している。
1980年
9,800万円
700人

サービス

卸売業者から
「食の総合サービス業者」
へ
自社システムを活用し、安全・安心な商品を外食・中食業界により早く提
供するとともに、高齢化、人手不足等業界が直面している課題の解決をサ
ポートするため、様々な機能を実現している。例えば、食材のキット化や仕
込代行は、飲食店・小売店の調理・仕込工程の画期的な効率化に寄与して
いる。
また、飲食業界向け
「外食産業繁盛塾」の運営により食材を活かすた
めの調理法や演出アイデア等の生きた情報提供も行っている。
こうした機
能の発揮により
「食の総合サービス業者」
としての地位を確立している。

食の総合サービス業者の製造の様子

自社流通センターの能力増強による業務効率化
食肉の解凍、筋切り、加工等仕込代行を施設内で手掛けることができる
流通センターを有している。近時能力を増強し、入荷から出荷までを1本の
導線とするワンウェイ型を採用し、温度管理を1か所に集中したことによ
り、電力消費の無駄を排除することができ、業務効率化につながった。同社
は、
卸売業のシステム管理がいまだ浸透していない1980年代に自社管理シ
ステムを構築し、継続的にバージョンアップしている。管理システムと流通
センターとのシナジー効果により、顧客への即納体制を築いている。

自社流通センター

「みんなが主役、
みんなが経営者」
を行動指針に
会社と従業員とは労働者と使用者との関係ではなく、全員が経営者の意
識を持ち、共に知恵を出し合って利益を創造し、得た成果は皆で分かち合
う、
という
「協働」の考え方が従業員の間に浸透している。同社は常に新た
な事業展開に向けた課題に取組んでいるため、
チャレンジ精神がある従業
員にはどんどん活躍の場が与えられる職場であり、
モチベーションの高い
社風が確立されている。
さらに、食を扱う会社であるため女性従業員も多い
といった特徴に配慮して子育て支援のための環境整備がなされている。
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人財

有限会社衣笠木工所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

兵庫県たつの市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

積極的な生産設備投資による生産プロセス
革新と新規市場・雇用の創出
同社は、全国シェア45％を誇る、兵庫県の地場産業「そうめん」(手延素麺揖保乃糸が
著名）
のギフト用化粧木箱を主に製造する木箱製造業者である。1964年創業、1986年
に法人化、2006年に山陽道龍野西インター前に工場建設、2012年に本社を同地に移
転。素麺の製造でスタートし、現在に至る。食に携わる企業として
「安全・安心な製品づく
り」が創業時からの一貫した経営理念である。化粧木箱製造のリーダー的企業であり

生産性向上

2020年には名実ともナンバー1を目指している。
● 所在地
兵庫県たつの市揖西町南山3丁目73番地 ● 設立
● 電話／FAX 0791-66-3870／0791-66-3877
● 資本金
● URL
http://www.kinugasa-mokkousyo. ● 従業員数
co.jp/
● 代表者
代表取締役 衣笠 秀和

1986年
500万円
70人

ものづくり

商品の企画・設計・デザインから製造まで自社工場で一貫生産
近年、贈答の風習及び食習慣や嗜好品に変化が見られる中、同社は主力
商品である素麺ギフト用化粧木箱生産に加え需要が増加している、
おせち
料理や地域の名産品、特産品用等の多様で高級志向の小型木箱の受注、
生産に注力している。
この需要に対し、迅速に取り組み、製造工程の見直
し・改善を図り、①デザインから印刷・生産まで自社でできる、②少量多サイ
ズから大量受注・短納期対応できる、③サンプル品の素早い提供などが可
能になり、
製品の高付加価値化、競争力の強化が図れた。

同社が製造する商品の一例

積極的な設備投資によるネック工程の解消と短納期化への対応
ボンド付け仕様の工程ネック解消のため全自動Vカットソー加工機や化
粧木箱専用テノーナ
（ホゾ取り機）
など新規設備を積極的に導入。既存装置
は、形状や大きさが多様であるオーダーメイド、
フリーサイズ木箱の多品種
生産には不向きであった。Vカットソー加工機導入では工程全体の作業時
間が最大10分の1に短縮、年間30万箱、売上高にして約6千万円の増産を
達成した。化粧木箱専用テノーナも手作業工程の効率化を目指し導入、生
産能力は8倍になり、熟練者3名から未経験者2名で操作可能となった。

新導入の全自動Vカットソー加工機

生産システム革新がもたらす多能工化、経験未熟者の作業参画
最新の機械装置導入による生産システムの革新は、6系統ある化粧木箱
製造工程のいずれでも対応できる多能工の育成に役立っている。
また、高
齢者や経験の浅い従業員にも作業参画を可能にするなど大きな効果をあ
げている。
このことが地域の障害者に門戸を開く結果をもたらした。現在、
正規採用2名を含め7人の障害者が仕事に従事している。派遣している障害
者施設（社会福祉法人）
と連携し、作業できる環境を整えるほか施設職員の
新任研修の場としても活用されている。

有限会社衣笠木工所の社員の皆さま
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井上ヒーター株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

兵庫県西宮市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

最先端の技術と顧客のニーズに合わせた
熱交換器の開発・製造・販売
創業から100年以上に渡り、主に蒸気を熱源とした熱交換器を顧客のニーズに合わ
せ開発・製造・販売を行っている。1929年に日本初のエロフィンチューブの製法を完成
し、特許を取得。1966年に各種ヒーター、
クーラー、熱交換器の専門メーカーとして、井
上ヒーター株式会社を設立し現在に至る。各種装置においての温度、湿度及び圧力制
御技術を有し、社内一貫製作で高品質、納期厳守に対応している。2018年に、
ひょうご

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

兵庫県西宮市西宮浜4-1-43
0798-37-0501／0798-37-0530
http://www.ihc-japan.co.jp/
代表取締役社長 井上 雅晴

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

産業活性化センターから
「成長期待企業」
に選定される。
1912年
3,200万円
30人

ものづくり

CAEや先端設備の導入及び外国人技術者の雇用
高齢化、人手不足等の課題に対し、積極的にCAEや先端設備を導入し、
自動化、省力化、無人化などの取り組みを推進している。先端設備の導入事
例としては、全自動プレートフィン圧入機を設置し、切断したチューブにア
ルミまたはステンレス製のフィンを1枚ずつ差し込み、
プレスする工程を無
人化する。或いは、
ロボット溶接機を導入し、容易な部分加工など約2割の
自動化を実現するなどがある。同社は、
さらに外国人技術者を直接雇用す
るなどの対策もしている。

全自動プレートフィン圧入機

ムダのない安全な工場を目指す
ITの利活用により各種熱交換器製造の膨大なノウハウをデータベース
化し、蓄積している。
また全社を挙げて
「世界一ムダのない安全な工場にし
よう！」
を掲げ、製品を作るときに発生する端材の減量化、部材等の調達改
善や効率的な工程策定など、
コストダウン、生産性向上に取り組み成果を
挙げている。
製造部門では自社内の厳しい基準で設定した品質管理マニュアルに基
づき、
製品の不具合をゼロにするための取組を行っている。

井上ヒーター株式会社の本社工場

社員教育の促進
同社は他メーカーと一線を画す
「クリエイティブ・ファクトリー」
を目指し
ており、顧客からのあらゆるニーズに応えられるよう社員には既成概念にと
らわれないフレキシビリティーと形に変える技術力の醸成や多能工化を
図っている。
また1世紀を超えた歴史と伝統を胸に刻んで質の高い製品づく
りを徹底するために社内認定制度を用いて、
技術の伝承に努めている。
さら
に組織体制については、営業部、技術部、製造部の3部門のネットワークを
駆使して熱交換器に対する様々な顧客ニーズの実現に努めている。
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改善点を話し合う製販一体のミーティング

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

兵庫県神戸市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

IT・医療事務・公共福祉事業の融合で
全国の自治体・病院・企業をサポート
1968年にデータ記録代行等の事務サポートから出発し、
「人こそ財産」
と
「期待以上
の仕事でお応えしようという精神」
をもって時代の変化に対応しながら事業を拡大。全
国約100自治体ほか、大型医療機関、民間企業等を顧客として、
システム設計開発、医療
事務代行受託、要介護認定事務サービスを主に社会のインフラを支えている。
また、
ロ
ボットイノベーション活性化に向けた学習用ロボット事業に取組んでいる。

生産性向上

● 所在地

兵庫県神戸市中央区伊藤町119
大樹生命神戸三宮ビル10階
● 電話／FAX 078-332-0871／078-332-6627
● URL
http://www.nihon-data.jp
● 代表者
代表取締役 池 惠二

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1968年
3,000万円
2,463人

サービス

一歩先行くサービス提供を目指すイノベーション風土を実現
同社は、汎用コンピュータ技術からオープン系システムへ領域を超えて
独自の技術を育みながら実績を拡大してきた。官公庁の予算執行管理シス
テムをはじめ、大手証券取引所のオンラインシステム管理、新聞社のネット
ワークシステム構築等数々の実績がある。
またITと医療事務を融合し、大
型病院の医療事務代行受託や自治体の要介護認定事務サービスを手がけ
る。現在は新たに学習用ロボット事業を推進中で、知的財産活用奨励賞を
受賞した。

ROS対応教育用人型ロボット

ITと医療事務ノウハウをもって顧客の課題解決に全社一丸で取組む
医療事務サービス業務においても公立の大型病院から高い信頼を得て
おり、新設病院の受託増加に対応し、新卒社員を毎年60人以上採用してい
く方針である。
また、事業規模の拡大に対応すべく、抜擢人事を積極的に行
うなど、管理職層の充実にも注力している。情報技術と医療事務ノウハウを
融合した公共福祉サービス事業は、要介護認定事務や障がい認定事務等
を主体に全国に商圏を拡大しており、中核市をはじめとする全国の自治体
からの受託獲得を積極的に推進している。民間での要介護認定事務のセン
ター化は日本で初めての実績となる。

医療システム導入支援業務

人財の能力開発とワークライフバランスの実現に全力で取組む
同社には約2,500人の社員がいるが、社員の増加が収益増加に直結する
構造であるため、人材確保が最重要課題である。新規採用においては、才能
と資質を備えた人財の発見に努め、
その能力開発に全力を注いでいる。
ま
た社員のワークライフバランスを保つために、
スポーツや文化活動等、社内
サークルの運営や企業主導型保育所の運営、在宅ワークの仕組み等、
さま
ざまな施策を実践し、社員の離職率低下と入社希望者の増加に結実してい
る。
人材育成への投資が好循環の原動力となっている。
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企業主導型保育所「にこにこ保育園」

株式会社Wave Technology
兵庫県川西市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

技術サービスで顧客の技術者不足を補完
独自方策で受注活動と人材育成を効率化
自社の事業を技術者不足を解決する
「開発設計促進業」
と定義し、保有する幅広いエ
レクトロニクス技術を組み合せ、複合的で難度の高い技術課題を提案型で解決に導く
総合技術サービスを提供している。
また、開発部門と技術教育部門を保有し、技術基盤
の継続的な強化と向上によって高い顧客満足を獲得。2018年度からはIoT分野未経験
企業への技術導入コンサルティングと技術者教育サービスに提供サービス範囲を広

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

兵庫県川西市久代3丁目13番21号
072-758-5811／072-758-5593
https://www.wti.jp
代表取締役社長 石川 高英

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

げ、
日本の競争力強化と技術者不足解消への更なる貢献を目指している。
1984年
5,000万円
218人

サービス

3種類の技術サービスで顧客の技術者不足を解決する
「社内請負型設計」、
「駐在型設計」、
「技術コンサル・技術者教育」
の3種類
の自社提供サービスに加え、広範な保有技術に裏打ちされた独自提案力
で、顧客の開発設計の促進に貢献している。深刻さを増す技術者不足の中
で、顧客は自社の技術者を増員することなく開発設計を促進できる。同社
は、3つのサービス形態のバランスで売上と収益の双方を高め、継続的に成
長していけるビジネスモデルを作り上げている。

Webサイトの充実とメールの活用で営業活動を効率化

３つのサービスで顧客の開発設計を促進

Webサイトの充実やダイレクトメールを積極的に取入れ、
「広告しない」、
「売り込みをしない」営業を推進。営業活動を効率化し、営業リソース不足
を補うツールとして活用。訪問せずとも商談化に繋げる仕組みを構築する
ことで効率的に受注を獲得し、大きな成果を上げている。
自社Webサイト
の充実により、
サイトへの来訪者数は約6倍に増加。受注数も15倍以上の
実績を上げている。
ダイレクトメールでは自社保有技術を顧客目線のお役立
ち情報としてまとめ、
定期的に見込み顧客に送付。
商談で成果を上げている。

顧客目線のダイレクトメールで受注効率化

充実した教育システムで多様な人材採用と社員の多能化を実現
多様な人材採用を積極的に推進。非電気・電子系学生や転職者であって
も、充実した教育システムにより不足技術を習得。実践力を身に付けること
で多能化を実現している。
「マルチ化」
と呼ばれる多能化育成施策を継続す
ることで、技術者の守備範囲を拡大し、異なる技術分野への能動的な配置
と人材活用に成功。全技術者の保有技術を網羅した技術マップを作り、適
材適所の人材活用や個々の技術習得の支援に活用している。
これらの取組
みにより、
採用難の状況下でも安定した人材獲得と育成ができている。
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独自の教育システムで多様な人材を活用

菱南電装株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

兵庫県姫路市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

リードワイヤー等の製造工程の効率化
海外実習生の積極的活用
同社は設立50年になる自動車関連、建機関連のハーネス製造業者。国内では姫路、
出雲にそれぞれ生産拠点を有している。
また他社に先駆けて海外展開を実施しており、
現在では海外3拠点（フィリピン、
ベトナム、
インド）
を有する企業。海外での現地取引量
についても近年増加しており、海外での販路を確立。
引き続き新たな進出国を検討して
おり、今後も先を見据えた積極的な海外展開が見込まれる。

生産性向上

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

兵庫県姫路市亀山186-8
079-234-1378／079-234-8786
http://ryonan.co.jp
代表取締役社長 児島 生也

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1967年
3,510万円
180人

ものづくり

自社一貫体制を確立し、事業の裾野を拡大
リードワイヤ組立に専念し、
ハーネス加工から創業した。
その後は関係部
品の加工、組み立てまで事業を拡げることで他社と差別化。昨今では自動
車関連部品のみならず、巻線加工を施し、産業機械分野や建設機械分野へ
も販売実績をあげるなど、業界内では相応の知名度を持つ。
製造工程においては積極的に機械化やロボット化を推進し、作業工程の
省人化を推進することでものづくり補助金にも採択された企業。製品の革
新性は認められる。

主力製品のリードワイヤーAssy

海外展開への先見性と固定費の削減への取り組み
外国人技能実習生の招へい、機械化による省人化などにより、人件費を
中心に収益体質を改善。毎期一定の利益を確保できるビジネスモデルを構
築。他社に先駆けて海外展開を実施しており、製造コスト削減を通じた持
続的な収益につながるビジネスモデルを現在は確立している。
フィリピン工場についてはレプコの名称で近年現地取引も拡大。国内需
要のみならず、海外での需要についても取りこぼさずに対応することで業

フィリピン工場外観

容を拡大している。

国内工場および海外工場のシナジーをあげる取り組み
1997年から海外研修生の受け入れ（現地法人より）
を実施。具体的には
延べ研修生136名技能実習生58名を受入れ。海外法人で育成した人材を
国内工場でスキルアップを図り、技能を習得した後は現地法人で中核人材
として活躍してもらう等、国内工場と現地法人で相乗効果を発揮できる取
組を行っている。
また積極的な海外人材育成を行っていることから、十分なダイバーシ
ティへの取組がなされている。
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技能実習生

株式会社早和果樹園

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

和歌山県有田市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

独自の搾り方法により高級ジュースを開発
ICT技術の導入による生産性向上
有田みかんの生産から加工・販売までを手掛ける6次産業企業。
みかんの生産におい
ては、先進的な栽培法や園地・品種毎に栽培・生育を見える化して収集したデータに基
づくスマート農業を実践している。
製品化においては、
独自の絞り方法よる高級ジュース
を始めとして30超の製品の開発・製造を積極的に展開。販売面では、65万人の消費者
との直接対峙による商品のアピールとともにカタログ・ネット販売にも注力し、有田みか

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

和歌山県有田市宮原町新町275-1
0737-88-7279／0737-88-7218
https://sowakajuen.com/
代表取締役社長 秋竹 俊伸

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

んと自社の関連加工品の本物のおいしさを世間に広めてブランド力の向上を図っている。
1979年
9,997万円
70人

ものづくり

有田みかん及び自社関連加工品の付加価値の向上
濃厚な有田みかんを選別し、
チョッパー・パルパー方式
（皮をむき、
薄皮ごと裏
ごしする搾り方法。
皮の油性分が入らないため長期間鮮度を保ち、
まろやかでコ
クのある味に仕上がる）
を採用し糖度12度以上の高級ジュース
「味一しぼり」
を開
発。
消費者庁に
「機能性表示食品」
として登録される等、
付加価値向上を図ってい
る。
また、
ジュース、
ゼリー、
ジャム、
調味料等30超の商品開発、
製造、
販売を推進。
アンテナショップ・百貨店・高級スーパー及びカタログ・インターネット販売等の
販路を築き、
有田みかん及び自社の関連加工品のブランド力向上を図っている。

高付加価値の有田みかん関連加工品

ICTシステム導入による生産、経営管理の効率化を実現
品質管理の向上を目的として、
光センサー選果機の導入、
マルチシート被覆と
ドリップ
（点滴）
潅水手法により水分と養分をコントロールし光合成を最大に保つ
「マルドり方式」
を導入し、
甘さとコクが際立ち、
酸味のバランスが取れた高品質
のみかんを安定的に生産。
また、
大手IT企業や公設試験場と連携し、
センサーや
スマートフォンで発育情報を収集・蓄積・共有して、
園地や品種毎に栽培や生育
を見える化し、
収集データから各種アドバイスを引出すICT農業システムを導入。
経営面では受注・製造・発送・在庫・人事・財務を支えるICT経営管理システムを

ICTシステム導入による生産管理

導入して、
データ活用によるスマート農業に取組み、
業務効率化を進めている。

幅広い世代を採用し活躍の場を提供
常勤社員の約40%が20歳代であるため、社内のコミュニケーションを活
発化させ、若手社員が仕事を通じて活躍できる場を提供している。
また、
み
かんをもぎる技術のように果樹には経験の差が表れやすいため、優れた技
術を持つ高齢者や女性を積極的に採用し生産性を向上している。更に自社
の6次産業化推進支援のため7戸の農家の高齢女性をメンバーとする別会
社を設立し、
モチベーションの向上と多様な人材の有効活用を図っている。
幅広い世代が活躍
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紀和化学工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

和歌山県和歌山市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

「徳育」
「 創造」
「 奉仕」をモットーにくらしを
彩る
「色」
を世界に届ける企業
同社は1954年に設立、染料・顔料やインクジェットインクなどを手がける
「染料事業
部」
と再帰反射シートや機能性フィルムなどを扱う
「フィルム事業部」
からなる化学メー
カーである。分散染料、反応性染料、
中間物および再帰反射シートの開発成功から30余
年。道路標識をはじめ、
ナンバープレート用から海上保安用まで多様な反射シートを世
界に向けて販売し、
エコロジカルな夜間の安全に貢献してきた。現在では反射シートで

生産性向上

培った技術力で各種印刷メディアなど様々な事業に展開している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

和歌山県和歌山市南田辺丁33
073-423-3211／073-425-9338
http://www.kiwa-chemical.co.jp/
代表取締役社長 前川 俊次

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1954年
2,000万円
165人

ものづくり

ものづくり補助金を活用した設備導入による原価率の引下げ
インクジェット用インクに使用する水溶性染料を製造するにあたり、使用
する工業用水にはアルカリ土類金属イオンであるカルシウムイオンが含ま
れており、
その除去が課題であった。
そこで平成25年度中小企業・小規模事
業者ものづくり・商業・サービス革新事業補助金を活用し、設備（純粋製造
装置）
を導入した。
これにより、水溶性染料の品質を向上させながらも、原料原価率30%以
下を実現し、
作業工程の短縮、生産の迅速化及びコスト削減に繋がった。

ポリエステルや綿などの各種素材を彩る同
社の染料

品質の向上による海外需要の増大
フィルム事業部が販売している反射シートは、交通安全のために必要な
交通標識や、
自動車のナンバープレートに使用する製品である。
しかしなが
ら、
世界の市場はアメリカの3M社の独占状態にあった。
そこで同社は、長い
年月をかけて各国を訪問し、開発と品質改善を地道に重ねた。
その結果、現
在では各国で認証を受け、販売先もアメリカ、欧州、
アフリカ、中東、
アジア、
豪州とほぼ世界中に渡ることとなった。更に、世界に先駆けて、死角の少な
い反射シートの開発に成功し、今後も成長が期待されている。

海外でも活躍する同社の反射シート

「徳育」
の精神と熟練者が保有する技術の若者への継承
同社はチャレンジ精神旺盛な、斬新で柔軟な発想力豊かな若者の力が、
同社の未来の原動力になると考えている。
そして
『
「しくじり」
の経験なくして
「成功」はない』
とし、若者の「しくじり」
こそが将来の糧と信じている。次代
のお客様のニーズにきめ細かく対応できる、次代を担うフレッシュな人材
の育成、
それが同社の社是である
「徳育」
の精神である。
同社は、
また、希望者全員に65歳迄の再雇用契約をしており、熟練の技
術を若者に継承することを同社のモットーとしている。
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紀和化学工業株式会社の外観

有限会社山本精機

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

鳥取県岩美郡岩美町

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

精密部品加工における高い技術力で取引を
拡大。
新事業として医療福祉分野へ進出
分析機器等の精密機械部品を製造。主に、棒材と称される金属を切削加工し、更に、
細管溶接や組立まで社内で行い競合と大きく差別化を図った。短納期、多品種小ロット
生産を得意にしており、試作品の受注も多い。創業当時はステンレス加工を専門にして
いたが、徐々に取扱う素材を広げている。難切削材の精密部品加工で顧客から評価さ
れ、半導体製図装置部品も手掛けるようになった。現在、同社の技術力を活かせる医療

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

鳥取県岩美郡岩美町浦富610-7
0857-72-1725／0857-73-1883
http://yamamoto-seiki1974.jp/
代表取締役社長 山本 康夫

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

福祉機器分野への事業展開に積極的に取組んでいる。
1983年
900万円
45人

ものづくり

「医工連携」
を構築し新たな展開として医療福祉分野を開拓
積み上げてきた技術やノウハウが活用でき、新技術確立が期待出来る分
野として医療福祉分野を選定、
医療機器の品質保証のための国際標準規格
（ISO13485）
を取得した。医療福祉分野で求められる高い安全性を担保す
る部品品質が評価され、付加価値の高い受注につながり取引量は順調に
増加している。
また、鳥取大学発ベンチャーと
「医工連携」
に取組み、新分野
展開となる認知症の代替療法に用いるアロマオイル拡散機・噴霧器を商品
化し、
さらには自社製品のアロマペンダントの発売につながった。

医療機器製造技術によるアロマペンダント

取引先のハイレベルな要求への対応、生産性向上を実現
現在直面している技術的な課題である
「非定型的曲面金属加工」
に対し
て、3Dスキャナー、3DCAD・CAM、5軸加工機を活用することで加工技術
を確立した。
また、
「一層の短納期要求」
に対しては、新たな機能（振動切削・
複合切削加工）
を持つNC自動旋盤を導入しプロセス改善を実現した。
深穴
加工等で直面する
「切りくず」に由来する工具の欠損や部品の傷の発生を
50%抑制し、
また、複合切削加工の導入では工程数を5から3に削減（段替
え改善）
し、
いずれも大幅な生産性向上となった。

新たに導入したNC自動旋盤で効率化実現

きめ細かな職場環境整備が定着率向上と社内活性化に結実
小規模企業から中小企業に成長する過程で、
「顧客満足」
と
「社員満足」
の追求こそが企業発展のカギになると同社は実感し、職場環境整備を実施
した。
「せっかく育成した社員が退職することは大きな損失につながる」
と
の思いから、切削油は匂わない、床は滑らない、機械装置は充分な間隔を
開ける等、安全性や労働環境に配慮した整備を行った。
その結果、離職率の
大幅な低下が見られ特に女性の退職者は過去5年発生ゼロとなった。ま
た、
社員の意欲向上により自発的な技術習得等社内の活性化が図られた。
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最新技術情報収集にあたる機械担当者一同

株式会社田中製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

鳥取県鳥取市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

顧客を起点に価値を提供。
積極的な
設備投資と技能伝承で事業を将来へつなぐ
同社は精密金属プレス金型の設計製作及び情報通信機器用金属プレス部品等を製
造する。金型も独自に開発・生産し、付加価値の高い部品を提供できる体制を整えてい
る。営業拠点として、国内に鳥取本社及び末恒工場（鳥取市）、東京技術センター、海外
に上海鳥取田中精密電子有限公司
（中国）
を持ち、分野を問わず大手メーカーを中心に
部品を納入している。経営理念である
「HEARTテクノロジー」
に基づき、真心をこめた技

生産性向上

術で人と社会に必要とされるものづくりに挑戦している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

鳥取県鳥取市気高町宝木1562-132
0857-82-3355／0857-82-1006
http://www.heart-tanaka.co.jp/
代表取締役社長 田中 道男

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1965年
4,500万円
124人

ものづくり

顧客ニーズに基づく製品提供を常に徹底
効果的な設備投資とともに、少量多品種生産やオーダーメイド生産等の
顧客ニーズに機動的な対応ができる体制を敷く。同社の
「工房のような」生
産現場では、鳥取県から高度熟練技能者と認定されたマイスターや国の技
能検定に合格した技術者が数多く在籍する。
いかに付加価値の高い製品を
提供するかを常に意識し、業務へ従事している。
また、東京都の関連会社へ
技術に知見のある従業員を常駐させ、顧客ニーズを収集して技術開発部門
と連携し、
技術提案できる体制を整備することで付加価値向上を図る。

TQC全社発表会で品質改善の成果を共有

積極的な設備投資と最適な人員配置で生産体制を確立
作業者の負担軽減及び作業時間短縮による効率化や安全性確保のため、
積極的に設備投資を実施している。
最近では、
作業用ロボット
「ゲンコツロ
ボット」
を導入し、
他の設備と連動させることで作業工程の自動化、
前後の工
程改善による3名から1名への省人化や単位当たり作業時間の約67%短縮
を実現する。
加えて、
従業員のジョブローテーションによって多方面の業務知
識習得、
作業工程の熟知や各工程への最適人員配置が可能となった。
これら
により、
特にライン作業で効率的な流れを確立できたのである。

自動化されたプレス加工ライン

マルチタスク化と技能伝承で推進する将来へ向けた人材育成
同社は多方面の製造を手掛けることで幅広い製造分野を持っており、柔
軟な社内応援体制構築が不可欠である。現在、1人の従業員が複数の業務
を担当できるよう、職務拡大を計画的に実施中であり、設備自動化・ロボッ
ト導入と連動することによる多台持ちも推進している。
また、
ベテラン従業
員が持つ技能（工程設計・工程運用）を社内スクールやOJTで若手社員に
伝承・共有。若手社員の自主自立を促し、
ひいては責任ある仕事を任される
ことでのモチベーション向上にもつなげ、
中長期での人材育成を図っている。
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最も力を入れるのは
「人づくり」

西本工芸

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

鳥取県八頭郡若桜町

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

作業効率と品質を高めてサービス向上。
刺しゅう技術を継承して強みを守る
同社は、学生服や企業向け制服のロゴマーク等の刺しゅうを専門に事業展開してい
る。他にも、着物の半襟や帯揚げ等の和装小物、僧侶の袈裟の刺しゅうも手掛けており、
対応範囲は多岐に及ぶ。
学生服としては、
カッターシャツの他、
ポロシャツ等のニット素材への刺しゅうも対応
しており、
きめ細かく丁寧な仕事で受注量を着実に伸ばしている。和装小物や僧侶の袈

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

鳥取県八頭郡若桜町若桜955
0858-82-1234／0858-82-1233
http://em-nishimoto.com/
西本 誠

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

裟の刺しゅうは、
主に京都から注文が入る。
1990年
非公開
3人

ものづくり

オリジナル刺しゅうサービスで顧客ニーズに応える
近年、
サークル活動・イベント等でポロシャツやバッグを作るグループ・個
人の顧客ニーズが増加傾向にある。同社は顧客ニーズの変化を捉えて刺
しゅうデータ作成ソフトを導入。
データ加工によるオリジナル刺しゅうにも
対応可能となり、付加価値向上に取組んでいる。
きめ細かなデザイン修正、
高精度の仕上げや個人顧客から持ち込まれたデザインの編集等、
当該ソフ
トを最大限活用。
また、
オリジナル刺しゅうサービスの認知度を高めるため

同社Webサイトのトップ画面

自社Webサイトを開設し、商品紹介等のPR活動にも注力している。

作業効率化と品質向上を両立させて生産体制を確立
高性能刺しゅう機導入で12色を使用しての作業が可能となり、作業時間
が最大で3分の1程度短縮され効率化が進んだ。刺しゅうの速度・精度が増
し、特に技術を要する和装小物の刺しゅうの仕上がり・品質が向上したの
である。
また、刺しゅうデータ作成ソフトを導入し、以前は外注していた取引
先から送られるデータの編集を同社が対応することで迅速に微妙なデザイ
ン修正や高密度の糸送りが可能となった。設備投資で作業効率化と品質向
上を両立し、
多様な顧客ニーズに応える生産体制を整備したのである。

タジマ工業社製の高性能刺しゅうミシン

強みである
「裏駒」
の技法を次の時代へ
同社の強みは、
僧侶の袈裟の刺しゅうで用いている
「裏駒」
の技法である。
「裏駒」は、技術や経験が必要なため対応できる企業は少ない。
しかし、現
在、
同社で
「裏駒」
を使った刺しゅうに対応できるのは、2019年で70歳を迎
える代表者のみとなっている。そこで、将来へ向けて強みを維持するため
「裏駒」の技法をマニュアル化し、後継者への技術承継を順次進めている。
後継者へ確実に技術を引き継ぎ、強みを長期にわたって維持することによ
り、
顧客との取引維持と受注量の増大を図っている。

「裏駒」
を使った袈裟の刺しゅう
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株式会社清水

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

鳥取県鳥取市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

設備更新やIT化、
スキルマップ活用により多台持ち・
自動化を推進して生産性向上
1949年創業の県下トップクラスの鉄鋼加工・卸売業者。建築・金型・各種鋼材を取
扱っている。品目は、鉄・特殊鋼・ステンレス・アルミニウム・銅など多岐にわたる。鋼材の
切断・開先加工といった一次加工から、製缶・マシニング加工といった三次加工までの
すべての工程を、
自社で行うことができる設備と人材を有している。
これら設備と人材を
活用して顧客ごとのオーターメイド加工製品をタイムリーに供給することができる鋼材

生産性向上

のワンストップショップ構想を推進している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

鳥取県鳥取市古海542-1
0857-23-0990／0857-23-0999
http://www.simiz-corp.com
代表取締役社長 清水 昭生

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1958年
5,000万円
98人

サービス

多台持ちの推進及び自動化の推進による付加価値向上
需要の大型化・精密化に対応し、絶えず最新鋭の設備への更新を行って
いる。設備更新の際には、従来機よりも生産能力の高いものや、複数の機能
を持った複合機を導入し、多台持ち
（1人が同種の機械を何台も持って、同
一加工を大量に行うこと）や作業工程の効率化を推進し付加価値向上を
図っている。平成29年6月には経営力向上計画の認定を受け、新工場建設
に着手（平成30年12月完成）。完成後は、作業レイアウトの改善や、作業時
間の短縮化、
生産能力のより一層の増強、
自動化が期待できる。

新工場

ITの積極活用によりベテランと若手との経験の差を解消
製造設備を継続的に最新鋭のコンピューター制御のものに更新。勘や経
験を重視してアナログ機械を好むベテラン職人を尊重しつつも、経験の浅
い若手従業員のために自動化が推進できる最新設備を積極的に導入して
機械の性能で経験不足を補っている。
これにより熟練工と若手との間で品
質の差が生まれない生産体制を構築することができている。
また、業容拡
大に合わせて工場も順次拡大しているが、
単なる加工能力増強にとどめず、
ラ
イン改善による作業人数削減やマテリアルハンドリングの改善も行っている。

フライス加工作業

スキルマップを活用した人材育成による働きやすい職場の実現
各人の機械操作の習熟度を、①他人に教えられる、②独力で操作できる、
③補助があれば操作できる、④操作できない、
の4段階に分けて、誰が、
どの
機械を、
どのレベルで操作できるのかが一目で分かるスキルマップを作成。
スキルマップは人材育成に活用しており、操作できる者が習熟者の少ない
機械の教育を重点的に行い、同じ機械を操作できる人数を増やすことで、
繁忙時には他部署が応援できる柔軟な生産体制を可能としている。さら
に、
代替要員がいるといった安心感が休暇取得の推進にも繋がっている。
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製缶作業

有限会社ひよこカンパニー

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

鳥取県八頭郡八頭町

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

全国から高評価を受ける天美卵の生産
生産から体験の提供まで高度な6次産業化
同牧場で飼育する放し飼いのニワトリから産まれる
「天美卵」は、安全で品質の高い
商品として、全国的にも高い評価を受けている。
また、
同牧場では、
自社生産の鶏卵・鶏肉、地域農家の野菜等を有効活用した6次産業
化にも取り組み、加工品事業や飲食事業にも参入している。更に、2016年にオープンし
た製造直売所兼レストラン
「大江ノ郷ヴィレッジ」
は、立地条件が必ずしもよくない山間

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

鳥取県八頭郡八頭町橋本877
0858-73-8211／0858-73-8212
https://www.oenosato.com/
代表取締役 小原 利一郎

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

地にも関わらず、年間30万人以上の来場者が訪れている。
1994年
3,000万円
196人

サービス

鳥取の自然が生み出す平飼い鶏卵「天美卵」
同牧場では、休耕田を利用して地元農家に飼料米を栽培してもらい、発
酵飼料に不可欠な米ぬかやおからは、
地元の農家や豆腐店から提供を受け
る等、可能な限り地元の産品を使用している。
同牧場で飼育されているニワ
トリは、化学薬品を使わないこだわりの自家配合飼料を摂り、
日光が差し込
む開放型の鶏舎の中を思う存分に走り回り、平飼いで飼育されているが、
そのニワトリが産む
「天美卵」
は、安全で高品質品であると全国的にも評価
が高く、
1個100円の卵として全国に届けられている。

天美卵

天美卵の可能性を広げる6次産業化
同牧場では、天美卵を使ったスイーツや惣菜、健康食品などを開発し、通
販で提供がなされている。
また最近では、食パンの他、
ベーコン等の燻製商
品、釜玉うどん等、卵と親和性の高い商品を取扱う等、
その種類を広げてい
る。2016年にオープンした製造直売所兼レストラン
「大江ノ郷ヴィレッジ」
では、食の大切さや農業への取組みを伝える体験教室を開催。立地条件が
悪いにも関わらず、
年間35万人以上が来訪しており、
更に観光牧場となるこ
とを目指している。
同施設内では、
生産から販売に加え体験の提供までがな

体験教室

されており、
高度な6次産業化を実現している。

ライフステージの変化に応じて働ける職場作り
同牧場における業務は多種多様で、従業員の適性や希望に応じた職種
変更にも柔軟に対応している。
また、研修制度や資格取得支援制度を導入
しており、個人のスキルアップをサポートしている。更に、女性社員の割合が
高い同牧場では、短時間勤務制度を充実させている。例えば、一時的に正
社員としての勤務が困難となった場合には、短時間労働者となり、
その後、
正社員に戻す等、
個々の従業員が希望する働き方にも対応している。
大江ノ郷ヴィレッジ
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サンライズ工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

鳥取県鳥取市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

製造ライン自動化による徹底した効率化と
計画的な人材育成が自社ブランドを支える
同社は建築資材に使われているコンクリートとの接合部品である「あと施工アン
カー」
、
各種鋼球及び薄膜加工製品等の製造・販売を営み、
自社ブランドの
『ハイアンカー
（あと施工アンカー）』
を主力商品として、
日本全国へ販売している建築金物の製造メー
カーである。
お客様に安心して利用いただける高品質な商品と国内及びグローバル市場でも対応

生産性向上

可能で独創的な商品を企画・提案できる企業を目指して事業展開を行っている。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

鳥取県鳥取市国府町庁117-1
0857-23-2731／0857-22-9692
http://www.sunrise-ic.jp/
代表取締役 吉川 修生

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1965年
5,000万円
49人

ものづくり

自社ブランド
『ハイアンカー（あと施工アンカー）』
を開発
同社は施工現場の声を積極的に取り入れ、技術開発や付加価値の高い
商品開発に取組んでいる。既存品が抱えていた施工後取付物固定までに数
日かかること、取付穴との芯ずれ及び取付物配置の設計変更などに対応困
難という問題を解決する
『ハイアンカー（あと施工アンカー）』
を開発。以後
も冷間鍛造中空孔明加工、パイプ端部閉塞加工や高耐食性の表面処理な
ど同社独自の技術開発を続けた。主に標識の壁面設置・配管・空調機器の
取り付けや生産ラインの固定など幅広く活用
（年間1,800万本）
されている。

自社開発した
『ハイアンカー』

生産体制見直しと絶え間ない改善の仕組み化で生産性を向上
手動で行っていたブランク供給作業や施工確認ラインのマーカーをプレ
ス自動供給装置の導入によって自動化し、新商品であるトンネル防災機器
や道路標識等の落下防止アンカーの増産体制を構築した。1日の生産数
17%増加、1本あたりの作業時間半減や作業人員2名削減による配置転換
を行い、生産性向上を実現した。
また、
月1回の改善提案会議では、管理者
が従業員の意見を基に作業工程をはじめとしたさまざまな改善策を協議し
て作業効率アップやコストダウンを図っている。

導入したプレス自動供給装置

従業員の作業環境改善と技術向上へ向けての意識啓発・育成
生産ラインの合理化と手作業工程の自動化を行い、手作業のため設備に
張り付いていた作業員の削減による配置転換、作業員の多台持ちを可能と
することによって、生産性の向上を図っている。
また、従業員の要望に基づ
き、会社の方針に合った外部講習会・研修会（資格研修や異業種工場見学
等）
の情報を収集し、
当該情報を従業員へ提示することにより、意識啓発を
促進している。
あわせて、人材育成計画を策定・実行し、従業員の知識・技術
向上に注力。
技術革新に対応できる社内体制を着実に整えている。
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5Sと省人化が徹底された工場内

有限会社内田縫製

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岡山県津山市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

オリジナル製品開発による競争力強化、
IT活用による効率化・多能工化
デニムを中心に大手メーカーや有力セレクトショップのOEMを行う縫製業者であ
り、多様なミシン技術を保有し多品種の製品を製造できる高い縫製技術を持っている。
2016年には創業以来の夢であった自社製品「UCHIDA HOUSEI」
ジーンズの製作・
販売を開始。
自社の技術力・企画力を広く発信し、事業の柱であるOEMの受託拡大に
繋げることを狙いとしているが、
自社のブランド展開をきっかけに知名度が上昇。地理

● 所在地
岡山県津山市新野山形450
● 設立
● 電話／FAX 0868-36-2861／0868-36-2706
● 資本金
● URL
https://uchida-factory.co.jp/index. ● 従業員数
html
● 代表者
代表取締役 内田 政行

生産性向上

的に若い人材が確保しにくい中、人材獲得にも繋がっている。
1968年
300万円
21人

ものづくり

縫製にこだわったオリジナルビジネス用ジーンズの開発・販売
同社は、
ジーンズが好きな大人の男性をターゲットに、国産デニム生地を
使用したオリジナルのビジネス用ジーンズを開発・販売している全国でも数
少ない縫製業者である。縫製に関わるあらゆる工程ノウハウを保有してい
る同社ならではの取組みであり、職人技による独自性と完成度の高さが付
加価値として認められ、東京のアンテナショップや大手百貨店などにおける
展示販売では予想以上の好評を得ている。
また、
オリジナルの自社製品の
開発・販売は同業他社に対する競争力の強化にも繋がっている。

大人のための内田縫製オリジナルジーンズ

パターンチェック工程のIT化で効率化と強みのさらなる強化
パターンチェック工程の精度が高く、後戻りが発生しないため、創業以
来、納期厳守を徹底できている。確実な納期管理が当社の成長を支える要
因となっているが、
これまでは担当者のスキルとして蓄積されているのみと
なっていた。
そこでアパレルCADを導入しパターンチェックのデータ化を行
うことにより、
スキルの見える化を実現した。
また、
アパレルCAD導入で作
業が高速化し、作業時間を約5時間から約2時間に大幅削減でき、
この結果
さらなる納期短縮が可能となり、強みをさらに強化することができた。

アパレルCADによるチェック作業

IT化による多能工化推進・従業員モチベーションアップ実現
これまで専門のノウハウや経験知識をもつ限られた担当者だけがパター
ンチェック工程を担当していたが、
アパレルCADを導入し縫製作業しか担
当していなかった従業員や新規採用者にアパレルCADの使い方を習得さ
せることで多能工化を図っている。
また、
オリジナル製品開発により、Uター
ンやIターンによる県外の若手人材を獲得できるようになった事や製造担
当者へ早い段階で消費者の声を伝えられるような仕組みを構築した事で、
従業員のモチベーションアップを実現している。
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内田縫製を支える
「ジーンズ職人」一同

株式会社計測リサーチコンサルタント
広島県広島市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

妥協のない技術開発と人材育成で建設現場の業務効
率化に貢献
同社は、土木建築における現場計測を主柱としたコンサルタントとして設立された。
デジタル技術、
センサー技術・ICT、
ドローン等の最新技術を駆使し、建設事業者向けに
各建設工事での最適な計測システムを企画して、計測機器の設置、データ取得、解析、
技術判断まで、
トータル的なコンサルティング事業を行っている。
また、計測システムの
開発で培った技術力を活かし、皇居東御苑内本丸「中之門石垣」
の修復支援システムを

生産性向上

提供する等、土木建築分野を中心に幅広い事業活動を展開している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

広島県広島市東区福田1丁目665ー1
● 設立
082-899-5471／082-899-5478
● 資本金
http://www.krcnet.co.jp/index.htm ● 従業員数
代表取締役社長 花倉 宏司

1972年
3,900万円
102人

ものづくり

妥協のない技術開発で付加価値の高いセンサー・システムを提供
構造物の耐久性に注目が集まる中、構造物の完成後、
その健全度をモニ
タリングする必要があるが、
これまでは、構造物に使用されているケーブル
等の軸応力
（張力）
を長期に亘って管理するセンサーがなかった。
そこで、
同
社は磁歪を応用し、簡易でかつ安価に計測可能なEMセンサーを開発し、
経年後の健全度モニタリングを可能にした。
また、現状に妥協せず、EMセ
ンサーが最大160点接続できる専用スイッチボックスと自動計測プログラ
ムを開発し、
自動でかつ多点計測が可能なものに進化させている。

EMセンサー

最新技術を用いた自社システムで建設事業者の業務効率化に貢献
笹子トンネルの天井板崩落事故を受け、国交省は構造物の5年に1度の
近接目視点検を義務化した。同社は、
これらの点検を安全かつ効率的に実
施するため、各種センサー機器やそのデータを活用した解析システム等を
開発した。
これにより、従来に比べて業務効率の向上や解析データ等の高
精度化を実現することができた。
また、工業用カメラやドローンなどの機器
を用い高精度な画像を撮影し、展開画像からひび割れ幅を自動で判定する
技術を提供することにより、建設事業者の業務効率化に貢献している。

走行型連続画像計測システム

学術研究機関との積極交流で社員の技術力向上を促進
近年、社員の確保が困難になる中、同社では、社員の知識・経験を補うた
め、学術研究機関との交流を積極的に図り、共同での研究開発を行ってい
る。
また、
これらの知識・経験を社内で共有するため、社内発表会を開催し、
社員全体への知識の蓄積や技術力の向上を図っている。
さらに、土木学会
や国際学会等、幅広い分野の学会にも積極的に参加し、最新の技術情報を
吸収するとともに、学会発表も積極的に行い、参加社員の知識の向上と他
社員のレベル向上に努めている。

国際学会最優秀論文賞表彰状
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三光電業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

広島県広島市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

社員の連帯感と能力向上の取組で顧客満足
度の高いワンストップサービスを提供
同社は
「いつでも未来創り」
の理念の下、顧客ニーズに基づいたワンストップサービス
を提供する
「電子と制御の総合技術商社」
である。
ファクトリーオートメーション
（FA）
ラ
インに使われるあらゆる電子・制御部品や製造機械を取り扱う高い技術力と関連知識
を有し、様々な生産ラインや管理システムで使われる電子機器製品や制御装置等の設
計・製作も行う。
システム全体を提案するシステムインテグレーションサービスも提供

● 所在地
広島県広島市西区商工センター5-11-7 ● 設立
● 電話／FAX 082-278-2351／082-277-5818
● 資本金
● URL
http://www.sumnet.co.jp/index. ● 従業員数
html
● 代表者
代表取締役 森脇 喜美代

生産性向上

し、顧客に適したロボットシステムをワンストップで提供している。
1962年
7,000万円
160人

サービス

ワンストップサービスで、
ロボットシステムの普及を促進
同社は、数百を超えるメーカーとパートナーシップを結び、顧客に適した
機械装置の提案を行っている。
ロボットメーカーに社員を派遣し技術を学
ばせ、装置だけでなくシステム全体を提案するシステムインテグレーション
サービスも提供できるようにした。
また
「電子と制御の総合技術商社」
を掲
げ、各分野に精通したシステムエンジニアが設計・製造まで一貫したシステ
ム提案を行い、地域中小企業の「現場に適したシステム活用の在り方が不
明」
という課題に対応し、顧客のロボットシステム普及を促進している。

ロボットシステムの提案

社員の自己研鑽を推進し、女性社員の活躍も目指す
同社では、
福利厚生面での積極的な投資により社員の定着や育成を行っ
ている。例えば、全員参加の社員旅行や登山により、世代間を超えた共通経
験をすることで連帯感を醸成し、情報の共有を円滑にしている。
また、全社
あげた決起集会を半期毎に開催し、経営理念の共有と浸透を図っている。
更に、取引先メーカーの協力を得た自主研修では、女性のみの研修も企画
し、女性の活躍と経営意識向上に取り組んでいる。
ビジネス資格取得では、
スキルアップ手当を支給する等、社員の自己研鑽を推奨している。

決起大会での女子社員研修会

早帰りデーの設定や有給取得の推進で、業務を効率化
同社では、2013年から、毎週水曜日を残業をしない
「早帰りデー」
を設定
している。
その結果、残業時間が削減され、生産性向上に繋がっている。
ま
た、1年間の有給休暇を予め自分で計画して取得する
「事前指定有休休暇
制度」
を設けており、休暇を活かして有意義な時間を過ごしてもらい、社員
の英気を養い、業務における生産性の向上を図っている。更に、育児中の社
員に対しては、勤務形態や配置転換を通じて雇用環境の改善を図り、障害
者の雇用を積極的に進める等して、働き方改革を推進している。
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三光電業プライベートフェアでおもてなしす
る従業員

アクト中食株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

広島県広島市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

知力、
食品力、
サービスで食文化を築く
「食の総合コンサルティング」
明治44年創業で、近く110周年を迎える老舗食品卸売業。創業から続く
「米穀部」、外
食産業に食材・酒類等を提供する
「業食事業部」、業務用食品スーパーのチェーン展開
を運営する
「フランチャイズ本部」
がある。強みは、深夜に受注を締切り多品種の商品を
ピッキング・積込みし、早朝の配送を行う過酷な事業をワンストップ機能でやりきる力で
ある。前社長の急逝を受け30代で後を継いだ現社長と弟の専務が『お客様・小口取引を

生産性向上

大切にする』創業の精神を受継いで従業員が誇りを持てる良い会社作りを進めている。
● 所在地
広島県広島市西区草津港2-6-60
● 設立
● 電話／FAX 082-278-0005／082-278-3157
● 資本金
● URL
http://www.act-cs.co.jp/company/ ● 従業員数
information.html
● 代表者
代表取締役社長 平岩 由紀雄

1911年
7,000万円
469人

サービス

信頼度の高さで結びつく7000社顧客への手厚いサポート
同業他社が採算の悪さで取引をやめた企業も受入れる等、懐深く柔軟な
対応をしてきたことで地場飲食業界から絶大な信頼を得ている。
高いシェア
（取引先7000社超）
を誇ると同時に、新規顧客からの取引打診が月平均50
件以上もある。一方で、小規模飲食店が独自性を出せるメニューの開発や、
産地と一体となった魅力ある商品開発に力を入れており、単なる食品卸業

トラックと業務用食品

ではなく食文化創造企業として大規模から中小規模までの様々な顧客の
事業成長を支えている。

顧客のレベルに合わせた独自受注システムで双方の業務効率化
インターネット環境が無い小規模事業者との取引が多いことから、
手書き
FAX注文が大半を占めており、文字が読み辛くて確認が必要／FAX用紙か
ら受注管理ステムへのインプット作業工数が大きい／入力ミスが発生、
など
改善の必要があった。
社内IT部門が独自に開発したスマホ受注システムを立
ち上げて導入促進した結果、業務品質や、効率は大幅に向上し、
顧客からは
いつでもどこからでも発注が出来ると大好評である。
ビジネス効率の最大化
を狙った次期基幹システムへの更新に備えた業務基盤整備が加速している。

スマホ受注システム

人手不足問題と過重労働問題解決に向けた高齢者・女性活用
市街地の小規模飲食店への食材・酒類の配達は、
トラックドライバーが
駐車場所を確保した後に顧客まで届けるという、道路事情上の難しさと過
重労働が問題である。
同社は中間保管庫を確保し、
そこから軽車両（軽自動
車・自転車等）
によって小回りよく配送するというスタイルを導入し、
この問
題の解決に挑戦している。軽車両による配達であることから高齢者や女性
に採用の幅が広がり、地域雇用拡大に貢献している。
中間保管庫と軽自動車
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誠和梱枹運輸株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

広島県呉市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

ITツールの開発と導入、
働き方改革で、
人材を確保し高付加価値サービスを提供
同社は製造業の資材・製品などの中・長距離運送や、企業の運輸・梱包・倉庫管理等
の物流業務を包括受託する3PL事業を行う。全国25拠点の営業所と400台以上の多種
多様な自社トラックを保有している。独自開発したトラック配車システムの導入により、
迅速かつ効率的な配車計画を提案する等、高付加価値サービスを提供し売上を急速に
伸ばしている。全国各地の営業所が地域性に応じた運送業務を受託しており、近年、福

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

広島県呉市郷原町字一ノ松光山626-12 ● 設立
0823-77-2160／0823-77-1911
● 資本金
http://seiwa-konpo.co.jp/
● 従業員数
代表取締役社長 畦 淳造

生産性向上

島県いわき市等に営業所を開設して、首都圏への進出も拡大している。
1967年
1,000万円
476人

サービス

独自の配車システムを開発し、高付加価値のサービスを実現
独自開発した配車システム
「HONEY BEE」
を活用し、荷主からの輸送依
頼に対し、迅速かつ効率的な配車計画を提案する等、高付加価値サービス
を提供している。全荷主の配送指示をシステムにより一元管理することで、
荷主からのあらゆる依頼に対して迅速に対応することができ、競争力の向
上に繋がっている。
また、
同システムの導入により、
これまで熟練者しか行え
なかった、全国各地の輸送依頼・空車情報の集約・最適マッチングを、経験
の少ない社員でも効率的に行えるようになった。

本社の全景

ITツール導入で労務管理業務を効率化
同社は、事業拡大に伴う従業員の増加で負担が増えていた労務管理の
効率化を図るため、2017年にIT導入補助金を活用し、給与支払業務・人事
管理に関わるITツールを導入している。ITツールによる給与処理全般の自
動化、業務効率化を行った結果、給与支払担当者の労働時間を月30時間
削減することに成功した。更に、人事情報の一元的管理の「見える化」
を行
い、
中途採用社員の増加に伴い生じた、社員の最適配置や業績評価等の課
題解決にも取組んでいる。

ITツール・ハニービーを使いグループ作業

女性登用や働き方改革で人材を確保
営業・事務・運転・倉庫軽作業等の職種に女性社員の登用を積極的に進
めるとともに、女性のロールモデルとなる管理職の育成に取り組んでいる。
長距離輸送の中継地で運転手を交替・折り返し運転させ、元の営業所に戻
す
「スイッチ輸送方式」
の採用により、拘束時間の短縮化と就業環境の改善
が図られ、合わせて、働き方改革を進めることで、拘束時間の上限を定めた
厚労省の
「基準告示」
を100%遵守できている。
これらの取組により、人材の
安定的確保がなされ、5年で100人以上の従業員が増加している。
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女性ドライバーも活躍しています

株式会社弘木技研

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

山口県下松市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

積極的な設備投資と独自の生産管理システムにより
付加価値と生産性の向上を実現
同社は1950年に家具製造販売業として創業した。
この当時からの卓越した技術を生
かして、鉄道車輌部品製造に転換を図る。主な事業は新幹線車両の乗降口に組み込ま
れる
「出入台ユニット」
や
「デッキと客室を仕切る妻パネル」
などの製造である。材料の切
断から曲げ、溶接、組立て、取り付け・艤装までを一貫して行うことができる数少ない事
業者であり、
「出入台ユニット」
は約6割の国内トップシェアである。2009年グッドカンパ

生産性向上

ニー大賞（中小企業研究センター主催）
で、優秀企業賞を受賞した。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

山口県下松市葉山2丁目904番15
● 設立
0833-46-3535／0833-46-3838
● 資本金
http://www.hiromoku-giken.co.jp/ ● 従業員数
代表取締役 弘中 善昭

1965年
1,500万円
76人

ものづくり

積極的な設備投資と独自の生産管理システムの構築
鉄道車両製造業界は、海外案件の積極的な受注や国内新幹線の大量更
新など多くの需要が続くと見込まれる。
こうした需要に対して、限られた人
員、体制で対応するためには、生産性の向上が不可欠である。
そのため、生
産設備・機械に関しては最新型への更新を定期的に行っている。
また、同社
の生産活動の心臓部である独自に構築した生産管理システムも、最新のIT
ツールを加えながら、継続的にバージョンアップしている。
こうしたハード、
ソフト両面の積極的な設備投資が付加価値の向上に繋がっている。

最新設備・機械を有する同社の第1工場

IT、IoTの積極的な活用による生産業務の効率化
車両内装部品のユニット化・モジュール化を進めた結果、工場内を流れ
る部材・部品の点数は数万点に及んでいる。
これらの存在場所、生産の進捗
状況をタイムリーに管理するために、受発注情報、製作図面情報、生産進捗
情報等を連携させた独自の生産管理システムを構築している。生産管理シ
ステムを構築して20年以上、継続的にアップデートを重ね、現在ではほぼ
完成の域に達している。
日常の生産管理、製造原価管理、売上予測と事業
活動に不可欠なものとなっており、経営品質の向上に大きく貢献している。

生産管理システムを運用するOAルーム

福利厚生の充実と高齢者の積極的な活用
毎年、福利厚生の一環として、家族同伴で新幹線を利用する社員旅行を
実施している。
これは、
自分たちが製造した内装部品が全国を走る車両にど
のように取り付けられているかを確認する社員教育の一環でもあり、新幹
線車両製造に携わる事業者ならではの取組みである。
また、20年以上前か
ら定年退職後の高齢者の継続雇用も積極的に行っている。現在もアルバイ
トを含めて10名の70歳以上の高齢者がシルバー人材として熟練した技術
力を発揮して製造現場で活躍している。

株式会社弘木技研の外観
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株式会社シーパーツ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

山口県岩国市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

独自の管理システム導入で生産性向上
全自動でタイヤ脱着・品質評価を実施
株式会社シーパーツは1955年創業、
リユース自動車部品販売を営んでいる。現社長
のもと車両仕入れから解体・部品販売までの工程を一括管理できるシステムおよび全
自動品質管理機能付きタイヤ脱着ロボットの開発を行い、生産性向上を実現。また、
2018年に自動車リサイクル研究所を設立。AIによる車の自動査定システム、全世界でリ
ユース部品の取引を行うプラットフォームの構築や自社システムの他業界への応用に向

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

山口県岩国市周東町西長野67-1
0827-35-4821／0827-35-4182
http://www.seaparts.jp/
代表取締役 吉川 日生

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

けて日々邁進している。
1955年
3,200万円
82人

サービス

全自動でタイヤ脱離・品質評価を実施し生産性向上
従来は手作業で行っていたタイヤ・ホイールの脱着および品質評価・登
録工程を、
ロボットシステムの自社開発により自動化。熟練技能や体力を要
する作業が自動化され従来の4分の1の時間で脱離および品質評価・登録
工程が可能になり、生産性・労務環境の向上に貢献。
また、
センサー・カメラ
によりタイヤ溝内部のひび割れと残溝を測定し品質評価を行うシステムも
構築。
目視による主観性を排除することで定量的評価が可能になった。導
入後はタイヤのリユース率が約20%上昇するなどその効果は大きい。

タイヤ脱着ロボット
「ロボチェンジャー」

IoTを駆使した自動車リサイクル工場管理システムを構築
車両の仕入れから解体・出荷までの自動車リサイクル業務を統括する業
界初の工場管理システム
「TAPRAS」
を独自開発。工場での解体工程を経
て商品となった部品の管理や出荷後の請求書作成を自動化することで、入
庫～出荷のリードタイムが3分の1へ、請求書作成にかかる時間は7分の1
へ短縮した。
また、
登録された部品はオークション型販売サイト
「GAPRAS」
にて全世界からアクセスでき、購入可能である。
このシステムは販売も行っ
ており、
使用済自動車のグローバルな循環型社会構築が期待できる。

「TAPRAS」
の主な機能

作業の自動化や研修システムを通じて、働きやすい職場を構築
タイヤ・ホイールの脱着・品質評価・登録工程を自動化できるロボットシ
ステム、
および工場管理システムの開発によりそれぞれの業務の担当人員
が削減され、他業務にその人員を割くことができる。
また、社内や社外の研
修に対応できる研修室や大型モニターを完備した
「自動車リサイクル研究
所」
を新設。業界経験の浅い社員に対しても、動画やインターネット中継等
を用いた社員教育を充実することで、
いずれ誰もが会社で活躍できるよう
に、
社内体制を整備している。

自動車リサイクル研究所における社員研修
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株式会社森川ゲージ製作所
香川県木田郡三木町

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

協働ロボットの積極的導入で大幅な生産性
向上と技能者育成の仕組みづくりを推進
祖業であるゲージの製造で培った精密仕上げ技術をベースに流体工学の知識を加え、
現在は建築機械用油圧バルブの設計・製造や舶用ディーゼルエンジン機器の製造を主業
としている。
たゆまぬ技術レベル向上と技能者育成に全社をあげて取組んできた結果、
多くの技術技能者を輩出し、
コア技術のラッピング仕上げ(鏡面仕上げ)では中四国
エリアにおいて他社の追随を許さないレベルにある。理念型経営を標榜する3代目社長

生産性向上

のもと、更なる技術の追求、挑戦を続けている。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

香川県木田郡三木町氷上620
087-898-1151／087-898-1959
https://www.mg-w.co.jp/
代表取締役 森川 正英

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1955年
2,400万円
52人

ものづくり

協働ロボットの多工程活用で大幅な生産性向上を実現
安全柵が不要な協働ロボットを導入し、昼間は従来通り熟練者による
難加工を行いながら、夜間・休日はロボットでのワーク脱着により量産型
ワークの連続運転を行うことで、熟練者が付加価値の高い加工に専念しや
すい環境づくりを行った。更に、安全柵の必要のない協働ロボットならでは
の機能を活用し、昼間、協働ロボットには組立て工程のネック作業である
バリ取り業務を行わせることで、
ボトルネック解消による大幅な生産性向上
につながっている。

新設備導入（協働ロボット）

製造情報管理ソフトの導入で製造データ一元管理
これまで製造現場では、図面、冶具や工具、作業マニュアル、検査記録書、
製作指示書などの情報が紙ベースで管理され、
それぞれが紐づいていない
管理状況であることが製造現場管理における課題となっていた。
この課題
を解決すべく製造情報管理ソフトを導入し、
これらの関連情報を一元管理
することにより、
情報検索や更新情報の差し替え作業が圧倒的に短縮できた。
同時に、
ソフト上でデータ管理が可能となり、各所の保管ファイルも減らす
ことができたことで大幅な業務効率化を実現している。

段取り短縮プロジェクト実施風景

人材不足時代に適応した技術者育成の仕組みづくり
協働ロボットを多工程でうまく活用することで、熟練技能者が熟練
技能者にしかできない付加価値の高い業務に専念できる環境を生みだし、
更なる人材の多能化を推進している。
また、熟練技能者の作業時間を短縮
することができるため、経験の浅い若手作業員に対する技術指導や教育
訓練の時間を創出することが可能となった。無人化・自動化技術を積極的
に導入し、
働き方改革、
人手不足時代に適応した技術者育成の仕組みづくり
にも同時並行して取組んでいる。

教育訓練風景
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株式会社日本キャリア工業

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛媛県松山市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

食肉加工機械に特化し、
数多くの
オリジナル製品を開発する成長企業
食肉加工機械の設計、製造、販売、保守のすべてを自社で行い、
「ベンディングスライ
サー」
をはじめとする数多くのオリジナル製品の開発、投入により市場の評価を得てい
る。
「ミクロダイサー」
や
「ミンスパッカー」等、登録商標を持つ製品や数多くの特許も保
有し、高い技術力は国内のみならず海外でも評価を得つつある。設計から保守まですべ
てを自社でスピーディーに対応できることが同業他社とは一線を画した特徴であり、安

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛媛県松山市東垣生町980-5
089-973-6311／089-973-6353
http://nippon-career.co.jp/
代表取締役 三谷 卓

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

定的な受注により増収増益を確保している。
1975年
4,000万円
96人

ものづくり

設計、製造、販売、保守の一貫体制による付加価値向上
オリジナルの食肉加工機械製品の設計から製造、販売、保守までのすべ
てを自社で行っていることが顧客の信頼向上につながっている。顧客との
直接取引により収集する顧客ニーズの分析結果は、新製品開発へのフィー
ドバックや既存製品のマイナーチェンジ、
オプション類の開発・製造等に活
用している。
また、本年度に新たにマシニングセンターを導入し、回転数不
足のために一部外注していたプレートの加工工程の内製化による更に高
い一貫体制の構築を進めている。

自社工場で一貫生産（工場風景）

生産管理の効率化に向けた活動とシステム導入
コンサルタントも活用した5S活動の徹底や各工程での管理業務の見直
しを行い、業務の合理化や効率化に向けた取組みを実施することで、近年
の大幅な受注増加にともなう納期の問題解決に対応している。同時に、生
産管理システムの導入を進めており、来期からの本格運用を目指して最終
調整を行っているところである。
より高い一貫体制構築に向け、
内製化の拡
大と生産管理システムの導入による業務精度の向上と効率化を進めてい
る。

ベンディングスライサー

スキルマップを活用した従業員の能力向上
従業員が個々に、
セクション毎に異なる内容の
“できる/できない”を可視
化するスキルマップを作成し、評価をしながら業務を遂行することで、各人
の能力向上や業務の平準化を図っている。
この評価内容を人事考課にも反
映することで仕事へのモチベーション向上にもつながっている。資格取得
や能力向上につながる講座受講等に係る費用を会社が負担し、能力開発を
進めることで多能工化を推進するとともに、製造現場に4名の女性を雇用
するなど、
女性の活躍の環境構築にも積極的に取組んでいる。
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新入社員集合写真

AZ-341

株式会社げんき本舗

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛媛県宇和島市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

地元の柑橘果実の色・味・香りをそのまま
ドライフルーツにして全国の食卓に届ける
『世界中の人々に古くから愛されてきたドライフルーツを日本の新しい食文化として
全国の食卓にお届けしたい』
を原点に、
ドライフルーツをはじめ、
ナッツや野菜チップス
等の食料品を製造する企業として2006年に創業した。以来、
「食べる健康」
をコンセプト
に食の安心と安全を守るため、人の目と手によるきめ細かな素材の厳選と、清潔な加工
工程、品質管理を徹底し、
お客様が楽しみながら手に取って頂ける商品づくりに取組ん

生産性向上

でいる。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛媛県宇和島市坂下津甲407-49
0895-23-2453／0895-23-1177
https://www.genki-honpo.com/
代表取締役 鈴木 弘幸

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2006年
1,000万円
50人

ものづくり

自社独自の乾燥技術により果物の風味を色濃く残した商品
ドライフルーツ加工としては国内最大級を誇る自社工場を2015年度に新
設して生産力を強化するとともに、
独自の乾燥技術である脱酸素処理によっ
て果物の色・味・香りを損なわず、
素材の風味をそのままに感じることを可能
にした。
この革新的な商品作りにより、
競合他社や類似商品に比べて高い優
位性を誇っている。
さらに近年では自社HPを刷新し、
SNSによる顧客マーケ
ティングに着手して、
消費者ニーズを反映した高付加価値商品を開発する
など、
経営安定化に繋がる見込生産型のビジネスモデルを構築している。

げんき本舗のドライフルーツ

愛媛県ならではの様々な柑橘果実を活用した商品づくり
2014年10月15日に国から農商工等連携事業の認定を受けた。
そこで、
愛媛県産の柑橘果実にこだわり、主力商品であるドライフルーツは温州み
かん、伊予柑、
ブラッドオレンジ、紅まどんな等、10種類以上を商品化してい
る。
また、時流に合せ健康志向の食品づくりを大切にして、砂糖漬けではな
い商品を中心に商品開発に取組んでいる。
これを可能にしたのは、糖度の
高い柑橘果実を丁寧に選別するための手間隙を惜しまないこだわりへの
信念と、
同社独自の加工技術があったからにほかならない。

人の手による、皮むき・選別

工場の新設および製造工程の改革により業務効率化を実現
新工場の設立に伴い、中小機構四国本部の経営実務支援事業を活用し
て製造工程の改善活動に取組んだ。
その結果として生産性が10%以上向上
した。主な改善点は、梱包の作業手順の変更や、
レイアウトの変更（動線の
確保）、
セル生産方式の導入、各作業の見える化等があげられる。業務が大
幅に効率化できたことによって、人件費の削減等のコストダウンに成功して
いる。
新工場の戎山ドライフルーツファクトリー
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眞鍋造機株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛媛県今治市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

「独創」
「 活力」
「 研鑽」を社是に、
「 信頼と革
新」
で地球規模のくらしを支える
船舶用甲板機械及び各種デッキクレーン等を
「MANABE」
ブランドで製造する総合
メーカー。創業以来、
ディーゼル式・電動式・電動油圧式の各種船舶用デッキクレーンや
ウインチを
「一貫生産体制」
で生産。業界に先駆けてインバータ制御電動ウインチを開
発。卓越した技術力と徹底したアフターサービスが同社の強み。
日本国内一般商船向け
シェアは、
ウインチが20%、
デッキクレーンが30%強を占める。

愛媛県今治市高部甲633-3
089-841-9217／089-841-6568
http://manabezoki.co.jp
代表取締役社長 眞鍋 将之

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1960年
6,000万円
216人

ものづくり

スピーディで細やかな徹底したアフターサービス
他社比優位性の高い同社製品について、販売後も世界30箇所に持つ
サービス拠点を通じて、充実したメンテナンスサービスをグローバルに提
供し、独自性を強化している。
さらに、効率的・効果的にメンテナンスサービ
スを行うため、先端のIT技術に着目。IoT（Internet Of Things）技術を活
用したリモートメンテナンス技術の開発や、AIを利用した過去トラブルの
解析などで、真因把握の高度化・迅速化を図り、
サービスレベルの向上を図
る取組みを積極的に推進している。

アフターサービスは最強の営業

生産性の向上、原価予算の確立とその運用による生産業務の効率化
トヨタ生産方式を導入して改善活動を実施し、製造リードタイムを半分
以下に短縮するとともに、工場別・工程別に標準時間の大幅な削減を達成。
さらに全4工場における製造工程のムダ取り改善活動を通じて、作業分析
に始まりムダ取り改善に至るまでのIE手法とそのノウハウを体得している。
こうした活動を通じて整備された原価管理のベースとなる標準時間に基づ
き、生産計画、工数計画、
および実績工数集計の仕組みを構築、運用するこ
とで生産業務の効率化を実現している。

誇れるものづくり

各部門一丸となって取り組む一貫生産体制とその継承
同社は、機械部品の殆どを自社製造し、各部門が一丸となって取組む一
貫生産体制を確立している。
この体制が、優位性のある商品開発や、製品・
製造工程の改善、
トラブル発生時における部品供給の短納期を可能化。
さ
らに、長年培ったノウハウ、
ゼロから新規開発に臨む技術力で、顧客要望に
も徹底的に応えてきた。
こうした技術伝承のため、過去の技術を受け継ぎな
がら、開発、設計、販売、
アフターサービスを行なう取組みを若手主体に推
進しているほか、働き甲斐のある職場づくりのため、人材育成等、各種制度
の再構築や風土改革を進めている。
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社員一同

有限会社上田電機

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

高知県高知市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

クレーン製造技術と電気制御技術をIoTで融合し、
クレーンの余寿命判断が強み
産業用機械の提案・設計、製造・設置、
メンテナンスから機械制御、電気設備工事に至
るまで、製造現場において必要とされる電気機器に関する業務を一気通貫で行ってい
る。
その中でもクレーン事業に特に力を入れている。得意とするクレーン製造技術と電
気制御技術を融合し、
そこにIoT技術を追加することで、多様化する顧客のニーズに迅
速に対応している。
また、積極的にIT化を進めることで社内管理業務の効率化を進めて

生産性向上

いる。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

高知県高知市瀬戸2丁目13番43号
088-841-1709／088-841-1466
https://ueta-denki.com/
代表取締役 上田 義隆

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1983年
300万円
14人

ものづくり

IoT技術導入でクレーンを使用する顧客に
「安心」
を提供
IoT技術導入により、
クレーンの稼働状況をリアルタイムに把握してい
る。
そのデータとメンテナンス情報を顧客と共有することでクレーンの状態
をリアルタイムに「見える化」するネットワークを構築した。
これによりク
レーンの余寿命判定と、故障発生前の最適なメンテナンス対応が可能とな
る。
クレーン故障により、作業が中断してしまうのを未然に防ぎ、顧客に
「安
心」
を提供している。
またクレーンの新設や更新の際には、実際の使用状況
を加味した最適なクレーンを提案することが可能。

クレーンの余寿命を
「見える化」

先進的な取り組みで作業効率向上と労働環境改善を両立
タブレット端末を全作業員に持たせ、作業時間と作業内容の管理をタッ
チ操作のみで行っている。
今までのメンテナンス履歴を現場にて把握するこ
とも可能となり、
より細やかに顧客のメンテナンス要請に対応している。
ま
た、
クレーン専用の新工場を取得・稼働させた。最新の溶接ロボット導入や
レイアウトの最適化で生産性と品質が向上し、より多くの受注が可能と
なった。工場内に気化熱を利用した吸排気設備を導入し、夏場の温度管理
や空気を洗浄化する等作業員の労働環境改善にも取組んでいる。

タブレット端末でメンテナンス情報を確認

操作容易なロボットと資格取得により全作業員がマルチに活躍
簡単操作の自動溶接ロボットを導入することで、女性や高齢者でもク
レーン製造作業に携わることができるようになった。
また、全従業員が様々
な資格を取得しており、特定の業務しかできない従業員はいない。従業員
それぞれがマルチに活躍できるため、突発的な事態や急な顧客の要求に対
しても、柔軟な人員配置が可能である。最近では従業員に企画開発を積極
的に任せている。
コーポレートアイデンティティにも着目し、統一されたイ
メージでパンフレットや名刺、PR動画を製作した。

女性従業員がクレーン製造ロボットを操作
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株式会社第一コンサルタンツ
高知県高知市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ICT技術を活用した災害復旧や社会インフラの
維持管理で地域社会に貢献
同社は、道路・橋梁・トンネルなどの社会インフラをつくり・守るために、設計、測量、地
盤調査などを行う総合建築コンサルタント会社であり、昭和38年（1963年）の創業以
来、地元に密着した測量・設計コンサルタントとして社業を発展させ、
その間に蓄積した
土木技術のもと、順調に売上を伸ばしている。三次元レーザースキャナやドローンを活
用した最新測量システム導入し、豪雨災害等における災害復旧事業への積極的な参加

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

高知県高知市介良甲828番地1
088-821-7770／088-821-7771
https://www.daiichi-consul.com/
代表取締役 右城 猛

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

により地域社会への貢献を果たしている。
1971年
4,500万円
126人

サービス

国土交通省が推進するi-Constructionへの対応
国土交通省が進めている
「i-Construction」
（ICTの全面的な活用により
建設生産システム全体の生産性向上を図り、魅力ある建設現場を目指す取
組み）への対応のため、
ドローンと三次元レーザースキャナをものづくり補
助金により2組導入し、
それによって得られたドローン飛行技術や三次元測
量技術をもとに、災害復旧時の測量や社会インフラの維持管理において最
新測量システムを導入し、新しいビジネスモデルの構築による事業拡大に
取組んでいる。

i-Constructionへ取組み

ICT技術活用による安全性確保と短時間測量で業務効率化
導入している三次元測量システムは、崩落現場などの危険個所に立ち入
らずに地形形状を遠隔操作で測量することが可能。従って、作業員の安全
性確保と短時間（従来の1/3程度）
での高精度の測量ができるため、業務の
大幅な効率化が可能となった。
また、
自動追尾型トータルステーションの計
測情報からドローンを自律飛行させるシステムの導入により、
橋桁下部やト
ンネル内、
ビルでGPS信号が遮断されやすい市街地等においても安全で安
定的な測量が可能となった。

GISの普及を推進

ICT技術人材の育成
同社の社会インフラ維持管理業務の受注額は約3億円であったが、ICT
技術活用による現地作業の効率化により、
この受注額を5億円程度まで拡
大することができるため、同社ではICT技術を有効活用できる人材確保に
取組んでいる。三次元測量システム導入後は、
自社のUAV運用マニュアル
を整備し、飛行訓練を積み重ね、JUIDA無人航空機安全運航管理者、
JUIDA無人航空機操縦技能証明書などの資格を取得し、
ドローン使用時
には万全の安全体制で実務に取組んでいる。

国土交通省、学会で戴いた表彰
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株式会社七洋製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福岡県糟屋郡宇美町

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

製菓業務用オーブンにおける国内シェア1位
新製品を開発し海外15か国への輸出実績
製菓・製パン用オーブンの製造・販売が主要事業。
オーブンの密閉性と蓄熱性にこだ
わり、焼きムラの無い最高の焼成力を強みとし、相場の約3倍の価格にもかかわらず、全
国の一流パティシエへの納入実績多数。製菓業務用オーブンにおける国内シェアは1位
（約35%）。
さらに人手不足という菓子業界の課題に注目し、完全オートマチックで焼成
する機能を搭載したオーブンや、
デザイン性に富んだ製品の開発により新たな国内市場

生
産
性
向
上
も
の
づ
く
り

を獲得。海外計15か国に展開している。
● 所在地

福岡県糟屋郡宇美町若草2-13-5
若草工業団地
● 電話／FAX 092-957-0325／092-957-0326
● URL
https://www.shichiyo.jp/
● 代表者
代表取締役社長 内山 素行

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1973年
10,000万円
140人

菓子業界の
「人手不足「
」人材不足」
の課題解決に貢献
毎回同じように焼ける高品質なオーブンや、完全オートマチックで焼成
が進む機能（菓子コード）
を開発。
これにより、現場での省力化が図られ、人
手不足の解消に繋がっている。
また自社のパティシエが新たに開業予定の
顧客を対象としたお菓子の製法指導を行い、人材不足の解消にも貢献。
更に、HACCPを取得した自社工場で菓子生地の製造・販売を開始して、
生地のOEM生産や焼成作業の受注も請負い、
「 困った時の七洋製作所」
として顧客の信頼を獲得している。

高品質なオーブンとお菓子の製法指導

生産管理システムの導入により、生産能力2割増・残業3割減
同社は、異なる敷地に2つの工場を所有しているが、
これまでは第1工場
及び第2工場間での受注情報が分断されており、各作業工程の把握に時間
的ロスが発生していた。
しかし、新たに導入した生産管理システムにより、受注、製作、支払等の
各工程の一元管理がなされ、工程の見える化、及び人員配置の調整が容易
になった。
これにより、残業時間を従来の3割削減と生産可能台数を2割増
加させることができ、
作業時間の大幅な短縮と業務効率化に大きく貢献した。

新たに導入した生産管理システム

外国人研修生や中途人材、パティシエなど多様な人材を積極的に採用
（現在8名を受
同社は、
2005年にインドネシアの研修生の受け入れを開始した
入中）
。
また、
パティシエの卵からベテランまでを実践的に学べる
「南蛮塾」
では、
オーブンの性能確認のために雇用しているパティシエが多数活躍しており、
菓子
製造未経験者への指導や、
地域特性を踏まえた売れる商品づくり、
販売ノウハウ
等も提供している。
さらに地元から中途採用を行うことで、
人手不足に対応すると
ともに食堂の整備など、
福利厚生にも配慮することで低離職率を実現している。
作業現場でのインドネシア研修生
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株式会社イシモク・コーポレーション
福岡県大川市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

限りなく可能性に挑戦し続ける、新しい空間・
生活スタイルのトータル住空間創造提案企業
1948年創業以来、時代の流れに合わせ業態を変え、現在では「トータル空間創造企
業」
として、住宅や医療・介護施設、公共施設等多様な空間を構成する木質系製品の製
造を行っている。高度な接着技術、品質へのこだわり、商品化ノウハウ及び技術で、
「家
具の町大川」に本社をおき、その地の利を活かし事業を営んでいる。デザイン性・機能
性・安全性に優れた新しい空間・生活スタイルの創造、提案と、工場システムの自動化に

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

福岡県大川市向島1703
0944-87-6688／0944-87-6685
https://www.ishimok.co.jp/
代表取締役社長 石井泰彦

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

よる高い生産性で、
お客様に多くの付加価値を提供している。
1948年
40,000千円
165人

ものづくり

低コスト・低価格を実現した革新的な塗装鏡面技術で事業拡大
キッチン等の建材に使用される塗装鏡面の革新的量産技術を開発し、従
来に比べ、工程数を1/10に削減、かつ高耐久性を実現。
この技術を用いた
鏡面製品は、低コスト、高意匠、長寿命であり、
自社の競争優位性の確立、
建材大手企業への提供、更にアジアを中心とした海外への販路拡大も図っ
ている。
この鏡面製品は高い競争優位性を持つため、優先して地場企業へ
供給し、競争力を持った製品を市場へ投入することで、家具の町大川の再
興に貢献したいと考えている。
また、
この技術は、革新性及び優位性が評価
され、
第7回ものづくり日本大賞伝統技術応用部門「特別賞」
を受賞した。

第7回ものづくり日本大賞特別賞受賞

高品質、
スピードを追求し、業界初の工場生産システムも開発
同社では、生産の品質とスピードを追求し、自社グループの(株)マシン
テックが設備メーカーと共に開発した設備、また自社で開発したCAD/
CAMを用いた生産システムにより
「製品在庫ゼロ、小ロット多品種生産」
を
実現。近年は将来的な自動化を見据え、全てのパネルにQRコードを貼りつ
け、各工程の各設備がこれを自動で読取り、
自動で加工するライン構築によ
り、
省人化、
生産性向上、生産リードタイムの大幅短縮を可能とした。
自社で開発した自動加工設備

女性のみの開発プロジェクトチームで、高付加価値商品を開発
同社では、暮らしを快適・便利にする住宅設備をトータルで提供する中
で、女性目線、主婦目線での商品開発にも力を入れている。以前は製造現場
の女性従業員比率は10%以下だったが、直近は30%以上を達成している。
さらに外国人実習生も積極的に採用する等、
スタッフの多様化や職場の雰
囲気の向上を図っている。
また、女性のみの住宅向け商品の開発プロジェ
クトチームを立ち上げた結果、高付加価値商品の開発につながり、売上の
増加、
女性社員のモチベーション向上に繋がる事例も出てきている。
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女性だけのチームによる商品開発

村田木型製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福岡県宗像市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

職人技と3Dのデジタル技術を用いた提案型の
木型製作により企業の悩みを解決
木型を通じて
「社会に貢献すること」
をモットーに、職人技と3Dのデジタル技術を複
合的に組み合わせた木型製作を実現した。
「繊細な技術」
「臨機応変な対応力」
「納期の厳守」
を約束し、少人数の職人だからこそ
可能な木型製作技術とサービスを提供し企業様の悩みを確実に解決する。
従来の「受注型」木型製作業から、図面が残ってない鋳造品等を3Dスキャンし図面

生産性向上

データを制作する等「提案型」木型製作業として新事業を展開している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

福岡県宗像市田野1203
0940-62-0595／0940-62-0792
http://muratakigata.jp/
代表 村田 省三 （写真左）
後継者 村田 誠 （写真右）

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1982年
非公開
3人

ものづくり

固定観念に囚われない
「提案型」
の木型製作業への進化
木型の製作では、通常、最終製品が既に設計されており、木型業者は設
計通りに製作する
「受注型」が主で、デザインを行わない。
しかし村田木型
製作所では、
高度な職人技と複数のデジタル機械、
取扱素材の豊富さ、
更に
これらを適正価格で提供可能という高い総合力で、
「図面が無い」原型に新
しいデザイン
（容量や形状の変更）
を付加し図面を作成する
「リバースエン
ジニアリング」
を可能にした。業界の固定観念に囚われず、発注者と商品開
発段階から一緒に検討する
「提案型」
の木型製作業を展開している。

3Dスキャナーと読み込まれたモデル

切削機械の活用で様々な素材の木型や製品に対応
切削機械を使い木型や製品を製作することで様々な素材に対応でき、
3Dプリンタを使用した場合に比べ、高精度・短納期・30%のコスト削減を
実現した。
また、2018年に新たに取引先のニーズにマッチした大型の切削
機械を導入し、
これにより工程数が大幅に減少し作業効率の改善ができ、
今まで断っていた案件も自社で受けることが可能となった。
さらに、作業効
率の改善に伴い、熟練職人から若手職人への技術指導や営業、検査・検品
等の売上に直結する活動に人員・時間を割くことが可能となっている。

新たに導入した大型の切削機械

芸術系社員による技術部門強化と
「提案型」新事業の展開
これまでは家族経営であったが、今後の新事業展開を見据え、芸術系大
学と芸術系大学院の卒業者を新たに採用した。既に持つ知見と技術を活か
し、一人は製作部門をリードする技術人材として、
もう一人は女性視点の
「デザイン」
を取り入れた
「提案型」
の新事業展開を支える人材として活躍し
ている。
また、
地元宗像市商工会の伴走型支援を有効活用し、後継者である
代表の息子、村田誠氏が事業を継承。円滑な事業承継を経て、技能の伝承
と新事業展開を両立させるとともに、法人化するべく準備を進めている。
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製作部門の作業模様

株式会社陽和

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福岡県北九州市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

顧客に選ばれるニッチトップな
フッ素樹脂加工のオンリーワン技術
「フッ素樹脂製品のオンリーワン企業」
を目指し、素材成形から精密切削、溶着加工を
自社工場で一貫して行い、お客様へ「ワンストップソリューション」を提供している。PI
（ベスペル®）、PBI(セラゾール®）等のスーパーエンジニアリングプラスチックの精密切
削加工も得意とし、半導体・エレクトロニクス分野、
メディカル・分析機器、一般産業機
械、食品・医薬品製造機械、輸送機器分野など多様化するニーズに応え、独自の技術に

● 所在地

福 岡 県 北 九 州 市 小 倉 南 区 大 字 朽 網 ● 設立
3914番75
● 資本金
● 電話／FAX 093-473-3411／093-473-8325
● 従業員数
● URL
http://www.yohwa.co.jp/
● 代表者
代表取締役社長 越出 理隆

生産性向上

より多彩な製品を供給している。
1958年
2,000万円
104人

ものづくり

フッ素樹脂製溶着分岐継手の量産工程を構築
透析治療装置システムに用いられる薬液供給配管のクリーン化ニーズの
増加に対応するため、平成25年度補正中小企業・小規模事業者ものづく
り・商業・サービス革新事業の採択を受け、射出成型機及び5軸サーボ取り
出し機等を導入し、顧客ニーズに対応するフッ素樹脂製溶着分岐継手製造
の量産工程の構築と生産技術・ノウハウの蓄積に成功した。顧客ニーズに
応えた市場競争力のある製品開発により売上は順調に推移し、今後も更な
る伸びが期待される。

オンリーワン技術の溶着加工作業

超精密NC旋盤を導入し、連続無人運転による量産体制確立
燃料電池車等に使用される超高圧水素充填機用継手の樹脂部品製造に
おいては、高い耐久性と信頼性が要求されると同時に、低コストでの量産
体制が求められる。
これらの顧客ニーズを満たすための業務効率化と量産
体制の確立が課題であったが、平成28年度補正革新的ものづくり・商業・
サービス開発支援補助金を活用して超精密NC旋盤を導入し、
自動搬送機
との併用による連続無人運転を実現することで顧客ニーズを実現した。
信頼性の高い精密加工の製品群

「ワークライフバランス」の推進で早くから働き方改革を実現
会社の強みは、技術面への特化だけではなく、
「人の和」
を大切にした企
業風土でもあり、福利厚生行事やイベントなども活発に行われ、早くから
ワークライフバランスも推進している。人を基軸とした経営の成果として、
有給休暇取得率74.0%（2018.10月）、新卒社員の離職ゼロ
（1998年より
継続中）、障がい者雇用率4.44人（2018.7月）
などに現れている。
その結果
北九州市より2012年「オンリーワン企業」、2012年「ワークライフバランス
表彰」
、
2018年
「健康づくり活動表彰」
にて市長賞を受賞している。
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家族を招いての創業60周年記念イベント

株式会社富建

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

長崎県大村市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

生産性向上を図るためのシステム開発と若い人材の
積極的採用のための環境づくり
1910年創業、長崎県内に5拠点、佐賀県内に1拠点を構え、
その地域の工務店や建設
会社に住宅資材を提供する地域密着型卸売業である。
さらに、資材の提供にとどまら
ず、外装工事や住宅設備機器の組立工事、木工製品の販売、
ハウスクリーニング、金融や
保険関係の補助金申請、
イベント企画、本の出版等様々な事業を通じて地域の工務店や
建設会社を総合的にサポートすることを通じて住環境の向上と創造とに貢献し、
お客様

生産性向上

に役立つ価値を創出し夢と喜びの共有を目指している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

長崎県大村市富の原1丁目1545番地1
0957-53-2145／0957-54-5071
http://www.tomiken.gr.jp/
代表取締役社長 原田 岳

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1910年
5,000万円
97人

サービス

多面的なスピード対応を実現するための情報共有システムの開発
お客様からの注文商品を手配する際、材料の追加注文が多くある。
これ
まではその都度品番を確認してから発注作業を行なっていたため、非常に
多くの時間が取られていた。
そこで、
同一現場での注文履歴を検索できるシ
ステムを開発した。
これにより大幅な業務時間の短縮が実現できた。
さらに
営業だけではなく、事務員もお客様から直接注文を受けることが可能と
なった。事務員はお客様に対して注文連絡だけでなく、商品の入荷状況、配
送状況などをタイムリーに連絡するため、
顧客満足の向上につながっている。

お客様からの大切な注文にも素早く対応

売上高拡大活動を強化するための業務のシフトチェンジ
営業担当者の売上高拡大活動を強化するためには、営業のデスクワーク
業務を減少させることが必要である。
そこで、社内の販売管理システムを活
用することにより、業務の見直し、省力化を行って本社での一元管理体制を
構築した。
これにより全社の経理事務員を6名から1名へと減らすことがで
きた。減らした事務員は、バックヤード部隊として、見積やお客様への連絡
業務等売上に直結するような業務にシフトチェンジさせた。
その結果、各営
業担当者は売上高拡大活動に専念できるといった流れができている。

営業マンが本来の業務である受注活動へ

若い人材の積極採用を可能とするための働きやすい環境づくり
業界全体の課題である職人不足に対応するためには若い人材を積極的
に採用することが欠かせない。
そのため、従来の卸売業に加えて外壁や住
宅設備機器の工事を行う部署を設立した。
また、働きやすい環境づくりとし
て、勤怠管理システムによる残業時間の明確化、有給休暇取得の奨励、
テレ
ワークによる多様な働き方の推進等のニーズに合った取組みを事前に実施
した。
さらに、座学による研修、敷地内に訓練棟を造り、施工の練習ができ
る等充実した教育体制を構築し、安心して入社してもらえる環境を整えた。
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若い人材を職人として育成しています

青紫蘇農場株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

熊本県合志市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

地域資源
「紫蘇」
（しそ）
を活用し稼げる農業経営へ
差別化、
ブランド化を図るため加工品も開発
地域資源の
「紫蘇」
（しそ）
を活用し、生産から加工品開発・販売・輸出まで一貫した複
合的・多角的経営による次世代型の、稼げる農業経営に取組んでいる。紫蘇は毎日出荷
可能で、軽量ゆえに輸送コストも低いことから、国内だけでなく海外でも販売できる商
品作りを目指している。競合商品との差別化やブランド化を図るため、有機栽培の実施
や、紫蘇の機能性成分に着目し、紫蘇のオイルやエキス、粉末等を医薬品や食品の材料

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

熊本県合志市野々島5472-7
096-242-4878／096-242-4885
http://shiso.net
代表取締役 吉川 幸人

● 設立
● 資本金
● 従業員数

生産性向上

等の加工品として提供している。
1999年
2,600万円
8人

ものづくり

限られた資源の中で価値を最大化する製造設備・生産体制の構築
生産から加工・販売・輸出まで一貫した複合的・多角的経営を行い、限ら
れた経営耕地でいかに利益を上げるかを追及。ICTや耐候性ハウス等を組
み合わせた安定生産にも取組み、全ハウスにセンサーとモニターカメラを
設置しデータに基づく栽培管理を行う。
また、画像自動選別機や業務用高
速選別機を導入し、
トレーサビリティ対応の出荷管理により4.6倍もの収益
性向上を実現。更に加工部門・販売部門を分社化して、消費者ニーズを捉え
た販売戦略を立案して、生産情報公表JAS規格、6次産業化、輸出にも取組

紫蘇を使った商品の数々

んでいる。

バックオフィス業務の改善による経営の見える化・安定化の推進
紫蘇（しそ）
の収穫（摘み）
・製造（束ね）
・出荷・経理（給与等）
といったバッ
クオフィス業務において、独自に開発したシステムを導入し業務を効率化
を進めている。
これまで人力に頼っていた煩雑な各種入力等業務を見直し、
専用ソフトウェアによるタッチパネル式に変更。
これにより作業時間が65%
短縮、人的ミス削減が100%削減された。更に業務改善や省力化を進め、
日
日決算を実現して、経営の見える化・安定化を図っていく意向である。
業務効率に貢献しているタッチパネル

働きやすい環境を整備。女性、高齢者、外国人等多様な人材が活躍
ものづくり補助金を活用してICT活用による圃場管理や収穫後の品質管
理工程における自動選別システム等を導入し、作業負担が86%削減、作業
効率が6.7倍向上した。先端農業に取り組むことで積極的な女性採用・登用
（役員、経理部門の要職に女性を登用）、高齢者雇用、外国人材の受入れを
可能にしている。外国人材については、
ミャンマー人の技能実習生を6名、
通訳を2名採用。
同国との関係づくりの強化を図っている。
多様な従業員が強さの源泉となっている
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株式会社果実堂

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

熊本県上益城郡益城町

需要獲得

ものづくり

サイエンス農業で農業界にイノベーション
夢を果実のように実らせるベンチャー企業
三井物産株式会社、カゴメ株式会社、
トヨタ自動車株式会社が出資する農業ベン
チャー企業で、
「健康のある場所。果実堂」
を経営理念に、年間600トンを生産する国内
最大のベビーリーフ
（野菜の幼葉の総称）
メーカーである。全ての栽培工程をデータ化
しITを駆使したサイエンス農業で安定的な生産体制を構築している。また、現在はベ
ビーリーフ事業を基礎に農業コンサルティング事業やサラダ用発芽大豆（大豆スプラウ

生産性向上

ト）
の製造・販売事業も展開している。
● 所在地

熊本県上益城郡益城町田原1155-5
熊本テクノリサーチパーク
● 電話／FAX 096-289-8883／096-289-8839
● URL
https://www.kajitsudo.com/
● 代表者
代表取締役社長 井出 剛

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2005年
10,000万円
160人

ものづくり

市場ニーズに応える有機ベビーリーフの高品質で安定的な供給体制
半環境制御型の低コスト耐候性ハウス
「高瀬式14回転高機能ハウス」
を
研究開発し、
ベビーリーフの年間14毛作を実現する一方、熊本地震を教訓
に産地の一極集中を見直し、三重県松阪市に進出（うれしの農園㈱）
した。
三重県に農場を構えることで近畿・中部地方への供給を拡大している。有
機栽培による食の安全への取組み、高機能ハウスによる収量増、農場の拡
大と異常気象に対するリスク分散、物流費の抑制等で市場のニーズに応じ
た商品を提供し続けている。

高瀬式14回転高機能ハウス

農業分野へのトヨタ生産方式の導入（二次産業農業）
トヨタ自動車㈱との資本提携を機に研修会を開催し、
「トヨタ生産方式」
の原点と思想を積極的に吸収。作業工程の見直し、導線の変更、資材の見
直し等の原価低減・効率化を進め、生産性の高い体制の構築を進めてい
る。
また、
ベビーリーフパッキング工場では、
ニンベンの付く自働化・機械化
を進め、
ベビーリーフ原体の自動搬送機の開発や、
これまで手作業で行って
いたミックス工程の機械化に成功し、省人化を果たした。
ベビーリーフパッキング工場

農業コンサルティング、加工食品等の多角的な事業展開
これまで自社ベビーリーフ研究所に蓄積された栽培技術を活かし、農業
コンサルティング事業を展開。東大発ベンチャーSenSprout社の土壌水分
センサーを用いた自動灌水システムの開発や大学・研究機関との共同研究
を通じて、農業発展への貢献を目指す。
また、
自社特許技術「落合式ハイプ
レッシャー法」
で発芽させた大豆は、
旨み成分のグルタミン酸やイソフラボ
ン、GABA、
アラニンの含有量を飛躍的に高めたオンリーワン商品で、
サラ
ダ用の発芽大豆の他、豆腐・豆乳の加工食品としても拡販を進めている。
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ベビーリーフ研究所

担い手確保
サービス

株式会社九州タブチ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

鹿児島県霧島市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

給水システム関連商品を一貫生産
フレキシブルな生産対応力と商品開発力に強み
一般家庭に
「水」
を届けるための
「給水システム関連商品（水道配管用継手・水栓コン
セント等）」
の設計・製作を主事業とする
「開発創造型ものづくり企業」。銅合金の鋳造か
ら機械加工、表面処理、検査・組立に至るまでの一貫した生産工程を有し、3,000品目に
も及ぶ製品の変種変量・少量多品種生産を実現。顧客ニーズにフレキシブルに対応でき
る生産体制と自社独自の商品開発力の強みを活かし、全国の水道インフラ整備に貢献

● 所在地

鹿児島県霧島市国分上野原テクノパー ● 設立
ク11番8号
● 資本金
● 電話／FAX 0995-45-9111／0995-45-9088
● 従業員数
● URL
―
● 代表者
代表取締役社長 鶴ヶ野 未央

生産性向上

中。
1970年
5,000万円
162人

ものづくり

工程の整流化・合理化の推進による付加価値生産性倍増
鋳造工程では、国内屈指の造型速度を誇る
（18秒サイクル）造型ラインを
導入し、鉛レス銅合金材料の量産化により生産量増加に対応。
また鉛入り
銅合金と鉛レス銅合金を同時に生産できる独自技術により、混流生産を可
能した溶解・鋳造ラインを整備。機械加工工程では、少量多品種生産かつ
省人化を追求した最新鋭のNC加工設備と、複雑な製品の高速同軸加工を
可能としたマシニングセンターを導入。組立工程ではセル生産を導入。
これ
らの取組みにより平成12年対比で付加価値生産性が2倍に向上した。

当社の鋳造製品（黄色部は中子）

自主自立の改善活動の定着とIT技術を活用した業務の効率化
トヨタ生産方式の考え方を基本にした創意工夫提案活動（年間1000件
以上の提案）
と自主研活動（年2回自主研発表大会を地域へ公開）
の活性化
による、
自主・自立の業務改善活動を全社で展開（平成30年11月の自主研
発表大会に社外より24社65名が聴講）。
また、IoTモニタリングシステムに
よる工程監視・分析システムの導入、
タブレットへの自社開発ソフトの組み
込みによる、鋳造から組立に至る作業実績記録の収集と解析を行う等、IT
技術を活用した業務の効率化を実現した。

自主研発表大会

発表風景

徹底した人材育成、働き方改革を推進した離職率の低さが自慢
「人の成長なくして会社の成長なし」
をモットーに、徹底した人材育成を
推進。創意工夫提案活動や自主研活動に加え、年2回の全社員社長面談、
読書感想文コンクール、
社内外の社員研修、
6Sパトロール等
「考動する人づ
くり」を組織的に推進。
また働き方改革にも着手し、残業時間全社平均10
時間以下を目標に展開。子育て期の女性支援、従業員の誕生会、従業員の
家族も含めた予防接種、乳がん検診等を推進した結果、社員満足度が大幅
に改善し、
5～6年前に10%台だった離職率も3%程度に減少した。

146

社長面談（タウンミーテイング）
の様子

有限会社うえざと木工

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

沖縄県石垣市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

働きやすい環境の整備で労働生産性を向上
石垣島から
「島の先人の思い」
をブランド展開
石垣島にある住宅・店舗の建具や家具、生活道具を作る木工会社。近年、最新技術の
CNC加工やレーザー加工の分野にも進出。長時間労働や人手不足解消のため、2008
年頃から業務改革や最新の機械・設備の導入に取組み、2015年に開始したアシスタン
ト制度や働き方の見える化で、働きやすい職場環境を整備し、労働生産性の向上を実
現。地元の木工業関係者と共に、継承が危ぶまれる八重山諸島産木材とその知識や技

生産性向上

術の普及に力を入れており、
同社では島産木材による商品をブランド展開。
● 所在地
沖縄県石垣市字石垣1838
● 設立
● 電話／FAX 098-083-3028／098-083-3457
● 資本金
● URL
http://www.uezato-wood-work. ● 従業員数
com/
● 代表者
取締役社長 東上里 和広

2000年
300万円
39人

ものづくり

個性豊かなスタッフ陣が「島の先人の思い」
をブランド展開
単に
「物を売る」のではなく、
「先人の知恵や物に対する考え方の根っこ
にある部分を物語にして、商品に関連付けて」販売する。
こうしたコンセプト
を実現しているのが、70種以上もある多様な島の木のごとく、異業種を経
験してきた個性豊かなスタッフ陣。適材適所で商品開発や資料作りに取り
組み、相互に融合することで他社とは異なるユニークな商品開発に繋がっ
ている。更なる付加価値向上を目指し、
ブランディングの専門家も招聘し
て、
コンセプトメイキング、
島材の特徴を活かした商品づくりに一段と注力し

個性豊かな島材を使った商品

ている。

スケルトン経営で安心を確保、
モチベーションをアップ
給料を見える化したうえ、30年先までの昇給ペースも社員に開示してい
るほか、就業規則等の資料をシンプルに見える化し、
同社に安心して勤務で
き、落ち着いて能力開発も行える環境を提供。
さらに賞与は経常利益の8%
を還元することを約束し、毎月の収支と経常利益を社員に開示することで、
モチベーションもアップ。労働時間の見える化による、計画的な業務遂行推
進も相まって、
労働生産性が向上した。
スケルトン経営を導入した職場の模様

アシスタント制の導入、
「モッコク会」
の設立と活動
長時間労働や人手不足解消を目指し、完成した商品（＝ゴール）
が同じで
あれば、熟練の職人が、全工程を作業しなくても問題ないとして工程を分
割、
アシスタント
（パートタイマー）制の導入により分業・効率化した。
また、
八重山諸島産木材（島材）
に関する知識や技術が忘れ去られるのではない
かという懸念がある中で、同社社長が八重山にある各木工所に声をかけ、
賛同した有志により、島材の知識の保存・普及を目的とした
「モッコク会」
を
設立し、
活動に力を入れている。

一同に会した社員、
アシスタント
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はばたく

中小企業・
小規模事業者

需要獲得

149

300

社

需要獲得

北海道
ものづくり

株式会社柳月

地域観光と連携した需要客との連携による
需要拡大地域メーカーとの連携による付加価値向上

ものづくり

丸共水産株式会社

地元未利用水産資源からサプリメント開発
産学官との連携で低分子糖鎖を開発

サービス

株式会社有我工業所

ZEB・地中熱利用技術による寒冷地問題解決と
グループ内一貫体制による付加価値向上

サービス

日の出交通株式会社

ワインタクシーで地域観光を牽引
ドライバー個人に合わせた採用で品質向上

サービス

名美興業株式会社

高品質なワンストップビル維持管理サービスで
海外進出とインバウンド需要に対応

165
166
167
168
169

青森県
ものづくり

カネショウ株式会社

主力商品「りんご酢」を中心に時代にあった商品を次々と開発する企業

サービス

八戸酒造株式会社

地元産へのこだわり、酒造文化の伝達と
地域文化活動支援、体験型日本酒造りを

サービス

株式会社オカムラ食品工業
世界的な水産認証を取得して海外進出
地元の地域活性化や雇用創出に貢献

ものづくり

合同会社マルカネ

「おいしさは人がつくる」をモットーにし、
鯖に特化した高次加工商品を生産

ものづくり

有限会社サンマモルワイナリー
ワインコンクールで金賞を受賞する“奇
跡のワイン”を販売

サービス

株式会社コンシス

地域課題解決型コンサルティング
IT を活用した地域新規ビジネスの創出

150

170
171
172
173
174
175

需要獲得

岩手県
サービス

株式会社浅沼醤油店

県産食材を使った調味料製造や加工、オリ
ジナル製品の開発を行う。

176

宮城県
ものづくり

ヤグチ電子工業株式会社
ALL TOHOKU の製品作りによる
インドでの視力回復プロジェクト

177

山形県
ものづくり

株式会社スガサワ

国際認証 Nadcap や ISO22301
を取得し、顧客から高い信頼を受けている

ものづくり

ケイテック株式会社

燃費・環境・航続距離に優れ、災害に強い
LPG ハイブリッド車を製造・販売

178
179

福島県
サービス

青木フルーツホールディングス株式会社

「フルーツ文化の創造」を理念として、
世界に日本産フルーツを低コストで提供

サービス

株式会社元気アップつちゆ
再生可能エネルギーによる地域づくり
高齢者雇用による生きがい創出と地元へ利益還元

サービス

須賀川瓦斯株式会社

福島の地域新電力、エネルギーの地産地消
自前の電力需給システムによる低コスト運営

180
181
182

茨城県
ものづくり

株式会社ひのでや

サツマイモ農家との共存共栄を図りながら
加工品製造・販売で高付加価値化を実現

151

183

需要獲得
ものづくり

相鐵株式会社

新たなビジネスモデル「図面丸ごと受注」
アスリート化／スタジアム化＝働き方改革

184

栃木県
サービス

株式会社足利フラワーリゾート
高い品質と顧客満足度による集客の増加
行政と一体となり地域活性化に貢献

185

群馬県
サービス

鳥山畜産食品株式会社
赤城牛カレーや群馬県産すき焼きを
用いて「群馬の牛肉」を世界に発信

サービス

株式会社田園プラザ川場
全国屈指の人気を誇る道の駅の運営と
特産品開発で、地域経済活性化に貢献

ものづくり

株式会社ロブストス

農業機械のカスタマイズや廃番部品の修復
農業者のさまざまな課題解決に貢献

ものづくり

伊田繊維株式会社

伝統を守りながら現代に合う製品を開発し、
高品質な製品を国内外に提供

ものづくり

株式会社岡田製作所
国内トップシェアのプラントメーカー
東南アジアでの事業化も進行中

186
187
188
189
190

埼玉県
ものづくり

株式会社コモテック

ディーゼルエンジンの排ガス低減技術で開発
独自の黒煙除去装置 DFP を新市場へ展開

ものづくり

株式会社ベンチャーウィスキー
地元秩父の原料や気候を活用し、世界で
高く評価される高品質なウイスキーを製造

152

191
192

需要獲得

千葉県
ものづくり

ヨシザワ LA 株式会社
多様な社会ニーズに対応した製品開発や
医工連携で地域経済の活性化に貢献

193

東京都
ものづくり

株式会社フジタ医科器械
医学界との共同開発で医師ニーズを具現化
グローバル社員の採用で海外市場を開拓

ものづくり

株式会社日本テレソフト
点字と墨字を同時印刷できる製品を保有
健常者と障害者をつなぎ福祉貢献が大きい

ものづくり

株式会社ケーエムエフ
国内トップの鋼製型枠総合メーカー
海外需要の獲得を目指しインドネシアに進出

ものづくり

おかもとポンプ株式会社
ポンプ分野のニッチ市場を開拓した老舗
アフターサービスと技術開発で海外展開も

サービス

株式会社凪スピリッツ

試行錯誤してたどり着いた煮干しラーメンを基軸に、
食を通じ、世界に幸せを届ける

ものづくり

株式会社 TOOT

”ファッション性”と“日本の職人技”の融合
日本発のメンズ・アンダーウェアブランド

ものづくり

三宝ゴム工業株式会社

材料開発及び形状設計・製造・販売までの一貫体制を敷き
機能性が高いゴムプレス成形品・ゴム押出品・ゴム加工品製造会社

サービス

株式会社アントワークス
グローバル人材採用、積極的な海外展開と
インバウンドの取込みで大幅成長を実現

ものづくり

株式会社石井製作所

食鶏処理機械の開発から設計、製造、メンテナンスまで
すべてを手掛ける専業メーカー

ものづくり

株式会社 SSDA

『目に見えないものにこそ価値がある』
世界に発信するジャパンモードブランド

153

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

需要獲得
ものづくり

スノーデン株式会社
プラセンタエキス製品供給のパイオニア
女性活躍推進の他、人財開発に注力

ものづくり

東阪電子機器株式会社
ダ海外企業との連携で新たな需要を開拓
技術とサポート力で顧客に付加価値を提供

ものづくり

東京理化器械株式会社
半導体方式のマイクロ波合成装置
有機合成分野の学会出展で米国市場を開拓

サービス

株式会社ガウラ

ダ水素水サーバーの日本市場開拓に成功

海外市場開拓を積極的に展開中

ものづくり

株式会社エポック社

世界 60 ヶ国以上で販売基盤を確立
日本で培ったビジネスモデルを世界で展開

サービス

株式会社代官山ワークス
都市型マルシェ等、食で社会の課題を解決
新たな製品開発で国内外の需要を開拓

サービス

株式会社ウインライト
アジアへの海外展開、採用のグローバル化
同業への開発ノウハウの提供で事業を拡大

204
205
206
207
208
209
210

神奈川県
サービス

株式会社大川印刷
印刷事業に「環境」という付加価値
SDGs を経営に取り入れた先進企業

ものづくり

横浜電子株式会社

世界的テーマパークのライト制御など、特殊な
電子制御装置の設計、製造技術を有す

ものづくり

ジャパンプローブ株式会社
日々の研究開発から唯一無二の強みを発揮
し、国内外で超音波検査機器の分野を牽引

ものづくり

株式会社ベネクス

疲労回復をサポートする機能性繊維による世界初の
ベネクス・リカバリーウェアを開発

154

211
212
213
214

需要獲得

新潟県
ものづくり

株式会社プロテックエンジニアリング
国内初となる落石防護補強土壁は従来工法の 10 倍以上の優れた性能
業界内では珍しい製品開発、設計、製造、施工まで全て一社対応

ものづくり

藤次郎株式会社

藤次郎ブランド包丁を世界のマーケットへ
多種多様なラインアップとアフターサービス

ものづくり

新和メッキ工業株式会社
とにかく錆びない「新和 ZiNT」を開発
取組みを発信し続けることでさらなる成長

ものづくり

ササゲ工業株式会社

地域内企業と連携し顧客需要を満たす
多種多様な金属製品を開発、海外需要も獲得

ものづくり

株式会社ヨシカワ

ステンレス材を用いた金属製品を各種生み出し、
機械では対応できない職人技術を蓄積

サービス

株式会社欧州ぶどう栽培研究所

「新潟産ワインを世界に」地域とともに成長する
県内有数の観光ワイナリー

ものづくり

株式会社タナベ

糸魚川発、熱技術と自動化技術で世界に広
げる、人と地球にやさしいものづくり

215
216
217
218
219
220
221

富山県
ものづくり

株式会社二上

高岡銅器の伝統とデザインを融合した製品
着実な販売活動で国内外の広域へ展開

ものづくり

北陸アルミニウム株式会社
年のノウハウで現代ニーズに対応
富山県のアルミニウム産業を牽引する

ものづくり

北陸テクノ株式会社

工業炉製造ノウハウを応用し稲もみ殻処理炉を
開発、海外・国内需要を新規開拓

ものづくり

株式会社スカイ

培われた技術と経験を基に、
顧客ニーズに合った高付加価値品を開発

155

222
223
224
225

需要獲得
ものづくり

前田薬品工業株式会社

「塗る・貼る」医薬品の受託製造に特化
主要製品はアンフラベート（皮膚湿疹）

226

石川県
ものづくり

石川樹脂工業株式会社
世界最高品質の新樹脂素材「トライタン」
にデザイン性を付与、新たな市場開拓

ものづくり

株式会社スギヨ

地域の食品業界リーディングカンパニー
生産から販売までバリューチェーンを構築

ものづくり

マイコック産業株式会社
優れた品質、生産性の食品加工機械で
成長性の高い海外多市場への販路拡大

227
228
229

福井県
ものづくり

有限会社幸伸食品

ごまどうふを通じた禅文化の発信
高い開発力と技術力による社会課題への挑戦

ものづくり

株式会社米五

味噌造り 180 年の歴史と伝統を基礎に
新しい取り組みを積極的に行っている。

230
231

山梨県
サービス

株式会社 LOOOF

地域資源を活用した非日常を体験できる宿
徹底したコスト低減を実現した宿

232

長野県
ものづくり

宮坂ゴム株式会社

ゴム・樹脂部品製造事業をアジアにも展開
既存技術応用と新技術開発で新分野開拓へ

ものづくり

ひかり味噌株式会社

オーガニック味噌を追及した商品開発で差
別化し、グローバルに事業拡大

156

233
234

需要獲得
ものづくり

株式会社仙醸

地域とともにあゆむ、新しい米発酵文化の創造
高遠城址の桜と共に 150 年

235

岐阜県
ものづくり

株式会社大野ナイフ製作所
伝統技術と最先端テクノロジーを融合させ
世界の富裕層を魅了する高級包丁を量産

ものづくり

株式会社トーヨーイス

付加価値の高いオリジナル製品の開発
「Made in GIFU」にこだわり開発した製品

サービス

株式会社サンウエスパ
地元地域から開発途上国へ
リサイクルのグローカリゼーションを実現

236
237
238

静岡県
ものづくり

杉本製茶株式会社

現地法人で集めた海外顧客の声で製品開発
地域の有機農業と茶の輸出事業を振興

ものづくり

株式会社さの萬

国内外で高評価のドライエイジング
地元富士宮市の活性化と魅力発信に尽力

ものづくり

株式会社一富士製菓

全国道の駅等に土産物菓子を OEM 供給
全国菓子大博覧会では 3 回連続で大賞受賞

ものづくり

株式会社日本ベルト工業
顧客ニーズに対応して需要を獲得
受注からアフターサービスの全国対応可能

239
240
241
242

愛知県
ものづくり

株式会社くればぁ

高い製造・加工技術と卓越した縫製技術により他社
には無いメッシュ製品を開発

ものづくり

株式会社萬乗醸造

高級日本酒を製造販売する老舗酒造会社
フランス産米日本酒やワイン醸造に取り組む

157

243
244

需要獲得
ものづくり

株式会社スギヤス

自動車整備用リフトのパイオニア
信頼のブランド「ビシャモン」は世界で高評価

ものづくり

株式会社葵製茶

愛知県西尾市で大正創立の抹茶製造業社
老舗ながら新商品や新市場開拓を積極展開

サービス

株式会社ヘリオス・ホールディングス
JICA の円借款事業を受注して国際貢献
海外に日本の高品質と安全性を提供

サービス

株式会社ダイワテック
ソーラーシステムハウスの商品力
海外展開および地域経済との連携

ものづくり

株式会社 INUI

自社独自の技術シーズを活用し、有機物フ
リー耐火ボードやたコーティング材を開発

ものづくり

株式会社酒井製作所

ユーザーニーズに応える機能を追及したオリジナル製品で市場シェアを獲得

ものづくり

アジアクリエイト株式会社
安全体感装置と研修センターの運営で
産業界の労働災害事故の低減に広く貢献

サービス

エスツーアイ株式会社

海外子会社を設立し短納期・低コストを実現、
業界知識活用で地元企業 IT 化を支援

サービス

株式会社五合

高機能な無機塗料を独自の技術で塗装
生産性を改善し、海外にも積極的に展開

ものづくり

株式会社山一ハガネ

特殊鋼の専門商社として、高い加工技術と優れた品質
で事業拡大を目指す

ものづくり

福井ファイバーテック株式会社
漁網製造で培った技術を礎に、先端技術
繊維製品の研究開発型メーカーを目指す

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

三重県
ものづくり

株式会社中村製作所

高い切削加工技術と伝統の萬古焼との
融合で、新製品「ベストポット」を完成

158

256

需要獲得

滋賀県
ものづくり

株式会社セルミック

独自技術と工夫で高精度・低価格を両立
オリジナル商品の開発によるニーズの充足

ものづくり

株式会社オーケーエム
顧客ニーズに柔軟に対応し、あらゆる利用
環境に適応するバルブの専門メーカー

ものづくり

トランスブート株式会社
ガスの使用量もわかるマートメーター
BCP 機能を有する蓄電池 HEMS

サービス

大五産業株式会社

琵琶湖での水環境改善ノウハウを海外展開
ミャンマーの ODA 事業モデルの深耕拡大

257
258
259
260

京都府
ものづくり

株式会社伊と幸

地域資源の絹で内装材「絹ガラス」を開発
伝統美で訪日外国人向けホテル需要に対応

261

大阪府
ものづくり

株式会社松本機械製作所

遠心分離機のトップ、海外展開推進、
「トータルソリューションの提案企業」へ

ものづくり

日光化成株式会社

樹脂の高度な配合技術に強みを持ち、
「次世代ものづくり」に貢献する研究開発型企業

サービス

株式会社ラ・ヴィーニュ
和の技法を取り入れたフランス料理
2018 年にパリへも進出

ものづくり

株式会社スマイリーアース

ウガンダオーガニックコットンの付加価値を高める
「ものづくり」で SDGs 貢献

ものづくり

大同機械製造株式会社
海外市場に向けて、製品・供給力を強化
地元企業との連携で地域発展にも貢献

159

262
263
264
265
266

需要獲得

兵庫県
ものづくり

竹内電機株式会社

次世代半導体（SiC）製造装置の製造で世界的
に希少な会社。高い技術とノウハウを有す。

サービス

日本サロネーゼ株式会社
女性が好きや得意を生かして働けビジネ
スモデルを築き、アジアで需要発掘推進中

サービス

株式会社神戸工業試験場
フランスの国営研究機関と業務提携開始
地域産業や振動試験機メーカーと協力

ものづくり

竹森鐵工株式会社

59 年の技術ノウハウがある鉄筋加工会社
革新性のある「鉄筋結束具」を開発

ものづくり

別所電線株式会社

高品質で多用途の総合特殊電線メーカー

ものづくり

日乃本食産株式会社

ハラール認証を取得しムスリム市場に進出
未利用食材の活用による新製品の開発

267
268
269
270
271
272

和歌山県
ものづくり

株式会社ヴァイオス
技術の海外展開により環境課題の解決
廃棄物処理ノウハウ活用による技術開発

サービス

中紀バス株式会社

地元観光資源を活用したツアールートや体
験型ツアーの開発、産学官金連携の実現

273
274

鳥取県
ものづくり

有限会社米村木工

高い技術力による高付加価値製品の展開
企業との連携、雇用創出により地域貢献

160

275

需要獲得

島根県
ものづくり

大昌株式会社

梱包設計ノウハウ、ユニークな商品開発
顧客の細かな要望に応える

ものづくり

アケボノ株式会社

需要を見据えた海外展開と加工技術を磨い
て新たな販路を開拓

276
277

岡山県
サービス

有限会社漂流岡山

山間部で農業を営む若手生産者たちが、安
定的に儲かる仕組み作りに貢献する企業

ものづくり

協和ファインテック株式会社
専門性の高い優れた技術で海外事業の推進、
新規の業界、マーケットへ販路拡大

ものづくり

オカネツ工業株式会社
一貫生産体制と自社ブランドの確立
地元農家と連携したアイスのお店を出店

ものづくり

晃立工業株式会社
高度成長期の経験をもとに海外展開
地元の産業振興や経済活性化に貢献

278
279
280
281

広島県
ものづくり

株式会社レニアス

耐衝撃性・超低歪ポリカーボネート窓材
海外からの発注増加で欧米にも積極展開

ものづくり

盛川酒造株式会社

「日本文化を世界に伝える酒づくり」を大
事にし、海外から評価を獲得

ものづくり

株式会社フェニックスバイオ

大学発ベンチャー企業として、実験用キメ
ラマウスの製造と新薬実験に貢献する

161

282
283
284

需要獲得

愛媛県
サービス

株式会社ジツタ

285

新たな計測技術を活用した、
計測システムの開発と市場導入

サービス

道後プリンスホテル株式会社
インバウンド対応多言語 HP 構築と、和文化
体験プログラム提供を通じた地域活性化

286

福岡県
ものづくり

株式会社ジェー・フィルズ
高度な水処理技術を核に、環境問題に取組む
北九州市と連携してベトナムへ進出。

ものづくり

株式会社篠崎

麹を使った面白い商品開発で、伝統の技術
を活かしつつ、時代のニーズをつかむ

ものづくり

株式会社ジャパンシーフーズ
アジ刺身で海外市場開拓の先駆者に
高付加価値商品も開発し、地域雇用を促進

ものづくり

株式会社東洋硬化

再生技術でモノづくりに新たな付加価値を提供
めっき屋ではなく、再生企業です。

ものづくり

株式会社エコウッド
木材・プラスチック再生複合材に特化
高付加価値化に成功、地産地消に貢献

サービス

中島物産株式会社

創業から 100 年を超えた企業
産学官連携でファインバブル装置を開発

ものづくり

株式会社アステック入江
主力の鉄鋼事業からのリサイクル事業展開
メディア注目の技術によるアジアへ展開

サービス

ナチュラルブレスト株式会社
3D プリンタで人工乳房と乳首の型を作成
医療ツーリズムとの連携で地域にも貢献

162

287
288
289
290
291
292
293
294

需要獲得

佐賀県
ものづくり

宮島醤油株式会社

販路拡大から、海外市場を自ら積極開拓
「地産地工」と省エネで地域や社会に貢献

ものづくり

佐賀冷凍食品株式会社

冷凍食品の卸売から製造へブランド構築
「地域に根差した商い」を目標に地域連携

295
296

長崎県
ものづくり

重家酒造株式会社

地域資源を活用した付加価値の高い日本酒製造
先端設備導入による高品質な商品

サービス

西海陶器株式会社

波佐見焼の海外普及と自社 PB 商品開発
自社経営のみならず、商業施設の立上げ

297
298

熊本県
ものづくり

摂津工業株式会社

各種の高い技術力で、顧客から高評価
多様な連携で地元経済や 6 次産業化に貢献

サービス

株式会社シークルーズ
天草のクルーズ会社が旅行事業に本格参入
FIT( 海外個人旅行者 ) 向けの商品開発

サービス

株式会社湯の児 海と夕やけ

熊本県南地域の新たな観光拠点づくりに 地域一体となって取り組んでいる

299
300
301

大分県
ものづくり

株式会社トライテック
高い技術で世界大手を相手に積極海外展開
雇用を始め様々な側面で地域経済も活性化

ものづくり

株式会社ワンチャー

世界各国の技術を活用した高付加価値商品
伝統技術の発掘に外国人留学生を活用
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302
303

需要獲得

宮崎県
サービス

株式会社教育情報サービス

他に類を見ない簡便で安価な e ラーニングシステムで
開発途上国と日本の地方をつなぐ教育系 IT 企業

304

鹿児島県
ものづくり

福山黒酢株式会社

杜氏手造り黒酢を主軸に事業を多角化
醸造ノウハウを活かしクラフト発泡酒を開発

ものづくり

小正醸造株式会社

本格焼酎の製造技術で積極的な海外展開
ウイスキー事業への参入で新たな挑戦

305
306

沖縄県
ものづくり

株式会社ミヤギパッケージ
付加価値の高いオリジナル自社商品を開発
海外販路の開拓ならびに販売体制の構築

ものづくり

有限会社宮城菓子店
ヒット商品を作り続ける石垣島の
菓子業界リーディングカンパニー

ものづくり

ベナスタス株式会社

地域資源を活かした、ブランド商品を開発
地元にも根差した社会貢献への取組み
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307
308
309

株式会社柳月

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

北海道河東郡音更町

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

地域観光と連携した需要客との連携による需要拡大
地域メーカーとの連携による付加価値向上
北海道十勝・音更町に本部・工場を構え、道内42店舗を有する菓子製造・販売企業。
主力商品のバームクーヘン
「三方六」
をはじめ、北海道・十勝産原料にこだわった300種
類以上のお菓子を製造・販売。体験型工場「スイートピア・ガーデン」
や海外店舗の活用
で国内外観光客を年間60万人誘客し地域産業活性化に貢献。
また、従業員の接客サー
ビス・菓子製造技術向上で全国トップクラスの高付加価値の商品・サービスを提供。企
業内保育園を開設や社員の成長と幸せを念じる取り組みを実現。

需要獲得

● 所在地

北海道河東郡音更町下音更北9線西 ● 設立
18-2
● 資本金
● 電話／FAX 0155-32-3333／0155-32-5678
● 従業員数
● URL
http://www.ryugetsu.co.jp/
● 代表者
代表取締役社長 田村 昇

1947年
2,000万円
770人

ものづくり

観光型工場や海外店舗を活用した顧客誘引による需要拡大
アイスクリーム販売からスタートした同社は、
「北海道・十勝の地域に貢献し、
なく
てはならない企業を目指すこと」
を経営理念に掲げ、
市場・立地調査に基づく緻密な
出店・差別化戦略により、
着実に商圏を拡大。
道内42店舗、
年商82億の菓子メーカー
へ成長。
「カフェ」
や
「菓子作り体験工房」
を併設した工場などで好感度を高め、
販売面
では航空会社とのタイアップやシンガポール店展開によるインバウンド客誘致など
観光客需要を高め地域経済波及効果をもたらすビジネスモデルを構築。
同社の取組
は、
中学校教科書において
「地域の原材料を活用した企業」
としても紹介されている。

スイートピア・ガーデン

地域企業との共同連携による原料開発、商品生産の実現
十勝に所在する立地を活かし、
生産者の顔が見える安心・安全な道産素材
活用にこだわり、
道産の砂糖
（てん菜・ビート）
、
牛乳などの原材料を積極的に
使用し、
年間300種類以上の菓子を製造。
主力商品三方六には地元産小麦を
使用するこだわりから2年を経て道内製粉メーカーと共同で菓子専用小麦を
開発。
道産小麦100%の三方六を完成。
また、
地元鉄工所と共同開発したスラ
イサー等の導入で食べやすいサイズを求める顧客へ商品化を実現。
「北海道
HACCP」
認証を取得し、
品質・衛生管理を徹底し顧客満足を高めている。

柳月専用小麦粉と三方六

積極的なコンテスト参加による技術の維持向上
企業文化として
「人材」
育成を重要視。
菓子職人に対しては国家資格の取得やコン
テスト参加を推進。
数々の受賞で職人のモラール向上を高め、
また、
部署毎の全員参
加型の食事会を開催で職場のコミュニケーションを図る仕組み構築、
定着率を向
上。
さらに各種研修、
社員間のサポート体制により障害者、
女性、
高齢者など多様な
職員が働きやすくし、
政府推進の
「一億総活躍社会の実現」
を先導する取組を実施。
さらに学生への返済義務のない給付型奨学金支援で政府の
「人づくり革命」
に資す
る人材育成、
地元密着を実現。

コンテスト受賞従業員
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丸共水産株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

北海道稚内市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

地元未利用水産資源からサプリメント開発
産学官との連携で低分子糖鎖を開発
稚内港で水揚げされた魚介類の冷凍や加工等を行う一方、廃棄されている未利用の
水産資源に着目し、機能性の研究に取り組んでいる。特に、
カスベ
（別名ガンギエイ）
はヒ
レ部分が「エイヒレ」
として流通しているが、胴体は大量に破棄されておりその再利用が
大きな課題であった。
そこで大学や試験研究機関等との共同研究を通じて、
エイ軟骨由
来のコンドロイチン硫酸の抽出に成功し、研究成果をもとに、
これら未利用資源から多
くの機能性食品の開発に成功している。
北海道稚内市中央4丁目18番18号
0162-23-4050／0162-23-4056
http://www.mkfish.co.jp/
代表取締役 宮本 宜之

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1952年
4,500万円
25人

ものづくり

地元の未利用水産資源を活用したサプリメント開発
漁獲量低迷の水産加工業の危機感から、
地元の未利用資源に着目し新規事
業にチャレンジ。
将来の健康関連市場に注目、
吸収性の優れた素材や北海道産・
完全無添加にこだわるサプリメントを開発。
地元で
「エイヒレ」
として水揚げされ
るカスベ
（別名ガンギエイ）
の廃棄を課題に関節痛等の治療や健康食品の機能
性素材として人気のコンドロイチン硫酸を開発。
さらに新規開設のファインケミ
カル研究所で
「コンドロイチン硫酸オリゴ糖」
として高機能・高付加価値化。
「ナ
ノ型コンドロイチン」
の商標名で吸収性に優れたサプリメントを販売開始。

ナノ型コンドロイチン

コンドロイチン硫酸オリゴ糖の低コスト生産を実現
新たに開発した
「コンドロイチン硫酸オリゴ糖」
により、従来よりもヒトの
消化管で吸収しやすい、“機能性の効果をより発揮する商品”の開発を実現
化。
もとの高分子糖鎖の化学構造を維持したまま低分子化する
「マイクロ化
学プロセス処理技術」
を活用し、腸管吸収性に優れた低分子糖鎖「コンドロ
イチン硫酸オリゴ糖」
を百分の一という低コスト生産を実現。
また、原料か
ら製品まで自社工場内で行う一貫生産体制で、道内企業としては数少ない
打錠機械も導入。
素材供給や製造受託などBtoB事業も実施。

コンドロイチン硫酸の生産

機能性研究で特許・エビデンス獲得、北海道庁“お墨付き”に
機能性研究の初期段階から知財を重視。
北海道経済産業局およびNEDOの
支援を受けて開発した高分子糖鎖を低分子化する
「マイクロ化学プロセス処理
技術」
は、
同社と北海道大学、
北海道立総合研究機構が2013年に共同出願し、
特許取得。
吸収効率を既成品の300倍以上高める本技術は同年度の北海道新
技術・新製品開発賞
「食品部門大賞」
を受賞。
品質に関しては、
ヒト介入試験も行
い、
関節痛等に対する有効性を確認しエビデンスのある商品であり、
平成30年
に北海道庁が
「健康でいられる体づくりに関する科学的な研究」
を認める
「北海
道食品機能性表示制度」
（ヘルシーDo）
に認定、
行政のお墨付きを得た。
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北海道食品機能性表示

株式会社有我工業所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

北海道空知郡上富良野町

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ZEB・地中熱利用技術による寒冷地問題解決と
グループ内一貫体制による付加価値向上
1960年創業の地中熱利用が強みの管工事業者。掘削ボーリングの関連会社と
ARIGAグループ構築。光熱費が不要となる
「地中熱真空ヒートパイプ融雪設備」事業化
や、再生可能エネルギーと高効率設備システム等の組合せによる年間の1次エネルギー
消費量が正味ゼロとなる北海道初の
「ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）」100%達成の札幌
本店（平成30年度環境大臣賞等受賞）
を建築しZEB事業に進出。寒冷地の特性を活か
した環境にやさしい独自のビジネスモデルが多方面から注目。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

北海道空知郡上富良野町中町3-2-1
0167-45-2615／0167-45-3212
http://ariga-group.com/
代表取締役 有我 充人

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1960年
5,000万円
33人

サービス

寒冷地問題を解決する地中熱活用のエネルギー・ゼロ融雪設備
寒冷地では除雪が大きな負担となっている。
そこで、
「地中熱で北海道の
寒冷地問題を解決する」
ことをビジョンとして掲げている同社が実用新案
登録したのが「地中熱真空ヒートパイプ融雪設備」
である。
この設備は同社
が独自技術で展開するもので、地中に埋め込んだ真空ヒートパイプの中
で、地中熱で温めた沸点の低い作動液を沸騰させることにより、
その蒸気
熱を融雪に活用する。地表面で冷やされた蒸気は液体に戻るため、
ランニ
ングコストがかからず、
CO2も発生しない画期的な融雪システムである。

地中熱真空ヒートパイプ融雪設備

グループ内一貫体制構築による付加価値向上の実現
地中熱利用に伴う地質調査から建築・設備設計施工、採熱試験、補助金
申請に至るまでグループ全体で施工にIOTを導入する等、独自の一貫体制
を構築している。ESCO事業は、省エネルギーに関する包括的サービスを提
供し、お客様の利益と地球環境の保全に貢献するビジネスのことである。
ESCOサービスによる助言・提案に加え、補助金申請代行サービスにより
需要を喚起している。
さらに、工事日数を従来の半分の日数に短縮すること
によりコストダウンも進め、
より一層の付加価値の向上に繋げている。

グループ内一貫体制

IoTを活用して生産性向上を実現
実用新案登録を行った
「IoT掘削管理システム」の活用により、業界初の
IoT小型ボーリング機を導入してコストダウンを図るとともに、熟練技能者
の勘や経験に頼っていた領域の
「見える化」
を進めている。IoTにより、掘削
深度や回転圧力等掘削状況の変化等を
「見える化」
するとともに、離れた場
所からのデータ分析や現場監視を実現することにより、施工現場の後方支
援が可能となっている。
こうした生産性の向上により従来型のボーリング
機と比較して約30%のコストダウンに成功している。

IOT掘削管理システム図
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日の出交通株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

北海道岩見沢市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ワインタクシーで地域観光を牽引
ドライバー個人に合わせた採用で品質向上
車いすに対応する福祉タクシーの運行をはじめとした｢黄色い小さな親切｣として地
元で親しまれているタクシー会社。50年以上、道内有数の豪雪地域の足を支えるかたわ
ら、岩見沢市の地域資源であるワイナリーやグルメスポットへ観光客を運ぶ｢観光タク
シーで巡るそらちワイン&フードモニターツアー｣（以下、
ワインタクシー）
の中枢を担う。
通過型観光地から滞在型観光地への発展を目指す同エリアの観光振興の司令塔として
エリア観光を牽引。

需要獲得

● 所在地
北海道岩見沢市大和2条9丁目19番地5 ● 設立
● 電話／FAX 0126-25-2121／0126-25-5392
● 資本金
● URL
http://hinodetaxi.pepo.jp/index. ● 従業員数
html
● 代表者
代表取締役 中路 幹雄

1966年
1,000万円
49人

サービス

コンシェルジュTAXIとして地域資源と観光客を結ぶ
地域中核企業として、
平成30年度地域中核企業創出・支援事業に参画。
同
事業では、
札幌から日帰り圏内に位置する空知地区において、
地域資源を結
ぶコンシェルジュタクシーの観光ルート創出を検討。
岩見沢市観光協会や関
連事業者とともにグルメやワイン、
スノーアクティビティ等魅力的な地域資源
を活用した新たな観光コンテンツを発掘。
ドライバー自身が参加することで
コンシェルジュタクシーの実施方法を検討する等観光ルートの創出に尽力。
ワインタクシー

地域における観光振興と社会貢献サービス
ワインタクシーの取組では、
そらちワイン&フードツーリズム推進協議会
の主要メンバーとして参画。平成28年度から3年連続予定販売数（計385
台）を完売し、北海道観光振興機構の観光振興功労表彰特別団体賞を受
賞、岩見沢の観光振興を牽引。
また、車椅子のまま乗車可能な福祉タクシー
や地元幼稚園児の絵を張り出したタクシーの運行、病院への無料タクシー
コール設置など地域に根ざした取組を実施。人口縮小のなか、親しみやす
さで乗客をつなぎ止め、
また、
インバウンドと地域のポテンシャルにいち早

観光振興功労表彰特別団体賞

く着目し、
ワインタクシーの展開に尽力。新たな市場を獲得。

おもてなしの｢心｣でドライバーのサービス向上
岩見沢市観光協会では｢やさしい日本語ツーリズム｣を推進しており、同
社のドライバーがインバウンドの出身国の文化や慣習を学ぶセミナーへ積
極的に参加。異文化を理解することで、外国語が話せないドライバーの｢苦
手意識｣を解決し、｢ジェスチャーや、
やさしい日本語で対応します」
と4カ国
語で書かれたカードを乗客に提示するなど、
おもてなしの｢心｣を伝えつつ、
ニーズに合わせたサービスを提供する等地域全体で目指しているインバウ
ンド需要獲得に向けた取組を実施。

接客中のドライバー
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名美興業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

北海道函館市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

高品質なワンストップビル維持管理サービスで
海外進出とインバウンド需要に対応
1977年の創業以来、函館市内を中心にビル管理・美掃サービスを提供。
その後、養
生・補修業務、警備業務へと業容を拡大、顧客ニーズにワンストップで対応できる老舗
ビルメンテナンス会社として安定した収益確保を実現している。
地域経済界のリーダーとして、地域の雇用機会の創出と人材育成に注力。事業におい
ては高い専門性を要する医療施設向けのサービスに対応して地域医療の充実に寄与、
2018年9月の北海道胆振東部地震の際には、
早期の復旧や地元被災者への貢献を行った。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

北海道函館市梁川町1番5号
013-831-5389／013-831-5801
https://meibi-saiyo.jp/-/top/
代表取締役 阿相 博志

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1977年
1,000万円
1,009人

サービス

ベトナムへの現地法人設立と技能実習生の受入れ
高成長を続けるベトナムにおいて、
日本の高水準なビル管理事業を展開
すべく100%出資の現地法人を設立。外国人技能実習制度を利用し、グ
ローバル人材活用に向け技能実習生15名の受入を開始した。
また、今後他
のアジア諸国への進出も検討している。
これらの取り組みによって、企業としての成長を実現するとともに、海外
および海外企業と函館市および函館市内の企業を繋いだ地域経済の発展
を目指している。

現地法人MEIBIベトナム外観

観光・医療ツーリズム等のインバウンド需要への対応を担う
函館市は異国情緒あふれる町並みや、
風光明媚な自然と豊かな農林水産
資源に恵まれている。
近年海外からの観光客の増加に加え、
医療ツーリズム
等のニーズが高まりつつある等、
インバウンド需要が急速に増大している。
2030年度に予定されている北海道新幹線札幌延伸を見込んだホテルの建
設ラッシュの中、
障がい者雇用への積極的な取組み、
はこだて若者ステー
ションによる就労体験の提供等で人材を確保し、
インバウンド需要と関連し
た宿泊施設や医療施設等の維持・管理の主要な担い手となっている。

月例の医療施設担当向け定期研修会

協業による営業効率化とサービスの高付加価値化の実現
塗装サービスを提供している企業や家具・内装を得意とする工務店と協
業、
ノウハウおよび顧客情報をシェアしている。清掃、
ビルメンテナンスとい
う価値のみならず、綺麗で清潔な環境を提供するプロフェッショナルな企
業を目指している。顧客の潜在的ニーズへの対応、
アフターフォローによる
サービスの高付加価値化、営業効率の向上を、計画的に提供するサービス
網を形成している。
ハノイの異業種協業先
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カネショウ株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

青森県弘前市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

主力商品
「りんご酢」
を中心に時代に
あった商品を次々と開発する企業
創業100年を超える老舗醸造元として食酢、
しょうゆ、味噌、
ソース、健康食品、
つゆ、
たれ類の製造と販売を行っている。創業当時から日本の食生活に欠かせない
「しょうゆ」
や
「みそ」
を製造、販売し、昭和56年より主力商品「りんご酢」
の製造、販売を開始。
「おい
しい食卓を演出し、健康に役立つ商品づくり」
をモットーに時代にあった商品を次々と
開発し、独自製法による付加価値の向上や海外展開など、需要獲得を積極的に行ってい
る。
青森県弘前市蔵主町15-23
0172-57-2121／0172-57-5500
www.ringosu.com
代表取締役社長 櫛引 利貞

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1912年
3,000万円
32人

ものづくり

青森と海外をつなぐ発信拠点
平成29年ベトナムにて開催された
「ジャパン・アオモリ・フードフェア」
に
同社社長が実行委員会長として参加。同社の商品だけではなく、県内商品
の魅力発信に尽力。台湾などアジア圏での青森フェア等にも積極的に参加
し販路拡大に努めている。青森県は、近年台湾や中国人の観光客が増加
し、特に体験型の観光が人気になっている。
そうした状況下で、青森県が主
催している
「プロテオグリカン体感のサイクリング女子旅」
の視察コースとし
て名を連ね外国人の受け入れを積極的に展開。

ジャパン・アオモリ・フードフェア

県産品・地域資源活用へのこだわり
1年間に扱うりんごの量は約200トン。主力商品「りんご酢」
（青森県平川
市のふるさと納税返礼品）等、100%県産りんごを使用。世界自然遺産「白
神山地」の酵母を使用し製造を行っている。平成25年に弘前市内の4社と
弘前大学、青森県産業技術センター、
弘前市が発起人となり
「ひろさき産学
官連携フォーラム」内に
「白神酵母研究会」
を設立。
そこで、同社に合う酵母
を見つけ出し、
「白神酵母を使用したりんご酢」の商品化につながった。櫛
引社長は現在、
同フォーラムの会長も務めている。

りんご酢

域内連携強化でコラボ新商品の開発と多品種充実で差別化
大手と共同で
「りんご酢ハイボール」
を販売。地元ひろさき桜祭りや全国
約200店舗で展開され、
りんご酢の多様な活用の一翼を担っている。平成
30年には弘前大学、青森のもずく事業者と連携しりんご酢を使った
「もずく
酢―THE IWAMOZUKU」
を発売。
また農産加工会社なんぶ農援、
弘前大
学と連携し、地元産「妙丹柿」
を利用した新たな
「柿酢」の商品化にも成功。
柿酢は通常の穀物酢に比べ、ポリフェノールなど抗酸化物質を多く含み、
活性化酸素を消す効果が実証され、注目を集めている。
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りんご酢ハイボール

八戸酒造株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

青森県八戸市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

地元産へのこだわり、酒造文化の伝達と
地域文化活動支援、体験型日本酒造りを
同社は1775年初代駒井庄三郎が創業して以来、元代々酒を造り続けてきた。現在、8
代目庄三郎は青森県の地酒として県産米と酵母にこだわり、仕込み水は八戸・蟹沢地区
の名水を使用した、時代が求める環境と健康に配慮した安全で美味しい酒造りに挑戦
している。
また、
「地域に根ざした造り酒屋」
として、地域との連携（蔵見学（同社工場は国
の登録有形文化財）
、
農商連携
（契約農家とのコメ作り）
）
を図り営業を展開し、
同社清酒
「八仙」
「男山」
は多くの消費者に愛飲されるブランドになっている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

青森県八戸市大字湊町字本町9番地
0178-33-1171／0178-34-1174
http://www.mutsu8000.com/
代表取締役社長 駒井 庄三郎

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1998年
2,000万円
24人

サービス

地元産にこだわった製品開発、体験型日本酒造りを実施
地元企業とのコラボによる酒粕、酒を使った商品開発（酒粕ドーナツ、
クーベル、粕漬等）。
また、酒粕と青森県で産業振興として盛んになっている
プロテオグリカンを配合した酒粕バスボムの商品化。青森県南地区の米農
家と契約栽培をし連携を強化すると共に、
自社田のある八戸蟹沢地区（が
んじゃ）
にて2009年から一般消費者向けの酒米作りから瓶詰めラベル貼り
体験ができる参加型プログラム
「がんじゃ自然酒倶楽部」
を運営。現在会員
数は約300名。青森県内中心に、三沢米軍基地、首都圏からの参加者が増
え続けており、
リピート率8割以上。

参加型プログラムの田植え風景

こだわりの流通、酒蔵文化の伝達と文化活動支援
卸を通さず、酒販店の直売により相互の意思疎通を図り、製品管理の徹
底を行い信頼関係を築いている。
また酒蔵をお客様に親近感を持ってもら
い、酒文化の魅力を伝えるため酒蔵見学を積極的に行い、訪日観光客など
多くの見学者(年間5,000名以上)が訪れている。
それと同時に国登録文化
財及び景観重要建造物に指定されている煉瓦蔵と土蔵を開放し、地元の文
化活動のイベントなどを年間80回以上行っている。他、蔵独自の
「新酒を愉
しむ会(参加者750名)」、
「夏の蔵まつり(約1,000名集客)」、首都圏を中心
とした多くの飲食店での
「八仙を愉しむ会」等を開催。

蔵の夏まつり風景

海外展開及び訪日外国人観光客への受入れ環境の整備
海外輸出はアメリカが約50%で、他では中国・香港・シンガポール・台湾・
韓国・タイのアジア圏が中心。
その他オランダ・オーストラリア・ブラジルの
計10か国で輸出実績がある。今後は各国需要開拓に加え、
ヨーロッパ方面
への展開を図っていく。
ニューヨーク共同貿易主催のレストランショーやシ
ンガポールでの年に1回のメーカーズディナーを開催している。蔵見学の外
国人観光客への受け入れ整備として銘柄や酒蔵の説明資料を作成。
外国人向けのイベント出店の様子
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株式会社オカムラ食品工業

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

青森県青森市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

世界的な水産認証を取得して海外進出
地元の地域活性化や雇用創出に貢献
青森にてイクラ、筋子等の魚卵とサーモン、
サバを中心とした水産物の加工、販売を行
い、国内大手スーパーや国内外回転寿司チェーン店等に卸している。商品の安定供給
で、地元の雇用創出と活性化を図るため県内で初の大規模サーモン養殖事業を展開。
デンマークでのサーモン養殖やミャンマーでの寿司ネタ加工等を行い、海外に積極的に
進出。更に中国、東南アジア中心に安定的な供給システムを構築し、
メイドインジャパン
の養殖サーモンを世界に浸透させることで、
日本の漁業活性化に貢献している。

需要獲得

● 所在地
青森県青森市八重田1-6-11
● 設立
● 電話／FAX 017-736-7777／017-736-6470
● 資本金
● URL
http://okamurashokuhin.co.jp/ ● 従業員数
index.html
● 代表者
代表取締役会長 岡村 恒一

1971年
9,000万円
120人

サービス

世界的な水産認証を取得し、海外市場に広域展開
海外の大手事業者との取引を鑑み、水産資源の持続可能性を確保した
漁業、養殖による水産物を取り扱っていることを証する、世界的な水産認証
である
「MSC認証」
「
、ASC認証」
を中小企業では先駆的に取得した。
養殖事
業を通じて原料の安定調達を確保し、海外大手寿司チェーンや食品関連業
者との取引を開始した。更に需要拡大が見込まれる東南アジア市場で、ベ
トナム、
ミャンマーにて加工を担い、現地に直接販売する体制を構築し持続
的な収益を獲得できるビジネスモデルを確立している。

世界的水産認証

法人化による海面養殖事業実施、地元の資源や人材を活かす
日本の魚業は個人事業主が多く、地元漁業組合の影響力が強いため、相
応の資本を必要とする養殖事業は発展せず、法人の漁業進出も少ない。同
社は法人化による養殖事業の発展、漁業界および地域経済の活性化を図
るため、潮の満ち引き、波の穏やかさ、水温等、養殖事業に適した漁場が多
い青森県にて海面養殖事業を実施。海面養殖前の稚魚段階では地元白神
山地の水源を活かした育成を行い、地域を熟知する地元漁師の子息を従
業員として雇うことで、地域と一体となった事業運営を行っている。

海面養殖事業

顧客ニーズに合った高付加価値商品提供、日本の漁業界に貢献
日本国内のみならず海外の需要獲得を図るため、現地の嗜好に合った加
工や商品開発を実施。サーモン、サバ等の水産物加工では、取引先の用途
に応じて一切れの厚み、形状を変えたり、商品開発ではスモークサーモン
製造を検討している。付加価値ある商品の提供により、同社の収益獲得の
みならず、
日本の養殖サーモン普及に貢献している。
また地元との良好な関
係を維持するため、事業を通して地域活性化や雇用創出に積極的に貢献し
た結果、
日本の漁業界における企業参入のロールモデルとなった。
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高付加価値商品

合同会社マルカネ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

青森県八戸市

需要獲得

ものづくり

おいしさは人がつくる」
をモットーにし、
鯖に特化した高次加工商品を生産
東日本大震災の影響で秋山代表が当時勤めていた水産加工会社が全壊、秋山代表や
現工場長らとともに2011年7月に合同会社として設立した水産加工会社。
鯖に特化した高次加工商品を生産。
「おいしさは人がつくる」
をモットーに地元原料を
活用した手づくりならではの味にこだわるとともに、
お客様の声を活かした商品開発を
行っている。
「黄金のさばトバ」
は、
あおもり産学官金連携イノベーションアワード2017
でイノベーション特別賞を受賞している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

青森県八戸市湊高台5丁目5-4
● 設立
0178-32-0196／0178-32-0197
● 資本金
https://www.saba-marukane.com/ ● 従業員数
代表社員 秋山 兼男

2011年
500万円
25人

ものづくり

地元原料や食材の積極的な活用
日本でも最も脂のノリが良いと称される八戸沖さばにこだわった原料だ
けでなく、にんにくやせんべい汁などの地域資源とコラボした商品の開発
も積極的に行っており、小規模事業者ながら地域資源の活用・地域経済の
活性化のいずれにも貢献している。地域資源とコラボした商品の例として、
「サバ-リック味噌」があり、
これは青森県の特産であるにんにく味噌に鯖を
加えたもので地元の高校生と共同開発を行ったもの。平成28年度第56回
全国観光推奨土産品審査会において
「推奨品」に認定されたほか、水産庁

サバーリック味噌

魚の国のしあわせプロジェクトふるさとFastFishに選定されている。

衛生管理への取組
マルカネ新湊食品工場のしめさば製造部門において八戸市で第1号とな
る、青森県食品衛生自主衛生管理認証制度「A-HACCP（あおもりハサッ
プ）
」
の認証を青森県より受けており、
衛生管理に積極的に取り組んでいる。
同認証を取得することで、認証を受けた製品にシール添付が可能となり
消費者に対し、
衛生管理をアピールすることができる。
また、
事業者にとって
も製品の安全性が高まるため、食品事故の発生リスクも低減できる。
A-HACCP認証取得

独自技術の開発
プロの料理人が調理したような味にこだわった
「紙技」
という切身を紙で
包み、一晩ねかせ、余分な水分を抜く製造技法や、岩手大学や株式会社ア
ルバック、
アルバック東北株式会社との産学連携による真空乾燥技術を活
用した商品開発など、前浜を中心とした原料の調達だけでなく独自の技術
を積極的に開発し、他社との差別化、製品の付加価値向上を図っている。
紙技
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担い手確保
サービス

有限会社サンマモルワイナリー

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

青森県むつ市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ワインコンクールで金賞を受賞する“奇
跡のワイン”を販売
青森県下北半島でワインの製造・販売を行うワイナリーで、大自然下北ジオパークに
あるワイン専用のぶどう園で、環境に配慮したぶどう造りを実践し、
そのぶどうを使った
「下北ワイン」
は、
その美味しさから地元青森は元より、全国から引き合いが絶えないほ
どの好評。下北半島は冷たいやませが吹き、果樹が育たないとされていた地に、土壌改
良など一からワイン造りを行い、20年の歳月を経て、数々のワインコンクールで受賞す
るまでに成長し、“奇跡のワイン”とも呼ばれている。
青森県むつ市川内町川代1番地6
0175-42-3870／0175-42-4175
http://www.sunmamoru.com/
代表取締役 北村 良久

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

2002年
300万円
11人

ものづくり

青森県産りんごを使用した商品の開発、製造、販売
グループ会社が生産したぶどうを使い、
ワインを製造しているが、生産効
率を上げるため、生産量日本一の青森県産りんご果汁を使ってアルコール
度数が10％前後と他社のアップルワインよりアルコール度数が高く、
りん
ごの風味を活かした
「アップルワイン」
と
「アップルスパークリングワイン」
を
開発し、
量産化にも成功している。
青森りんごスイートスパークリング

スチューベンを使用したスパークリングワインの開発
農商工連携事業の認定を受け、青森県が全国の約７割を占める生食用
のスチューベンを新たな栽培管理体系でワイン原料として収穫、供給し、瓶
内二次発酵（シャンパーニュ方式）
によるスパークリングワインの開発を実
施。瓶の中で発酵を終えた酵母はうまみ成分（アミノ酸）
を含む為、熟成し
たスパークリングワインの香りや味わいに複雑性を与える。瓶内で発酵さ
せる技術は難しく、手間もコストもかかる贅沢なワインとなっている。一般
的に白ワインはワイン専用種で造られており、
魚介類の生臭さを助長するこ

青森ロゼスパークリング

ともあると言われているが、
スチューベンで製造したスパークリングワイン
は生臭さを消してくれると評価を受けている。

瓶内二次発酵（シャンパーニュ方式）
による付加価値向上
瓶内二次発酵
（シャンパーニュ方式）
によるスパークリングワインの開発に
当たっては、
補助金を活用しティラージュタンク、
ワイン充填打栓機、
自動ルミ
アージュ機、
ネックフリーザー、
デゴルジュマン・ドザージュ機、
シャンパンコル
ク打栓・ワイヤフード装着機など、
試作品開発製造ラインを整備し、
試作品開
発の期間を大幅に短縮させた。
なお、
このラインを活用し製造したスパークリ
ングワインは、
「サクラアワード」
で2年連続でシルバー賞を受賞した。
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試作品開発製造ライン

株式会社コンシス

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

青森県弘前市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

地域課題解決型コンサルティング
ITを活用した地域新規ビジネスの創出
株式会社コンシスは青森県内を中心とした企業のWebコンサルを主たる業務とする企
業である。Web系のサイトやシステムの受託開発をする傍ら、青森県内の地域課題解決
をする社内プロジェクトを展開。青森県内の基幹産業である農業のブランディングや伴
走型のコンサルティング、地域メディアの事業、
インバウンド観光客など地域密着による
ビジネス展開で地域経済効果を高める事業などに取り組んでいる。
地域の資源の価値を
深堀りし、
ITや他のリソースを活用して、
新しい働き方、
新しいビジネスを創出している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

青森県弘前市百石町38-1
0172-34-9710／0172-26-7410
http://www.consis.jp
代表取締役 大浦 雅勝

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2009年
100万円
15人

サービス

青森県内の農林水産物・観光資源のブランディングとマネタイズ
農業分野では地域資源となっている青森県在来の毛豆。当社は青森毛
豆研究会を設立し事務局を担っている。生産者目線で取り組むための自社
農園も有する。最強毛豆決定戦というイベントを中心に、
メディア展開によ
るブランディングを実施。単価向上でも需要過多な状態にあり、生産農家
の園地拡大への意識も高い。http://www.kemame.jp/
観光分野では弘前さくらまつりの着地型商品「手ぶらで観桜会」
を開発
し、
地域にインバウンドによる経済効果をもたらす事例としている。
https://sakura.hirosakipark.jp/en/

青森毛豆のWebブランディングイベント
「最強毛豆決定戦」
の告知イメージ

伴走型コンサルティングと社内プロジェクトの横断的効果
Webコンサルティングに関して、地域の基幹産業の農林水産業に重点を
置いている。農家向けに無料のWebシステムを提供し、農林水産業者280
件のネットワークを構築した。http://www.harvestmarket.jp/
農林水産業のブランディングは単価向上や六次産業化による加工品増
加につながっている。
ブランディングには素材価値の再認識、
マーケティン
グ、販売チャネル構築等を顧客と共に作り上げている。若手りんご農家との
共同プロジェクトなども実施している。

青森のりんご農家と取り組む食育販売プロ
ジェクト
「りんごの惑星」

地域の実情にあったビジネススキームの構築
地域の課題を解決するには地域の総合的な理解、現場の人々の共存が
必要。
自社ビル内には、
ワークスペースSHIFTというコワーキングスペース
があり、社員、地域住民、学生の交流拠点となっており、新たなビジネスが
生まれる環境を構築している。http://www.shift.aomori.jp/
創立10年目を迎え、地域のIT利活用のメッセージムービーを公開。
https://thisisit.consis.jp/
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地域へのメッセージムービー
「THIS IS IT」
これからの10年へ

株式会社浅沼醤油店

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岩手県盛岡市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

県産食材を使った調味料製造や加工、
オリ
ジナル製品の開発を行う。
大正3年創業以来、地場産業として日本人の食生活になくてはならない味噌・醤油の
醸造を手がけてきた。戦後、食生活の変化に伴い食品産業も多様化し、
つゆやたれなど
様々な調味料を開発し製造するようになった。
現在、同社は、醤油製造業、味噌製造業、
ソース類製造業、菓子製造業、清涼飲料水製
造業、食用油脂製造業、
もろみ製造免許（酢の製造）
を中心に、県産食材を使った調味料
製造や加工、
オリジナル製品の開発等を行っている。
岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目8-2
● 設立
019-622-2580／019-622-2586
● 資本金
https://www.asanumashoyu.co.jp/ ● 従業員数
代表取締役 浅沼 宏一

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1914年
1,000万円
22人

ものづくり

産地と連携し、地域食材を活用した調味料の開発製造
アレルギー対応醤油：学校給食用にニーズがあった大豆、小麦アレル
ギーに対応した醤油の開発（エゴマ搾りかすの造粒、エゴマに合った麹菌
の育成等）
を行い、
「エゴマ醤油」
を商品化。特許権を取得し、製造、販売して
いる。高血圧対策醤油：岩手県内の醤油醸造メーカー（岩手県味噌醤油工
業協同組合）の醤油をブレンド、減塩・カリウム含有醤油を開発し、
自社分
の製造と各メーカーへのOEM製造を行っている。
「いわて健民」
で商標登
録し、
販売している。

「いわて健民」

ニーズに対応した商品開発、知的財産権の取得等で差別化
幅 広 い 製 造 免 許と営 業 許 可 に 加 え 食 品 安 全 の 厳しい 国 際 基 準

オンリーワンの味づくり
ＰＢ・業務用／2(0対応 ご提案書

小売商品

「FSSC22000」のシステムを導入し独自の社員教育システムを構築してい
る。
それを武器に自社製品にとどまらず大手企業を含めたOEM製造を行っ
ている。味噌・醤油市場での消費量の減少傾向、大手メーカーとの価格競

【コンテナ】
（W）

加工工場用醤油 等

【ガラス瓶】（細口・広口）

醤油、つゆ、酢、ドレッシング、みそ加工品、
ソース、マヨネーズ、油、ジュース 等

性を見出している。

醤油、つゆ、酢、
ドレッシング、ソース

等

等

等

【ピロー包装】
（約J～NJ）
つゆたれ、濃縮スープ

【デラミボトル】
醤油、つゆ 等

【スタンドパウチ】
みそ加工品

＊業務用は.J〜、小売商品は本〜承ります

等

＊トレーサビリティー／コンプライアンス対応、完備

伝統と革新の技術・アイデアで地域興を演出
岩手県内の地場産品を原料にした醤油、味噌の開発を行い、地域を活性
化する商品開発を行っている。
「エゴマ醤油」
では、一関市大東町のエゴマ
生産農家と提携、
「キャベタリアン宣言」
（ドレッシング）
ではキャベツの町
岩手町と共同開発、
その後「キャベタリアン宣言キャベQソース」
なども共同
開発している。
「木の芽みそ」
では、森林の間伐を請け負う人たちが岩手山
麓の山に自生するサンショウの若芽を積んで副業になっている。
「いわて健
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加工工場用つゆたれ

飲食店用つゆたれ

OEM提案書

民」
は岩手の醤油醸造メーカー全体の活性化にもつながっている。

【バッグインボックス】
（NJ）
【ペットボトル】
（/、/）

【ペットボトル】

争を回避するため、消費者のニーズに応じた自社でしか作れない商品を開
発。大手が手を出しにくい特徴のある醤油の開発、多品種少量生産に優位

7(/  )$;  
(PDLOHLJ\R#DVDQXPDVKR\XFRMS

業務用商品

キャベタリアン宣言

【小袋】
（J～約J）

等

別添たれ、個食用濃縮スープ

＊,62取得工場

等

ヤグチ電子工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

宮城県石巻市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ALL TOHOKUの製品作りによる
インドでの視力回復プロジェクト
同社は、
ソニー・ウォークマンの世界戦略工場として国内メーカー向けOEMを主たる
事業としてきた。2011年の東日本大震災を機に、
オープンイノベーション活用により、世
界中の研究者と協力しながらスマートフォン接続型放射線線量計をはじめとした環境
機器やタブレット型「弱視訓練装置オクルパッド」
など医療機器の自社製品開発に着手
してきた。
「石巻から世界へ」
を経営ビジョンとして、産学・医工連携を通じ、海外進出を
進めている。

需要獲得

● 所在地
宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門301
● 設立
● 電話／FAX 022-575-2106／022-575-2071
● 資本金
● URL
https://www.yaguchidenshi.jp/ ● 従業員数
company
● 代表者
代表取締役 渡邊 俊一

1974年
1,000万円
25人

ものづくり

オープンイノベーションを活用した新事業開発に成功
東日本大震災後、世界中の研究者と協力しながら進めたオープンイノ
ベーションによりスマートフォン接続型放射線線量計「ポケットガイガー」
をはじめとした環境機器や、
タブレット型「弱視訓練装置オクルパッド」
など
の医療機器の自社製品開発を行ってきた。
オープンイノベーションの活性化により、地元の東北大、東北工大、宮城
大学をはじめ全国の大学や地域の学校、
さらには地元企業など新たなパー
トナーとの新規ビジネスを進めている。

ポケットガイガーの開発

インドへのタブレット型弱視訓練装置オクルタブ（海外向け）
JICAの2017年度第2回中小企業海外展開支援事業「タブレット型視機
能訓練機による弱視の子どもたちの視力回復プロジェクト案件化調査」
（イ
ンド）の実施期間中に現地の私立病院から直販注文があるなど、子供の多
いインドでのニーズは高い。
インドの弱視患者を救済するという社会的貢献と同社ビジネスを両立さ
せるべく、現地の実情に応じた製品開発と、現地病院、政府機関、医師会な
どとの連携によりインド全土での普及に向けて活動している。

タブレット型弱視訓練装置オクルタブ

産・学・医工連携による
「オール東北」
の製品づくり
同社では、東北企業間の協力関係を確立した製品作りに挑戦しており、
大半の部品は東北地方の企業から調達し、地域経済活性化に貢献してい
る。賛同した東北のメーカーからの製造受注も増えており、近年では仙台
のJDSOUND社のポータブルDJ機器「GODJ PLUS」やフルデジタルス
ピーカー「OVO」の生産などが話題となっている。
「東北・石巻から世界へ」
を経営ビジョンに掲げ地域の雇用貢献を担っている。
東北企業間連携の姿（OVO生産開始）
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株式会社スガサワ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

山形県寒河江市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

国際認証NadcapやISO22301
を取得し、顧客から高い信頼を受けている
1939年創業者が横浜市に菅沢製機所を創設し、1971年山形誘致企業として工場を
新設し、1981年に同社を設立。海外建機メーカー、航空機産業メーカーと取引実施。国
際認証Nadcap（非破壊検査）
やISO22301（事業継続マネジメントシステム）
を取得す
るとともに、航空機向け材料を海外から直接取引してコスト競争力を高め、国内外の航
空機メーカーから信頼を固めている。最新鋭の製造・検査装置を導入し、生産効率等も
向上させ、航空機関連の売上を着実に伸ばしている。
山形県寒河江市中央工業団地160-2
0237-84-5641／0237-84-5639
http://www.sugasawa.com/jp_top
代表取締役 長谷川 俊雄

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1981年
1,000万円
75人

ものづくり

海外航空機メーカーが求める要求を敏速に対応
従来から油圧機器やディーゼルエンジン部品で海外メーカーと取引があ
り、機械加工企業としては日本初の「保障納入認知工場」を授与されてい

This certificate is granted and awarded by the authority of the Nadcap Management Council to:

Sugasawa Co., Ltd. Sagae New Plant

た。
それに加えて、海外航空機油圧メーカーが求める国際規格認証にも積
極的に取り組み取得するとともに、国際的なコスト競争力確保のため、通常

160-2, Chuokogyodanchi, Sagae-shi
Yamagata, 991-0061
Japan

This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for specific services, as
listed in www.eAuditNet.com on the Qualified Manufacturers List (QML), to the revision in effect at the
time of the audit for:

NonDestructive Testing

商社と通じて材料・部品の調達を行うところ、海外事務所を設立し直接調
達を実施している。
また、各工程を管理する窓口企業の役割を担い、一貫生
産受注体制を確立している。

Certificate Number: 16115185269
Expiration Date: 31 October 2019

Nadcap

日本及び地域のハブ機関としての役割
国内外航空機メーカーが求める一貫生産受注体制対応のため、地域の
モノづくり企業を中心に表面処理企業、熱処理企業、機械加工企業と協力
関係を有しハブ企業としての役割を果たしている。
また、山形県航空機産業地域戦略研究会会員でもあり、
自ら航空機関連
コンサルを招へいした勉強会を開き、航空機産業参画推進を図るなど、地
域企業との連携強化にも積極的に努めている。
専用加工設備

付加価値向上につながる人材育成と事業マネジメントシステム
積極的な人材育成や国際認証取得体制により従業員の半数に及ぶ資格
保有者が在籍し、高い製造能力と設備稼働率等を有する。事業マネジメン
トシステムISO22301（BCMS）
を取得し、
自然災害等のトラブルによる工
場生産停止から復旧まで、原材料調達や特殊工程サプライチェーンも含め
て2週間以内で行えるシステムを構築している。
また、冶具や製造装置を自
社で開発する他、各製品に適した切削ドリルの開発や装置及びドリルなど
の工具のメンテナンスも自社で実施できる体制を確立している。
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Joseph G. Pinto
Executive Vice President and Chief Operating Officer

Performance Review Institute (PRI) | 161 Thorn Hill Road | Warrendale, PA 15086-7527

ISO22301

ケイテック株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

山形県酒田市

需要獲得

ものづくり

燃費・環境・航続距離に優れ、
災害に強い
LPGハイブリッド車を製造・販売
2002年より小松社長が個人事業で自動車整備工具販売を開始。2010年に法人化を
機に、国交省自動車認証整備工場の認可を取得しバイフューエル（LPG&ガソリン）車
製作・販売、
自動車車検・整備・修理・販売を手掛ける。市販のガソリン自動車にLPGタン
クを設置し、LPGを主燃料、
ガソリンをサブ燃料として走行する
「バイフューエルシステ
ム」
を車種別専用開発し、
キット化。
自社製キットを全国の提携販売店に展開することで
同社独自のLPGハイブリッド車の普及を図っている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

山形県酒田市大宮町1丁目4-10
0234-23-5066／0234-23-5082
http://k-techcorp.com/
代表取締役 小松 豊

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2010年
2,000万円
10人

ものづくり

海外にも積極展開
ミャンマーではCNG車からLPガス車に転換することが予想されること
から、2015年、
ミャンマーに合弁会社を設立した。LPGハイブリッド車対応
のキットを輸出して現地整備工場にて施工する計画を立てている。
また、造
船大手の常石造船との共同開発で、
タイの交通機関であるシーロー（軽ト
ラを改造した乗り合いバス）
を電気とLPガスで走行可能な新車両として製
作。
来年早々、
現地で同社のキットの実装と実走行テストを行う予定。
環境に
配慮したLPGハイブリッドの展開により、
新たな海外市場を開拓・獲得する。

シーロー

市販車をローコストでLPGハイブリッド車に
市販車のガソリン車やハイブリッド車にLPG装置を搭載し、LPGハイブ
リッド車に改造することで、CO2は1/10、航続距離は約2倍、燃費4割削減
を実現。
同社では、車種別に適合する専用キットを独自に開発。動力の切り替え
を最適にプログラミング制御することにより、航続距離、経済性、環境性能
を飛躍的に改善するシステムをローコストで提供。
LPGハイブリッド車の構造

災害に強いLPGハイブリッド車
同社のLPGハイブリッド車は走行性能に加え、災害時にも強いというこ
とが評価されている。2014年9月、酒田市役所にトヨタプリウスのLPGハイ
ブリッド車を納車され、
さらに多くの自治体、
行政機関にも導入されている。
その後、同社では平成29年10月に自社でLPガススタンドを設置し災害
時には酒田市にLPガスを供給する災害協定も結んだ。
自動車整備工場が市との災害協定を締結したことは全国でも珍しく、関
係団体・協会などが酒田市を注目をしている。

LPガススタンド
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担い手確保
サービス

青木フルーツホールディングス株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福島県郡山市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

「フルーツ文化の創造」
を理念として、
世
界に日本産フルーツを低コストで提供
同社は、1924年（大正13年）初代青木松吉が郡山駅にてバナナ問屋「青木商店」
を開
業したのが始まり。現社長は開業時の思いを引き継いで「フルーツ文化の創造」の実現
を企業理念とし、
フルーツは健康に欠かせないものであるとの確固たる信念のもと、
フ
ルーツの消費拡大に取り組んでいる。事業内容は、熟度にこだわりおいしさを追求した
フルーツの販売と、
フルーツジュース・フルーツタルトの製造・販売等である。

福島県郡山市八山田五丁目405番地
024-336-1877／024-336-1879
http://aoki-group.com/
代表取締役社長 青木 信博

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1924年
4,500万円
2,329人

サービス

フルーツのおいしさを日本から世界へ、世界から日本へ。
青木フルーツホールディングス株式会社の傘下に、
タイの現地法人とし
てAOKI FRUITS(THAILAND)を設立し海外事業をスタートした。
日本
産フルーツを使ったジュースの販売拠点とすると同時にタイのフルーツを
輸入し、国内チャネルで販売している。具体的には、傘下の事業会社である
株式会社青木商店からタイ現地法人に対して、桃、梨、
ぶどう、柿、
いちご等
の国内産落葉果実をジュースの原材料として輸出し、高品質な日本産フ
ルーツを海外に発信する拠点となることを目指している。

バンコクに海外1号店を出店

福島産フルーツを使ったタルトを提供し地元の観光に寄与
同社が手がける店舗、
フルーツタルト&カフェ
「フルーツピークス」
は季節
ごとの福島県産フルーツを使用したフルーツタルトをJR東日本の企画列車
「フルーティア」
へ提供している。
「フルーティア」
ではカフェ風の車内で福島
のオリジナルスイーツとともに優雅な旅を楽しめる。
このようにJRと連携し
つつ地元の観光産業にも寄与している。
旬の福島産フルーツを使用したタルト

冷凍技術の向上による海外でのフルーツ通年提供を実現
海外において日本産フルーツの優れた品質への認知度がある一方で、価
格が高いことからマーケットの拡大にはつながっていない。
しかし、同社の
冷凍工場は、旬の国産フルーツを大量に瞬間冷凍加工できる技術を有し、
更に、空輸ではなく海上輸送によるコストの低減が図れることから、一年を
通して日本産フルーツの加工品を海外へ提供することが可能となってい
る。同社の提供するフルーツジュースが、海外において生食用の日本産フ
ルーツの需要を喚起し、新しい市場を開拓することを期待している。
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フルーツ冷凍加工の拠点となる本宮工場

株式会社元気アップつちゆ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福島県福島市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

再生可能エネルギーによる地域づくり
高齢者雇用による生きがい創出と地元へ利益還元
東日本大震災と原発事故により被災した土湯温泉町の復興・再生を担う事業主体と
して2012年10月、地元温泉組合と観光協会の出資を受けて設立された地域まちづくり
会社。社訓として
「創意・合意・決意」
を掲げ、温泉街の復興・再生と賑わいの創出を目指
し奮闘を続けている。特に地域資源を活用した再生可能エネルギー事業と温泉熱のカ
スケード利用による養殖事業への取り組みは全国的にも事例が少なく、先進的な取り
組みとして注目され、地域の活性化に大きく貢献を果たしている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

福島県福島市土湯温泉町字下ノ町17
024-594-5037／024-573-1857
http://www.genkiuptcy.jp/
代表取締役社長 加藤 勝一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2012年
2,000万円
21人

サービス

地域資源を活用した再生可能エネルギー事業
バイナリー地熱発電所は約130℃と高温な既存源泉と豊富な湧水を利
用し、発電後の源泉は温泉街に供給され旅館等で利用されている。小水力
発電所は、防災用に設置された砂防堰堤の落差と水量を利用している。
こ
れらは福島市の
「次世代エネルギーパーク」
にも認定され、市内外の方々に
学習機会を提供することで、再エネの特徴や有効性とともにエネルギー問
題への理解促進に寄与している。今後は養殖エビの「釣堀」
や準備中の「地
域限定提供」
など含め継続的に地域経済の活性化に寄与していく。

土湯温泉16号源泉バイナリー発電所

温泉熱のカスケード利用によるエビ養殖事業
バイナリー発電後の熱水を熱交換して27℃の温水を
「安定的に確保」
で
きたことで、化石燃料や電気を使わない省エネ・低コストで効率的な養殖
施設を完成させた。東南アジア原産の「オニテナガエビ（会社の商標として
『つちゆ湯愛（ゆめ）エビ』」の完全養殖（産卵～孵化～育成）
を実施中であ
る。温泉街に
「エビ釣堀」
を開設し賑わいの拠点とし、今後は、高級食材とし
て地域限定で提供する準備を進め、
ここでしか味わえないプレミアムな
「地
域ブランドエビ」
を目指している。

つちゆ湯愛エビ

高齢者雇用による生きがい創出と地元への利益還元
災害により廃業を余儀なくした温泉旅館や空き店舗、住宅などの再利用
に向けた事業展開を積極的に進めている。特に行政と連携を図り、
「都市再
生整備計画事業」
で生まれ変わった
「まちおこしセンター湯楽座」
や公衆浴
場「中之湯」の運営業務を受託し、活性化の拠点づくりに努めている。
さら
には、名産品として
「つちゆ湯愛エビ」の商品化や「ふくしまフルーツ盆゜
地
（ぽんち）酒特区」
による
「どぶろく」
や
「果実酒」
の醸造と販売を計画、
さらな
る交流人口の拡大と地域活性化を目指している。

土湯温泉全景
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須賀川瓦斯株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福島県須賀川市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

福島の地域新電力、
エネルギーの地産地消
自前の電力需給システムによる低コスト運営
LPガス販売、
ガソリンスタンド等の事業を中心として、飲食料品小売、
フィットネスジ
ム等の経営多角化を進めてきたほか、2011年10月から太陽光発電事業に着手。
さら
に、電力の地産地消を進める観点から2016年4月には電力小売事業に参入し、現在は
福島県内外に約7,000件の需要家を抱える。一般社団法人ローカルグッド創生支援機
構の正会員に所属し、東北の電力小売事業者の先駆けとして電力の地産地消の発展に
貢献している。
福島県須賀川市卸町44
0248-75-2188／0248-76-5596
http://www.sukagawagas.co.jp/
代表取締役社長 橋本 直子

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1954年
5,000万円
230人

サービス

電気の地産地消を目指して地域密着型のビジネスを展開
現在は県民の生活基盤となるエネルギー（電気、
ガソリンスタンド、LPガ
ス）
をコア事業として、地域密着型のビジネスを展開している福島県内の遊
休地を活用した91カ所の自社太陽光発電所を建設し、電力小売事業を通
じた地域での経済循環を実現した。
また、葛尾創生電力株式会社の葛尾村
スマートコミュニティ計画等にも参画し、福島県新エネ社会構想の推進に
も貢献している。
小さなお困り事も、懇切丁寧に解決します

低コスト電力の供給
東日本大震災を経て、再生可能エネルギーの重要性を認識し、
いち早く
太陽光発電事業を開始した。県内の再エネによる電力の地産地消に向けて
福島県の再エネ社会構想との連携を図るなど、電力事業による地域の経済
循環を通じて、震災からの復興と地域経済の活性化を目指している。電力
需給管理システムを導入し、
自社で需給管理・顧客管理を行うほか、太陽光
発電所の設置・メンテナンスも自社で専門技術者を抱えることによって低
コストかつ安定した電力を需要家へ供給を行うことが可能となっている。

福島県内に100カ所の設置を目指して

有資格者社員の育成に注力、県と連携し
「健康経営」
を進める
電力事業に必要な各種資格者を社内で育成しており、電気主任技術者3
名及び電気工事士を30数名抱え、太陽光パネルの設置工事など自前で実
施が可能となっている。
また、
日本公衆衛生学会総会において、大手企業と
連携して福島県内企業の
「健康経営」
を進める県の事業に参加するなど、経
営の健康化にも積極的に取り組む。橋本社長は「社員のコミュニケーショ
ンが増え、
メディアでも取り上げられて地域から興味を持ってもらえるよう
になった。今後においても健康への道は終わりではなく、継続に向け社員の
意識を高めることが課題」
と語る。
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社員全員が長く元気で働ける職場づくり

株式会社ひのでや

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

茨城県かすみがうら市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

サツマイモ農家との共存共栄を図りながら
加工品製造・販売で高付加価値化を実現
昭和15年創業の青果物卸売業。取扱品はサツマイモ・ごぼう・れんこん等根菜類が中
心で、
そのうちサツマイモの取引額が8割を占め、生芋の年間仕入量は約1万6千トンと
国内最大を誇る。県内外約350軒の契約農家と取引する他、
自社農場も運営。近年はサ
ツマイモの加工品製造に注力しており、
かすみがうら市とつくば市に加工品の直販店を
出店。
また、海外展開にも意欲的で、一昨年から東南アジアや豪州へ自社製造の生芋や
冷凍焼き芋の出荷を開始している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

茨城県かすみがうら市深谷381‐1
029‐840‐8080／029‐898‐3306
http://hinodeya.biz/
代表取締役 瀧 喜一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1940年
1,000万円
55人

ものづくり

収量全量買付と栽培指導により契約農家の所得向上に貢献
同社で最も売上が多いサツマイモは、各種品種を350軒を超える県内外
の契約農家から買付け。生産者との信頼関係を重視する同社は、原則的に
作付面積収量全量を買付け、単価は出荷組合の価格基準で設定、不作によ
り量が確保できない場合でも農家にペナルティを課さない等、生産者の立
場に立った公平な取引を心掛けている。更に、契約農家に対しては、品質の
高いサツマイモの収量拡大を目指した栽培方法の指導も行い、地域の農業
者の所得向上に貢献している。

高品質な農作物を提供する契約農家の方々

6次産業化・農商工連携により農産品の高付加価値化を推進
年間約1万トン以上のサツマイモを買付・出荷するなかで、必然的に発生
する約2割の規格外品は加工用に活用。
低温貯蔵庫で1年以上熟成し、
糖度
を極限まで高め専用焙煎機で焼き上げた「熟成焼き芋」を始め、各種加工
品を直営店「サンパタータ」
で展開することで、農産品の高付加価値化を実
現している。
また、水戸市の酒造メーカーと共同で、熟成焼き芋を原料に単
式蒸留法で製造した焼酎「美並の恵」
（みなみのめぐみ）
を開発、初年度の
生産本数約6千本がほぼ完売し、人気を集めている。

自社ブランド
「サンパタータ」
の商品

茨城県と連携して
「冷凍焼き芋」
の海外販路開拓を展開
同社は、熟成焼き芋を急速冷凍し長期保存を可能にした「冷凍焼き芋」
の海外販路開拓を開始。茨城県による県産加工品の海外展開支援事業や、
県中小企業振興公社による支援等も活用しながら、東南アジア各国での商
談会・展示会に参加、現地のバイヤーや日本食レストラン等との商談を行っ
た。国内大手ディスカウントストアと提携して、
タイ・シンガポール・豪州等
に製品を出荷、
自然の甘みと手頃な価格が好評で、
シンガポールでの売上
が5年前の1.5～2倍に増加する等の効果が表れている。
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海外販路拡大に向けた展示会への出展

相鐵株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

茨城県日立市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

新たなビジネスモデル
「図面丸ごと受注」
アスリート化／スタジアム化＝働き方改革
相鐵は、昭和39年3月の創業以来、茨城県日立市にて、鋼材加工を行ってきた。
日立市は、
日立鉱山、
日立製作所によって培われた
「ものづくりの町」
であり、鋼材の製
缶、
溶接や機械加工等を行う中小企業が集積する地域特性がある。
相鐵は、創業からの55年間で、鋼材の切断と曲げ加工を行う多種多様な機械設備を
増強、同時に技術を蓄積して、
ものづくりのスタートラインに立つ会社としての存在感を
高めてきた。
茨城県日立市東多賀町5-19-10
0294-33-2005／0294-33-2632
http://www.soutetsu.jp/
代表取締役社長 三村 泰洋

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1971年
3,000万円
48人

ものづくり

図面一式に対応する新たなビジネスモデル「図面丸ごと受注」
従来、鋼材加工業界では、部品図をお客様に支給していただき、
その図面
情報に基づき、
切断等の加工を行うのが一般的な業務範囲であった。
そこから一歩先に進んで、相鐵では5年前から、全体図のバラシ作業から
請け負い、
すべての部品を一括して手配する
「図面丸ごと受注」の取り組み
をスタート。
お客様が図面展開したり、部品図を仕分けして発注先ごとに分
類したりする手間の削減に貢献している。
新しい取り組みとして新聞にも掲載された

モチベーションとブランドを高めるアスリート化／スタジアム化
「相鐵の仕事をスポーツに」
をテーマとして、2014年の創業50周年を契
機として、
相鐵では社員のアスリート化と工場のスタジアム化をスタート。
工場内の5Sを土台として工場外壁にスタジアムサインを掲出したり、
プ
ロスポーツチームのようなロッカールームを整備したり、歩行距離や心拍
数を計測するウエアラブル端末を社員が装着して活動量のデータを表示し
たり等、
モチベーション、
パフォーマンス、
ブランドの向上につながる独自の
仕組み作りを開始している。

事務所2階にある男性ロッカールーム

地域特性を活用したネットワークの構築「ものづくりの日立」
日本有数の企業城下町として知られる日立市が、
いま変わりはじめてい
る。大企業の生産拠点を中心としたこれまでのピラミッド型の事業体系が、
世界的な産業構造の変化、人口減少の急速な進展によって、
ぐらぐらと揺
り動かされている。
そんな中、相鐵は、進取の気性に富んだ地域の中小企業と手をつなぎ、新
しいネットワークを作り出すための取り組みをスタート。設計から材料の切
断、曲げ、製缶、溶接、機械加工、塗装、現地据付等、地域として一貫した製
造工程の構築を進めている。
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本年4月にオープンするホームページ

株式会社足利フラワーリゾート

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

栃木県足利市

需要獲得

ものづくり

高い品質と顧客満足度による集客の増加
行政と一体となり地域活性化に貢献
有料植物園では日本一の入園者数を誇る
「あしかがフラワーパーク」
の運営会社であ
る。最大の目玉は樹齢150年を超える600畳敷の大藤の棚をはじめとした350本を超え
る藤で、
その幻想的な光景を観るため、年間150万人を超える来園者が訪れる。冬のイ
ルミネーションは日本三大イルミネーションに選ばれ、3年連続全国1位の評価を得る
など、人気観光地としても定着。2018年4月にはＪＲ新駅「あしかがフラワーパーク駅」
が開業するなど、行政と一体となり、地域振興を牽引している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

栃木県足利市田中町906-13
0284-71-4688／0284-72-3684
https://www.ashikaga.co.jp
代表取締役社長 早川 公一朗

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1990年
2,500万円
173人

サービス

SNSによる口コミ効果につながる海外旅行会社への営業強化
2014年にCNNが選ぶ「世界の夢の旅行先10カ所」
に日本で唯一選定さ
れた。国内だけでなく国外からも注目を受け、多くの外国人が訪れるように
なった。
これからの人口減少・高齢化社会に対応するために国内だけでなく
アジア、
さらには欧米マーケットからの集客を目指し海外旅行会社への営
業や旅行博への出展を強化。
その結果、団体客およびFIT（個人客）の取り
込み増加に成功し、訪れた外国人旅行者がSNSで発信する口コミが相乗
効果となり、
外国人観光客は年間30万人と爆発的な増加へとつながった。

藤棚

行政との連携および雇用創出による地域経済活性化への貢献
近年のインバウンド需要の取り込みによる大幅な外国人観光客の呼び
込みにより、周辺観光名所の栗田美術館、史跡足利学校などにも注目が高
まり、地元サービス業や観光産業に大きな恩恵をもたらしている。来園者数
の増加にともない、近年採用活動を強化しており、地元の雇用創出に大きく
貢献している。
また、行政やＪＲ並びに地元商工関係者などの尽力の結果、
栃木県内では35年ぶりとなるＪＲ新駅の開業が実現。街づくりの観点で地
域活性化に取り組んでおり、
その貢献度は極めて高い。

あしかがフラワーパーク駅

人材育成とコストパフォーマンスによる顧客満足向上への取組
品質と価格の両面で顧客満足を追求し、
高い顧客満足度を実現するため、
園内のデザインやイルミネーションの企画・施工等まで全て内製化し、競合
他社に比べて競争力の高い入園料を維持している。
植物が綺麗にみえるライ
ティングは植物の専門家だからこそできるもので、
来園者に感動を与える域
にまで演出力やデザイン力を高めるため、
徹底して人材を育成している。
飲食
店や販売店の運営においても施設ブランド向上のため自社ブランド商品お
よびナショナルブランド等とのコラボレーションも積極的に行っている。
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園内イルミネーション

担い手確保
サービス

鳥山畜産食品株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

群馬県渋川市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

赤城牛カレーや群馬県産すき焼きを
用いて
「群馬の牛肉」
を世界に発信
同社は和牛・国産牛の食肉加工・流通販売を行う企業である。
和牛の繁殖・肥育を行う、
グループ企業の有限会社鳥山牧場と連携して、
牛の生産から食肉加工・販売まで一貫し
た事業を行っている。
グループ内での生産管理体制のもと、
霜降りを重視せず、
脂身と赤
身肉の旨味豊かさを追求。
県内生産者を取りまとめ、
「赤城牛」
ブランドの生産流通に取り
組む等、
地域の小規模農家のリーダー的な存在にもなっており、
安定的に高品質な牛肉
を生産する仕組み作り、
ブランド力向上による経営安定化を図っている。
群馬県渋川市渋川1137-12
0279-24-1147／0279-24-4745
http://www.akagi-beef.jp/
代表取締役社長 鳥山 真

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1948年
1,000万円
46人

サービス

和食技法で和牛の様々な部位の美味しさと魅力を世界へ発信
2013年から輸出事業を開始し、現在はＥＵ、
シンガポール、米国に輸出
をしている。全頭または半頭単位で販売することで、海外で人気のロースだ
けでなく、
ももや肩ロース等、和牛の様々な部位を提供している。世界で一
般流通している牛肉と和牛とでは、大きく特徴や扱い方が異なる。
これを克
服するため、和食料理人を世界に派遣し、
日本特有の和牛調理技法をコツ・
ヒントとして紹介。
各国シェフに食べ方とともに食材本来の美味しさを伝え、
その土地の嗜好にあわせた料理として提供してもらう取組を行っている。

取り扱っている和牛商品

旨味の見える化と赤城牛カレーで群馬県産牛肉の販路拡大へ
2015年に地域産業資源活用事業の認定を受け、赤身肉の旨味や柔らか
さのデータを用いて、消費者の嗜好別に牛精肉を生産販売する体制を確立
した。地域の小規模畜産農家と肉牛生産技術やノウハウを共有することに
より、
地域企業の経営力向上に寄与している。
また、赤城牛を家庭で手軽に食べて欲しいという思いから、赤城牛のレト
ルトカレーを開発。2016年にはカレー大賞において、全国約2千種類のご
当地カレーの中から3位に選ばれた。現在は年間38万食を販売している。

全国３位の赤城牛カレー

GUNMA SUKIYAKIプロジェクトで中心的役割
群馬県は、和牛、
こんにゃく、下仁田ネギ等、
すき焼きに必要な食材を地
元産でまかなえる
「すき焼き自給率100%」の県である。2014年には県が
「すき焼き応援県」
を宣言し、全県を上げて普及活動に取り組んでいる。
2018年度のJAPANブランド育成支援事業に採択された「GUNMA
SUKIYAKI輸出推進プロジェクト」
では、同社を中心に県内企業や県支援
機関が一体となって、
すき焼きを通じた群馬県産品のプロモーションを行
い、
海外の販路開拓に取組んでいる。

地元食材を用いたすき焼き料理
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株式会社田園プラザ川場

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

群馬県利根郡川場村

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

全国屈指の人気を誇る道の駅の運営と
特産品開発で、地域経済活性化に貢献
同社は平成5年に開業、川場村が株式資本60%を持つ第三セクター方式で運営され
ている。道の駅「川場田園プラザ」
を運営し、
「川場村のブランド化」
を戦略とした事業展
開を図っている。地元の新鮮野菜・果物が買えるファーマーズマーケットや、地元食材を
使用したレストラン、パン工房、
ビール工房、
カフェや日帰り温泉等がある。年間来訪者
数180万人（平成27年度）
と、全国トップクラスの人気を誇る道の駅で、国土交通省の
「全国モデル道の駅」
にも選定された。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

群馬県利根郡川場村萩室385
0278‐52‐3711／0278‐52‐3713
https://www.denenplaza.co.jp/
代表取締役 永井 彰一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1993年
9,000万円
40人

サービス

観光客の取込みにより、地域経済の活性化に大きく貢献
それまで著名な観光地が無かった川場村において、
同社が運営する道の
駅を目的とする観光客の取込みにより、地域経済の活性化に大きく貢献し
ている。川場村の名物である生乳を活用したフレッシュチーズを開発して、
生産者の収益向上に寄与。生乳加工品については、川場村がふるさと名物
応援宣言を実施済で、地域を挙げた取組みの旗振り役にもなっている。
ま
た、道の駅で開催されるファーマーズマーケットには、村内農家の9割以上
が参加、
農産物の消費・販路の拡大や農地の遊休化防止に繋がっている。

農産品販売所「ファーマーズマーケット」

特産品開発に取組み、地域の付加価値向上に寄与
川場村産品を活用した特産品開発に積極的に取組むことで、
自社のみな
らず地域の付加価値向上に寄与している。現在実施中のフレッシュチーズ
の開発の中で、生乳生産者と連携（農商工等連携）
を行うことで、
それまで
他地域の生乳と混合されて流通していた川場村産生乳のブランド価値を向
上させるとともに、村内生乳の流通ルートを確立した。
また、本場イタリア
の専門家によるアドバイスにより、生乳の品質向上および本場のフレッ
シュチーズ生産をすることで、付加価値の高い商品開発に取組んでいる。

地元産生乳を使った
「フレッシュチーズ」

海外市場への展開も積極的に取組み
同社の開発・販売するクラフトビールについては、
アメリカ向けの輸出需
要が非常に高まっている。同社は、社長が川場村村長と地元の同級生で気
心の知れた仲ということもあり、経済産業省や農林水産省の支援策も有効
に活用しながら、設備投資や商品開発を積極的かつ効率的に進めてきた
が、足許ではクラフトビール工場が、国内需要増による充填設備のキャパシ
ティに限界がきていることもあり、海外需要への対応も視野に、第二工場の
建設を検討しているところである。

地ビール
「川場ビールヴァイツェン」

187

株式会社ロブストス

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

群馬県太田市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

農業機械のカスタマイズや廃番部品の修復
農業者のさまざまな課題解決に貢献
農業者の営農条件に合わせた農業機械のカスタマイズや廃番になった部品の修復を
全国から
「特注対応」
で請け負っている企業である。
これらは農機メーカーが対応しづら
い農業者の確かなニーズであり、農作業の効率化や農業経営の安定化に貢献している。
ファブレスで企画設計に特化し、金属加工業社とのネットワークを活かすことで、農機
部品特注加工のハブ企業となり地域に新たなビジネスを提供している。

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

群馬県太田市大原町2283-3
050-3413-7771／050-3413-7771
―
代表取締役 高垣 達郎

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需
要
獲
得

2011年
10万円
4人

も
の
づ
く
り

低コストで短納期な単品部品の修復ならびにカスタマイズ対応
農業者が農機メーカーに対して在庫切れの部品を依頼した場合、
「廃番
で部品が提供できない」
「新たに製造するため納期が数か月かかる」
「1点で
は製造できない」等の回答が返ってくるとのことである。
しかしながら、同社
では、純正品と同等またはそれ以上の品質で複製および現物を活かした修
復を行い、1点で、可能な限り低コスト・短納期で対応している。例えば、農
機メーカーに依頼した場合、納期3ヶ月・価格30万円という廃番部品を、同
社は納期8営業日・価格5万円で修復作業を行うなど、多数実績がある。

複製した廃番のフロントアクスルスパイダ

地域の金属加工業社とのネットワーク活用と地域経済の活性化
同社が拠点を置く地域には小規模な金属加工業社が集積している。
同社
はこれら加工業社100社以上とネットワークを構築し、案件に応じて、最適
な加工業社に発注を行う。中小製造業の多くは大手企業のコスト削減に
よって採算状況が悪化の傾向にある。
しかし、
同社からの依頼は単品生産対
応であり、コストダウンの要求はほぼ行われない。加工条件を考慮した設
計、鋼材の支給、加工前の下準備、加工後の速やかな引取、迅速な現金支払
などを徹底し、
現場目線で地域経済の活性化に寄与している。

協力工場と密に意見交換を重ねる毎日

特許商品の海外展開計画と災害・人命救助用重機への活用
同社が開発した積雪地域における林業用重機ゴムクローラ滑り止めチェ
インは、着脱性、制動性、耐久性に優れているため、国内と国際特許を申請
中である。現在は海外での販売実績は無いが、林業用重機メーカーと協力
して、北米や北欧市場への展開も計画中である。
なお、
当商品は適応するゴ
ムクローラであればキャリアダンプやショベルローダ等に同様に使用でき
る。
そのため、積雪地域で災害が発生した場合など、災害・人命救助用重機
として機動力を大いに発揮することが期待されている。

現場の意見を聞き、現在も改良を続ける
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伊田繊維株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

群馬県桐生市

需要獲得

ものづくり

伝統を守りながら現代に合う製品を開発し、
高品質な製品を国内外に提供
同社は、
1963年に創業して以来、
各種繊維用品を製造しながら、
作務衣と甚平に需要
を見出して製造・販売をしている。
「和粋庵」、
「IKISUGATA」
の2ブランドを展開し、作務
衣の製品ラインナップは日本一を誇る。高品質・国内生産にこだわり、機能性とデザイン
性を兼ね備えた製品の製造や、伝統を守りながらも、現代に馴染む製品の開発を行い、
作務衣で過ごす
「作務衣生活」
を提案している。
また、作務衣の製造メーカーとしては、
唯一作務衣ブティックを運営しており、
日本一のラインナップを誇っている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

群馬県桐生市境野町6丁目429番地の1 ● 設立
0277-44-9084／0277-44-9087
● 資本金
https://idaseni.com/
● 従業員数
代表取締役 伊田 茂

1963年
2,000万円
20人

ものづくり

高品質・国内生産にこだわった作務衣が海外で人気を集める
作務衣は、
日本文化を象徴する衣装として、
またその機能性の高さから、
外国人に非常に喜ばれている。高品質な国内生産にこだわった同社の作務
衣は、厳しい品質基準をクリアし、動きやすく頑丈で、着心地がよいことか
ら、
「くつろぎ着」
として広く一般に愛用されている。近年では、
ホテルや旅館
のお客様の部屋着、従業員の制服としても注目されている。
また、海外向け
のインターネット販売サイトを展開し、海外在住の日本人や外国人の需要も
取込み、
海外での同社の認知度を向上させている。

同社の作務衣

歴史ある繊維産業地の技術を結集した高品質な製品を全国へ
同社のある群馬県桐生市は「西の西陣、東の桐生」
と称され、古くから繊
維産業が栄え、現在も繊維製品製造ノウハウを有する企業が集積する。同
社の製品は、
デザイン性や機能性を高めるために各種後加工が必要な為、
染色、整理、刺繍等を市内の協力工場に外注している。近い距離の中で、高
い繊維技術を結集して製造できるため、早急かつ品質の高い対応が可能と
なっている。平成29年度には、地域産業資源活用事業計画の認定を受け、
新たな製品開発と販路開拓を進めている。

作務衣の製造過程

伝統とモダンの融合で、需要を喚起
同社では、伝統を守りつつも、現代に馴染む製品開発を行っている。伝統
ある日本の織物産地に作務衣用生地を発注し、様々なシーンに使える作務
衣を製造しており、製品ラインナップは日本一である。名入れ刺繍やカスタ
マイズを行い、業務用にもオリジナル作務衣を製作する。
デニム素材を使用
し現代に合った作務衣の開発や、靴ブランドの（株）
リーガルコーポレー
ションと協同で開発した作務衣に合う靴等を製造し、全身コーディネート
の提案を広い世代に訴求して、新規ファン層を得ている。
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作務衣シューズ

担い手確保
サービス

株式会社岡田製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

群馬県館林市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

国内トップシェアのプラントメーカー
東南アジアでの事業化も進行中
同社は、創業以来60年以上にわたり、
プラントメーカーとして、有機質産業廃棄物を
堆肥化し、資源を循環させることに取組んでいる。我が国の堆肥化技術は先進国を含む
世界各国に比べても進んでおり、同社はその国内市場でトップシェアを誇る。近年では、
バイオガスのメタン発酵・発電装置なども手掛けるほか、
リサイクル技術が発達していな
い東南アジアに事業展開している。2018年8月にはフィリピンで現地法人を設立、
さら
にベトナム、
マレーシアにおける事業計画が進行中である。
群馬県館林市近藤町318番地の2
（館林金属工業団地内）
● 電話／FAX 0276-74-3838／0276-74-5818
● URL
http://www.okadass.com
● 代表者
代表取締役 鈴木 郁男

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地

1967年
2,500万円
37人

ものづくり

地域課題である生ごみ処理解決を通じ、東南アジアで事業展開
東南アジアは経済発展に伴ってごみ問題が深刻化している。
ごみ処理需要
の拡大を見込んだ事業展開を計画している。
フィリピンではJICAの
「普及・実
証事業」
の採択を受け、
ルソン島南東部のレガスピで日量10トンの生ごみを
処理できる施設を設置。
現地法人を設立している。
ベトナムでもホーチミン近
郊の肥料会社とプラントを設置する予定である。
肥料として主に使用されて
きた鶏ふんが禁止されたため、
ベトナムではそれに代わる有機肥料の需要が
高まっている。
今後の事業展開を見据え、
ベトナム人正社員を採用済である。

ルソン島レガスピにある生ごみ処理施設

海外展開事例として地域に貢献、人材育成への取組み
同社所在の館林金属工業団地（13社）
は、金属加工業専用団地として積
極的に企業誘致を行っている。団地組合副理事長会社として、海外展開を
実現した同社は、工業団地のPRに貢献している。
また群馬県は海外ビジネ
スを目指す企業の支援を行なっているため、同社は県内企業の海外進出モ
デルケースとしても貢献している。他にも、毎年、地元大学からインターン生
を受け入れている。地域の将来を担う人材の育成だけでなく、外部者の視
点を社内に取り入れ、気づきにつなげることを目的とした取組みである。

地元大学インターン生との作業風景

自社製品のアフターサービスとコンサルテーションにも対応
「創意工夫を信条に地球環境にやさしいすぐれた製品で社会に貢献する」
という経営理念の通り、環境問題には一層、真剣に取組んでいる。顧客の要
望には、
出来る限り、迅速に、
フレキシブルに対応している。製品メンテナン
ス要員が10名程度、
社内に常駐しており、
国内各地の販売店と連携すること
で、
そのような対応を可能にしている。栃木県茂木町の有機物リサイクルセ
ンター
「美土里館」
における
「高品質堆肥発酵撹拌処理プラント」
導入実績を
もとに、
堆肥コンサルタントとして顧客にアドバイスすることも行っている。
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同社が栃木県茂木町「美土里館」に導入し
たプラント

株式会社コモテック

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

埼玉県春日部市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ディーゼルエンジンの排ガス低減技術で開発
独自の黒煙除去装置DFPを新市場へ展開
1996年創業の排ガス低減装置の設計・開発・製造・販売。創業当初よりディーゼルエ
ンジンの排ガス
（黒煙やPM等）
を削減する黒煙除去装置
（DPF）
が主力製品。
2003年に首都圏の「ディーゼル車規制」が開始され、消防車、警察車両、公営バス等
約3000台以上に採用。
その後新たな市場開拓を行い、
レンタル建機向け市場等でトッ
プシェアを誇り、更に非常用発電機の黒煙対策にも対応。現在は海外の大気汚染課題
の解決を目指しモンゴル・台湾での展開を開始。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

埼玉県春日部市南栄町13-17
048-797-7197／048-797-7198
http://www.comotec.co.jp/
代表取締役 小森正憲

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1996年
1,000万円
8人

ものづくり

黒煙除去率99.9%ディーゼルエンジン用黒煙除去装置
同社のカセット式黒煙除去装置（製品名モコビーCT）
は、
ディーゼルエン
ジンから排出される黒煙の99.9%、PM2.5の90%以上を除去可能な日本
で唯一の製品。炭化珪素製セラミックを使用したフィルタは、
シンプルな構
造で目詰まりや故障の心配がなく半永久的に使用でき、更に廃車する車両
から取り外してリサイクルも可能。
またあらゆる条件（高硫黄軽油、黒煙発
生量過大等）、
あらゆる機種（車両、建設機械、発電機等）
にも使用でき汎用
性が高いことから黒煙対策市場で独占的な地位を築いている。

ディーゼル車両に加え建設機械や発電機など新市場を開拓

カセット式黒煙除去装置「モコビー」

フォークリフト搭載例
「モコビーCT1」
コマツFD35AT-16

建設現場で稼働する建設機械の黒煙対策として大手建機レンタル会社
と組み、簡単に取付け可能な専用DPF市場を開拓。
また消防法で義務付け
られている非常用発電機始動時の黒煙対策用に非常用発電機メーカと組
み専用DPFを販売。
これにより、建機レンタル会社、発電機メーカが持つ幅
広い顧客へのアプローチを実現した。
同社製品の特徴を最大限に活かした
もので、他社製品では実現できないモデルのため、現在は2つの新市場での
シェアを独占している。

フォークリフトに直ぐに取り付け効果発揮

大気汚染問題を抱えるモンゴル、台湾など海外への展開

ディーゼル車からの

モンゴル国ウランバートル市の大気汚染改善のためJIC A中小企業海外
展開支援事業「ディーゼル路線バスのDPFによる黒煙低減計画に関する普
及・実証事業（契約期間：2017年11月～2019年9月）」
でウランバートル市
の路線バス24台にDPFを搭載し実証事業を実施中。同国省庁や同市から
本製品への高い期待が寄せられ先方で予算化検討中。
また台湾企業と
「販

Ｆ1008261519

売代理店契約」
「技術移転契約」を締結。現在台湾環境省へ申請書類を準
備中で、
認可が下り次第DPFの輸出を開始予定。

大型路線バス（モンゴル）／モコビーCT3
ウランバートル市でバス24台が走行開始
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株式会社ベンチャーウイスキー
埼玉県秩父市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

地元秩父の原料や気候を活用し、
世界で
高く評価される高品質なウイスキーを製造
日本国内唯一のウイスキー専業メーカーとして、2008年に秩父蒸溜所を設立。秩父
の山あいにウイスキー蒸溜所を構え、秩父の質のよい水、気候の寒暖差などを利用し、
高品質で個性的な味わいを楽しめる
「シングルモルト」
を軸にウイスキーを製造する。
ま
た、樽工場を保有し、樽の修理、生産も行う。同社の現有生産能力は年間90,000リット
ルであるが、高級志向のバーやホテルのラウンジ、百貨店等を中心に国内・外ともに販
路を拡大中であり、市場で常に品薄状態が続いている。

需要獲得

● 所在地
埼玉県秩父市みどりが丘49番
● 設立
● 電話／FAX 0494-62-4601／0494-53-9719
● 資本金
● URL
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / ● 従業員数
ChichibuDistillery
● 代表者
代表取締役社長 肥土 伊知郎

2004年
4,100万円
23人

ものづくり

海外からも高評価で、海外への販売が売上の半分を占める
ウイスキーの製造は気温や温度、天気等によって味が大きく左右される
が、
同社は高品質なウイスキーを安定して製造する高い技術を有している。
温度管理の難しい直火加熱方式のポットスチルも新たに導入し、商品の幅
を広げる計画である。
また、品質のみならず、
ブレンディング技術も高く評価
され、世界で最も権威あるウイスキー品評会「ワールド・ウイスキー・アワー
ド」
で2年連続で世界最高賞を受賞。
「イチローズモルト」
ブランドとして海
外のファンも多く、海外への販売が製品売上の半分を占めている。

秩父蒸溜所

「メイドイン秩父」
のオリジナルウイスキーで世界に
同社では、主原料の大麦は海外から輸入しているが、地元秩父で栽培し
た大麦を活用した新しいウイスキーの開発も行っている。
この開発では、地
元農家に大麦の生産を依頼し、数年前から仕込みに使用しており、すでに
樽の中で熟成されている。秩父産の大麦、秩父産のミズナラを使った貯蔵
樽、荒川水系の秩父の軟水を使った「メイドイン秩父」のウイスキーで、地
域に根ざしたウイスキー造りを行い、顧客ニーズに応え、他社ではまねので
きない価値を提供することで、世界に事業展開を進めていく。

同社生産のイチローズモルト

秩父の気候を活かした製法でウイスキーの付加価値を生む
ウイスキーは、10年物、20年物、30年物と熟成年数が伸びるほど、付加
価値が高まる製品である。
同社では、地面を土にするなど昔ながらのスタイ
ルを用いて、秩父の自然環境を生かした貯蔵庫を建設している。秩父の気
候の特徴である大きな寒暖差を活用することで、貯蔵庫の地面側と天井側
での温度差により個性の異なるウイスキーを生産することも可能である。
加えて、同社の安定した生産技術力で長期間の熟成を行い、高い付加価値
を生み出している。

付加価値を生むウイスキーの貯蔵庫
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ヨシザワLA株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

千葉県柏市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

多様な社会ニーズに対応した製品開発や
医工連携で地域経済の活性化に貢献
創立102年を迎えたニッチトップ鉛加工メーカー。大手ゼネコンや医療機関を始め、
270を超える取引先と域内外取引をしており、名実ともに地域経済を牽引している中核
企業である。事業の中心は、鉛製品製造販売、医療向け遮蔽機器製作、放射線遮蔽設備
機器設計・製作をはじめとする鉛の二次加工。原子力関連、放射線医療分野の設備・機
器、電子線照射装置等、
どの分野においても卓越した技術を持つ。常に我が国の社会基
盤を支える企業として、幅広い分野において事業展開を図っている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

千葉県柏市新十余二17番地1
04-7131-4121／04-7132-2063
http://www.yoshizawa-la.co.jp/
代表取締役社長 佐久本 明

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1917年
5,000万円
69人

ものづくり

多様な社会ニーズに対応する積極的な製品開発
同社は、創業から100年以上に渡って蓄積してきた技術により、放射線の
遮蔽材、建築物の免震装置、遮音材等、幅広く多様な製品を製造している。
高い鉛加工技術と積極的な研究開発により、鉛の優れた特性を組み合わ
せ、社会のニーズに対応した高品質・高付加価値製品の用途開発を継続的
に行っている。最近では、核医学のRI画像診断装置の検出器部分に使用さ
れる高精度の「鉛コリメータ」
を開発。千葉県内の中小企業が開発・製造す
る優れた工業製品として
「千葉ものづくり製品認定」
を受賞している。

千葉ものづくり認定製品の
「鉛コリメータ」

医工連携等、地域特性を活かして地域の活性化に貢献
高いポテンシャルを持つ医工連携関連機関のニーズにマッチした製品を
開発し、
「医療・バイオ・新素材を中心に新たなものづくりを進める産学官連
携拠点と連携した医工連携の促進」を掲げる柏市の地域特性に合った事
業を展開。JIS認証の
「鉛板」
は、全国の医療施設にあるX線CT室や手術室、
PET/CTなどの遮蔽壁材に使用され、国立がん研究センター、市内医療機
関等多数の機関に導入されている。
これらの実績により同社は、地域特性
を活用する企業のモデルとして地域経済の活性化に貢献している。

柔軟性、加工性、耐食性に優れた
「鉛板」

独自の人材育成と技能伝承で業界の発展に貢献
同社は、独自の資格制度を導入し、積極的に若手職人の人材育成に取組
むことで、減少傾向にある熟練技術者「鉛工職人」
を育成している。
この取
組みにより、鉛加工業界に万延する人材の確保・育成の課題を解決。業界
の発展に寄与している。
また、業界の組合理事長を務める社長の人脈を活
用し、他の鉛団体や経済産業省との交流促進にも注力。地域の事業者には
工場見学等で、鉛工職人不足に対する育成や技能伝承の必要性等、鉛加工
業界の現状と課題について説明している。

「鉛工職人」
による鉛の溶接技術
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株式会社フジタ医科器械

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都文京区

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

医学界との共同開発で医師ニーズを具現化
グローバル社員の採用で海外市場を開拓
医療機器の製造・販売も行う医療専門総合商社。約50年前に医療用消耗品等を販売
する商社として創業し、
1985年からは脳神経外科用の医療機器の製品開発、
製造・販売
も開始。現在では、国内シェア34%と高評価を得ている。
さらに、医学界と共同研究開発
を手掛けるなどにより、医師のニーズの把握に努め、脳神経外科以外の新分野への事業
展開も図っている。
また、新たに市場開拓部を立ち上げ外国人材を登用するなど、海外
展開も積極的に進めている。
東京都文京区本郷3丁目6番1号
03-3815-8810／03-3815-7620
http://www.fujitaika.co.jp/
代表取締役 前多 宏信

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1972年
7,900万円
75人

ものづくり

顧客ニーズに的確に対応して領域を拡大する精密医療機器開発
1mm以下の高精度が求められる脳神経外科分野において、医師や大学
等と連携しながら、医師医療機器を開発・製造している。標準品に加え、各
医師の個別ニーズやアイデアにもきめ細かく対応することにより、高い評価
と信頼を得ている。医療機器市場には、医療分野毎の高い専門性という
ハードルがあるが、
脳神経外科分野で培ってきた人的ネットワークを活用し
て、2015年から脳神経外科以外の分野に事業展開を開始し、既に大腸肛
門外科や救急救命、
リハビリ等の分野で製品開発成果をあげている。

スマートデバイス対応型医療機器

機器開発に向けた協力企業等との幅広いネット―ワーク形成
同社は、販売する医療機器の製造や安全性試験については協業企業に
外注して実施するファブレス企業である。医療機器関係の集積地として有
名な東京都文京区本郷にある30社以上の地域企業と常に取引を行う等、
地域経済の盛り上げ役という顔も有する。
こうした、創業以来蓄積した全国
の医師、医療機関、大学、
ものづくり企業、産業支援機関等とのネットワーク
を活用して、協業・連携することにより、他社・他組織の優れた技術・知見も
活用した医療機器開発のオープンイノベーションに取組んでいる。

AMED医工連携事業化推進事業開発風景

海外ニーズを的確に捉えた本格的な海外展開も開始
海外展開を見据えた市場調査を2017年に終了し、2018年に市場開拓
部を新設し、外国人社員を2名登用して、海外展開を本格的に開始してい
る。医療機器の海外展開においては、各国の薬事規制への対応が重要であ
るので、社長が自ら現地に赴き、現地の状況を確認した上で、参加する展示
会や学会等を決定し、情報収集している。現在は、東南アジアや欧州、
アメリ
カ、
ロシア等の展示会や国際学会に参加しているが、既に、
いくつかの案件
で共同研究の引き合い等を得ている。

海外人材の登用と海外展示会への参加
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株式会社日本テレソフト

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都千代田区

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

点字と墨字を同時印刷できる製品を保有
健常者と障害者をつなぎ福祉貢献が大きい
福祉機器の製造、販売とコンピューターソフトの受託開発を中心とする事業を展開し
ている。
福祉分野では点字プリンター、
点字ディスプレイのハードと関連する点字用ソフ
トの開発を行い、製品は東京都ベンチャー技術大賞や中小企業製品賞を受けるなど高
い技術力が認められている。
ソフト開発では地図システム、水力ダムの管理システムなど
先進的なソフト開発を行っている。

需要獲得

● 所在地

ものづくり

東京都千代田区麹町1-8-1
● 設立
半蔵門MKビル1階
● 資本金
● 電話／FAX 03-3264-0800／03-3264-0880
● 従業員数
● URL
http://www.nippontelesoft.com/
company.html
● 代表者
代表取締役 金子 秀明

1986年
4,260万円
12人

国際機関にも認められたソフト開発力による幅広い海外展開
アメリカ、
ドイツで毎年開催される
「視覚障害者支援機器」
の展示会に10
年以上連続して参加し、
点字プリンターなどの商品の紹介とともに販売網の
構築を続けてきた。現在、欧米、
アジア等に約30の代理店を持ち、各国対応
の点字ソフト等を開発し、
製品の向上を図っている。
世界100の言語・地域語
に対応し、
点字・墨字の同時印刷点字プリンタ―は世界唯一の商品で高い人
気がある。
2017年9月には世界保健機構WHO指定の福祉機器開発会社に
も選定され、
今後世界規模で点字分野における技術開発を促進していく。

筑波技術大学でのICT見学

メイドイン熊本を世界にアピールする地域連携
点字プリンターを製造している熊本工場では、約300点に上る関連部材
のうち、一部の電子部品などを除き価格にして約7割を地元から購入してい
る。国立熊本高等専門学校、中小機構九州の支援を受け、製品の性能向上
に取り組んでいる。小ロットの生産のため非効率な部材の購入であるが、福
祉機器への協力ということで、地元企業の協力により、部材の供給などもス

点字プリンター

ムーズに実施できている。熊本地震により損傷を受けた際には、最終過程に
あったセルビア向け製品をボランティアの協力や、輸送も業者の特別な配
慮により福岡で受け入れられ、
出荷できた。

ベトナムでの経験を活かした新機能の開発と製品化
現在ベトナムで実施中のJICA普及・実証事業を通じ、
ベトナムを含めた途上
国においては点字専用用紙が入手し難く、
これら用紙の確保にもコストがかか
ることが判明した。
この経験から、
国立熊本高等専門学校や中小機構九州の支
援を受け、
点字プリンターの単票用紙自動紙送り機能
（ADF）
を製品化した。
本
機能は単票用紙が使用できるため、
開発途上国などの点字専用用紙の入手が
困難な国においても導入しやすく、
コストの低廉化も可能な仕様となっている。
DOG MULTI ADF（ドッグ マルチ ADF）
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株式会社ケーエムエフ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都港区

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

国内トップの鋼製型枠総合メーカー
海外需要の獲得を目指しインドネシアに進出
1968年に先代社長が創業した国内トップの建築・土木向けプレキャストコンクリー
ト用鋼製型枠の総合メーカー。鋼製型枠製造会社は中小企業が多く、対応分野が限定
的な専門メーカーが多い中、同社は全てのプレキャストコンクリートに対応可能な鋼製
型枠を提供できる、国内トップシェアの会社。
中でも、下水道や貯水槽等の治水施設、高
速道路の防護柵、床版、路面排水浄化桝等の大型製品向の鋼製型枠製造を最も得意と
しており、高度な設計・製造技術により、顧客の信頼を獲得している。
東京都港区芝公園2-9-5
03-3434-0321／03-3434-0323
http://www.kmf.co.jp
代表取締役社長 小島 浩光

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1968年
16,640万円
170人

ものづくり

インドネシアでの製造・販売事業への進出
将来的な国内市場の縮小に備え、事業継続と成長のため、
ジェトロの専
門家事業支援を受けて、2014年からインドネシア市場の調査と需要発掘
に取り組んだ。
この結果、同国ではODA事業を始めとした建設工事の多様
化・短期化が急速に進んでおり、
プレキャストコンクリート用鋼製型枠の需
要が拡大していることが確認できた。
これを踏まえ、同社は2017年11月に
現地パートナーとの合弁で販売会社を設立して営業を開始、2018年12月
には製造会社も設立し、現地での製造・販売事業に進出した。

PT. Kojima Metal Form Indonesia

大曲工場の新設と花泉工場での新規雇用継続、自然環境保護
2017年に秋田県大仙市に大曲工場を新設し秋田県の地域経済活性化、
雇用創出に貢献しているほか、岩手県花泉工場では例年数名の地元学生
を継続的に新規雇用している。花泉工場は、地域に開かれた環境に優しい
優良緑化工場として、2003年に
「全国花のまちづくりコンクール」
で国土交
通大臣表彰を受賞、2004年に
「優良緑化工場（工場部門）」
として経済産業
大臣表彰、2012年には「みどりの式典」
で緑化推進運動功労者として内閣
総理大臣賞を受賞する等、
自然環境の保護にも貢献している。

「庭園の中の工場」花泉工場

最新のCAD設計技術による高精度・高品質の鋼製型枠製品
近年のコンクリート製品の意匠は進化しており、取付工程の合理化も進
んでいる。
このため、
コンクリート製品用の鋼製型枠は形状が複雑であり、
その形状検討にはコンピュータでのシミュレーションが不可欠となってい
る。同社は卓越した技術とノウハウにより、先進のCAD技術と最新のコン
ピュータ支援型の加工機械を駆使し、精度・品質を兼ね備えた付加価値の
高い製品を製造している。
精度・品質を兼ね備えた高付加価値製品
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おかもとポンプ株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都荒川区

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

ポンプ分野のニッチ市場を開拓した老舗
アフターサービスと技術開発で海外展開も
創業101年目を迎える深井戸水中モータポンプ製品の老舗メーカーである。各種井
戸用ポンプ製品の製造、据付、
メンテナンス等を手掛ける。温泉用ポンプを中心に、使用
環境に応じた水中ポンプのスペシャリストとして、温泉施設、公共施設（防災用）
など、
用
途に合ったオーダーメイドの製品を提供している。
また、ODAを通じて、新興国の水イン
フラ整備にも積極的に取組んでおり、無電源地域でも使用可能な
「ソーラーポンプシス
テム」
の開発を契機に、
より一層の海外展開を進めている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

東京都荒川区南千住7-15-27
03-3803-4511／03-3803-4514
http://okamoto-pump.co.jp
代表取締役 岡本 直司

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1918年
1,400万円
38人

ものづくり

顧客毎のカスタマイズ型ポンプが必要なニッチ市場を開拓
同社の5代目現社長は、事業承継時に自社の資産・強みや市場を分析し、
注力する事業分野として、温泉ポンプ市場を選定した。温泉用ポンプは、温
泉が含む特殊成分が様々であるため、顧客毎に異なる耐食・耐熱・耐久性
等の仕様が要求されるオーダーメイド製品である。
さらに設置後も、顧客に
より、泉質や使用状況などが異なるため、温度、
ガス、腐食等の多様な条件
に応じた細かなメンテナンス対応が必要となる、非常に手がかかり大手企
業が参入しにくいニッチな市場を形成している。

本社工場外観および工場出荷前ポンプ

きめ細かなアフターサービス体制で顧客との関係を強化
顧客毎のきめ細かなメンテナンス対応は、同社の強みの一つである。同
社では、従業員を採用後、
まずは生産や工事の現場に配属し、
自社商品や
利用現場に関する知識・経験を積ませた後に、営業部へ異動させる。
この取
組みにより、同社営業マンは、
自社製品と顧客事情を熟知し、
自身で保全・
修理にも対応できる技術力を身につけ、迅速・柔軟なアフターサービスによ
り、顧客からの高い信頼を獲得している。
また、
メンテナンス対応を通じて
蓄積したノウハウは、新製品・サービスの開発にも反映・活用している。

水深630mの温泉ポンプの入替工事

ODA活動や新開発技術を利用して、
さらなる海外展開へ
日本とは桁違いの大型ポンプへの需要が大きい中国のポンプ市場には、
2015年に設けた現地法人でポンプを生産して対応している。
インフラが未
整備な新興国の市場には、ODA活動への参加を通じて40年にわたり取組
んできた。近年ではアフリカなどの無電源地域へ、水中ポンプと手押しポン
プを一本の同軸で併設し、水中ポンプの電源をソーラー電池パネルから、
電源が使えない場合には手押しポンプとして使用できる
「タンデム式ソー
ラーポンプシステム」
を活用して事業拡大を図る計画をしている。
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エチオピア向けの草の根無償案件に採用

株式会社凪スピリッツ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都新宿区

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

試行錯誤してたどり着いた煮干しラーメンを基軸に、
食を通じ、
世界に幸せを届ける
新宿歌舞伎町ゴールデン街の小さな一角から創業、365日日替わりの創作麺など研
究を積み重ね、
たどり着いたのが煮干をそのままかじるような強烈な煮干ラーメン。東
京ウォーカーの
「年間うまいラーメングランプリ」
で総合優勝する等、
数々の賞を受賞。
現在は
『すごい煮干ラーメン凪』
と
『ラーメン凪 豚王』
の2ブランドを運営しつつ、
「ラー
メンを通じて世界中に笑顔を届けたい」
との思いから、同業他社の支援（飲食事業のコ
ンサルティング、商品及び、食材の開発・製造・販売）
を行う。
東京都新宿区西新宿7-17-6
第三和幸ビル3階A
● 電話／FAX 03-6304-0399／03-6304-0041
● URL
http://nagispirits.com/
● 代表者
代表取締役 生田 智志

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地

2004年
500万円
230人

サービス

独自の製法と配合で雑味のないクリアな出汁を実現
煮干しから出汁を取る場合、
はらわたを除いた方が良い出汁が出ると言
われている。
これは、煮干しの内臓から苦み等の雑味が出汁に抽出されてし
まうためである。煮干しを多量に使用する飲食店では、
その手間から殆ど実
施されていないのが現状である。
同社では、月間5トン以上も煮干しを使用するにもかかわらず、
メニュー
によっては手間暇を惜しまず煮干しのはらわたを1匹1匹手作業で取り除
く。
このような独自の製法と配合で雑味のないクリアな出汁を実現、他社に
はない高付加価値のメニューを提供している。

20種類以上の厳選した煮干を独自ブレンド

地産地消で地域活性化とフードマイレージオフ
煮干しラーメンブランドの「ラーメン凪」
では、20種類以上の煮干しを使
用している。
その煮干しの調達にあたっては、生産地を訪問して生産者と向
き合い、共に学び、絶えず「本物」
を見極めている。
また、漁家集落に安定的
な仕入を約束することで、現地の雇用の創出と収益の獲得に寄与してい
る。加えて、積極的に
「地場産」
を取り入れることにより、物流に伴い発生す
るフードマイレージを抑える取組も行っている。
生産地を訪問しての煮干しの調達

積極的な海外展開とインバウンド対応で需要を創出
代表の生田社長はジェトロが開催する商談会等へ参加し、海外での食嗜
好等を積極的に調査している。国外の店舗展開にあたっては現地の嗜好に
合致する豚骨ラーメンで出店している。現在、中国1店舗、香港1店舗、台湾
6店舗、
シンガポール1店舗、
フィリピン20店舗、
アメリカ2店舗を出店してい
る。
また、
インバウンドに対応するため、
ホームページではメニュー等の特徴
を英語にて説明するとともに、煮干しラーメンを提供する店舗と豚骨ラーメ
ンを提供する店舗を分け、
ペスクタリアンにも対応している。
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アメリカでの出店の様子

株式会社TOOT

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都港区

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

“ファッション性”と“日本の職人技”の融合
日本発のメンズ・アンダーウェアブランド
はき心地の良さとデザイン性の高さで人気の男性向け下着メーカー。独自のファッ
ション性と遊び心、宮崎の自社工場に支えられる圧倒的なクオリティが、国内外の顧客
層から支持され続けている。会社設立当初から海外にも根強いファンを持つが、得意の
マルチチャンネル展開を海外市場でさらに加速させるべく、2018年には初の海外支店
を台湾に設立し、百貨店に常設店を出店。早くも次の展開を視野に、市場調査を進めて
いる。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

東京都港区麻布台2-3-8丸山ビル2階
03-3584-5889／03-3584-5886
https://www.toot.jp/
代表取締役社長 枡野 恵也

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2000年
非公開
58人

ものづくり

「日本発のブランドとして世界に」
アジアから海外へ加速
同社は会社設立当初より始めたWeb事業により、米国、
アジアなど世界
各地に根強いファンを持っている。2018年にはとりわけ熱心なファンの多
いアジア地域をさらに強化するため、
その足掛かりとして初の海外現地法
人を台湾に設立し、百貨店へ常設店を出店した。今後は、台湾でのブランド
力の向上とビジネスの拡大を進めながら、
ファッションの本場イタリアで同
社単独のプレゼンテーションを開催する等、得意のマルチチャンネル展開
（オンライン、
リアル店舗、PR）
を海外でも加速していく予定。

初の海外常設店を台湾に出店

宮崎県の自社工場で地域経済に貢献
同社がこだわり続けている
「はき心地」
と
「高い耐久性」を支えているの
は、宮崎県日向市にある自社工場の熟練職人が持つ繊細な縫製技術と情
熱。工場の所在する地域経済に対しては、国内外での需要の高まりを受け
た従業員増員等で貢献している。
さらに、
同社では生産地への誇りと日向市
に恩返しをしたいという思いから、2017年には、
日向市魅力発信プロジェ
クトのメインキャラクター「ヒューくん」
とのコラボオリジナルデザインパン
ツをふるさと納税返礼品として企画。
日向市長へも贈呈し、
メディアにも取

コラボパンツを市長へ贈呈

り上げられ、
早期品切れの人気商品となった。

たかがパンツ、
されどパンツ。
日常に快適さと楽しさを
クセになる抜群のはき心地に加え、豊富なデザインも同社が支持される
理由の一つ。
シーズンごとに数十点、年間で200以上の新作発売は他社に
はマネのできない強みである。海外のファッション展示会への参加や東京、
ミラノでのファッションショーの開催など、無機質になりがちな男性用下着
マーケットにおいて、
その“遊び心”はファッション感度の高い国内外のファ
ン層に高く支持されている。
ミラノでのプレゼンテーションの模様
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三宝ゴム工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都江東区

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

材料開発及び形状設計・製造・販売までの一貫体制を敷き、
機能性が高いゴムプレス成形品・ゴム押出品・ゴム加工品製造会社
ゴムプレス成形品・ゴム押出品・ゴム加工品の製造・販売会社である。防振部品、
シー
ル部品、
その他ホース類などの型物成形品と金型発泡ウレタン製品を主に生産してい
る。材料開発及び形状設計・製造・販売までの一貫体制を敷き、低コスト、高品質の製品
を提供するためにゴム材料の開発に注力している。配合技術を駆使して、高グレード材
料を安価なものにして、様々な産業分野で幅広く活用頂けるよう提案を積極的におこ
なっている。
また、形状解析による設計も進め、試作レスの実績も多数ある。
東京都江東区亀戸4-52-17
03-3682-7521
http://www.sanpogomu.co.jp/
代表取締役 柳川 肇

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1952年
5,000万円
100人

ものづくり

積極的な海外進出による、
自動車部品需要の取り込み
海外における拠点整備のためにインドネシア、中国に海外現地法人を有
している。海外現地法人を活用して、
アジアにおける乗用車、商用車、二輪車
などの自動車部品の需要を取り込んでいく戦略を進めている。
また、
日系企
業やローカル企業への販路開拓体制が構築できており、海外現地法人の
売上が順調に増加している。
さらに、
自動車分野以外の需要を取り込むた
め、
アジア地域での建築需要の増加に着目し、
自社で開発した機能性ゴム
の販路先開拓を進め、今後もその動きを加速化させる予定となっている。

海外の製造現場

顧客課題に対応した提案型のビジネスモデル
潤滑性、耐熱性など、機能性を活かした製品や技術を有しており、顧客
ニーズに合わせたオーダーメイドでのゴム開発や顧客の課題に対して具体
的な提案を行うことのできるビジネスモデルに強みがある。具体的には、耐
熱性能の要求がある顧客に対し、防振性、潤滑性、絶縁性等の機能を組み
合わせたものや、
オリジナルの複合材を開発するなど、顧客ニーズに対応し
た提案を行っている。
さらに自動車分野だけではなく、電機分野、医療関連
分野や半導体関連分野、建設関連分野などでゴム製品の活用の可能性を

顧客課題の解決に向けた打ち合わせ

図り、
新たな顧客需要に対応できる体制を強化している。

地域防災に役立つ研究開発への取組
同社が有する機能性が高いゴム技術を活かし、
耐震や免震、
インフラ分野等で活
用できる防災製品の研究開発を行っている。
工場がある地域は、
東日本大震災で影
響があったエリアでもあり、
地域全体で活用できる防災製品の研究開発に取り組ん
でいる。
自社の持つ免震性能ゴム等が防災に繋がる可能性も高いことから、
建築関
連資材としてより精度の高い素材の研究にも取り組み、
地域自治体や関係機関とも
情報交換を密にし、
地域防災に役立てるような研究開発に積極的に取組んでいる。
研究開発の様子
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株式会社アントワークス

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都中野区

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

グローバル人材採用、
積極的な海外展開と
インバウンドの取込みで大幅成長を実現
名物の
「すた丼」
は同社が「サッポロラーメン」
として創業した後、
まかない飯として生
まれた。
その後同社は
「伝説のすた丼屋／名物すた丼の店」、
「デンバープレミアム」、
「大

衆食堂にぎわい満腹食堂」、
「伝説のステーキ屋」、
「歖久好（きくよし）」
の5業態、計126
店舗（2018年12月現在）
まで成長し、
この10年間で売上の伸びは700%を超えている。
2022年までに株式上場を達成し、年商200億円の企業に成長することを経営ビジョン

として掲げている。

需要獲得

● 所在地

東京都中野区中野3-33-33
インツ中野ビル5F
● 電話／FAX 03-6304-8412／03-6304-8413
● URL
https://antoworks.com/
● 代表者
代表取締役社長兼CEO 早川 秀人

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1971年
4,500万円
232人

サービス

「1年に1ヶ国」
の海外進出戦略
同社は
「伝説のすた丼屋」
を米国3店舗で運営している。幅広い顧客層の
ニーズに応えることで再来店率を上昇させる成功モデルを用いて、現在は
ヨーロッパやアジアにも展開する準備を進めている。
また、
ジェトロが開催しているミッション等にも積極的に参加し、市場調
査を行うだけではなく、可能性がある国には社長自らが現地調査に赴き、
その市場性・進出可能性を即決するなど、1年に1ヶ国の進出を目標に進出
先候補を調査している。

プレイノ店（アメリカ・テキサス州）

インバウンド需要の取込みと国産商品へのこだわり
外国人の観光客が多く、
インバウンド需要が見込める店舗ではメニュー
に英語・中国語・韓国語を併記をしている。
また、近年は安価な外国産の米が飲食業界に浸透している中、同社は国
産米にこだわり、国内の全店舗で国産米を100%使用している。
さらに十勝
豚丼専門店「歖久好（きくよし）」
では、北海道産の食材にこだわり、北海道
の美味しい食材を使った料理の提供をしている。
国内でのインバウンド対応

グローバル人材の採用・育成
今後同社が海外戦略を推進していく上で、
グローバル人材の採用と育成
は最重要課題の1つである。
中長期的な雇用の安定化と社内の国際化のた
めに、同社は国籍を問わず、既存の社員にはない能力や感性を有するグ
ローバルな人材の積極的な採用を進めている。
グローバル人材の採用活動
を進めていくにあたり、多彩な語学能力や国際感覚に優れた人材が入社す
ることにより、組織への刺激や活性化、
ひいては今後の持続的成長や発展
に大きく寄与してくれると同社は期待している。

グローバルな人材採用

201

株式会社石井製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都江東区

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

食鶏処理機械の開発から設計、
製造、
メンテ
ナンスまですべてを手掛ける専業メーカー
1961年創業以来、食鶏処理機械の開発、設計、製造並びにメンテナンスに特化。国内
の食鶏業者向けに各種の処理機械や設備並びにフルラインを納入してきたが近年では
HACCP（総合衛生管理）に沿った設計・製作を行い、
その優れた品質はもとより、使い
やすさも高く評価されている。特に国内特許の水流式チラーは最適な水温2℃～4℃に
保てるので大量消費国の中国や東南アジアへの輸出が期待できる。主要材料のステン
レスの加工技術を応用し、食用機械以外の受注も受けている。
東京都江東区森下3-3-1
03-3633-5651／03-3633-5654
http://ishii-mfg.co.jp
代表取締役 石井 雄一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1961年
1,000万円
8人

ものづくり

当社が特許を保有するチラーにより安全加工ができる冷却水の確保が可能に
食鶏処理工程において最も大事なのは低温冷水が安定して得られるこ
とであるが、同社の国内特許申請中の水流式チラーを使用することにより
可能となる。
中国、東南アジアは食鶏ニーズが高いが、技術的に安定した冷
却水供給が難しいことから、
ここに当社の大きなビジネスチャンスがある。
また、
ステンレス製であることから、
チラーのみならず製品のライフサイクル
が長いため投資効率がよいこととともに、食品衛生面においても強みと
なっている。

水流式チラーの外観と特徴

当社のオンリーワン技術と海外の経済的設備とのコラボでコストダウンを達成
海外向け製品の心臓部に同社の技術を活用するとともに、外側の構造物
はコストの安い現地制作とする。心臓部の技術はブラックボックス化する。
この組み合わせにより日本製品としての品質の高さを維持しながら全体と
してのコストダウンを図り価格競争力を維持。更に、現地メーカーにてすで
に豊富な実績のある製品については同社の要求仕様に合わせて制作をし
てもらうイージーオーダー方式による委託生産を取り入れることにより、品
質と生産量の両方の確保も狙い、契約を締結。

コア技術と外側構造物とのミックス

品質を維持しながら経済性の向上と人材活用を図る
長年の蓄積した技術を電子化して客観性を持たして新入社員、外国人人
材も技術を継承できるようにするとともに設計も3次元CADも導入した。
ま
た、
習熟した金属技術加工者に顧客の現場の使い勝手などをつぶさに見て
もらい、設計に生かすなど幅広い対応ができるよう計らっている。その結
果、技術の更なる向上と顧客満足度の向上にもつながっている。更に、特に
ステンレスの加工技術を他の用途にも展開して顧客ニーズに柔軟に対応で
きることにより自社の商圏を拡大している。

設計情報の電子化と多様な人材の活用
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株式会社SSDA

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都渋谷区

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

『目に見えないものにこそ価値がある』
世界に発信するジャパンモードブランド
「目に見えないものにこそ価値がある」
をコンセプトに中性的なエイジレスモードを提
案するレディースアパレルブランド
「shinyaseki」
を企画・販売する。
変化する
『デザイン・
フォルム・サイズ』が特徴であり立体裁断で仕上げたデザインと機能美を追求したクリ
エーションが際立つ。代表兼デザイナーの関氏は文化服装学院を卒業後、第4回新人賞
国際コンクールで受賞し、2011年より同ブランドをスタート。2017年より発表の場をパ
リに移し、海外展開を進めている。

需要獲得

● 所在地

東京都渋谷区本町1丁目4番3号
エバーグレイス本町305号
● 電話／FAX 03-6300-4262／03-6300-4297
● URL
http://www.shinyaseki.info
● 代表者
代表取締役 関 慎也

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2013年
300万円
3人

ものづくり

独自の技術、
オリジナル素材で幅広い女性層にファンを持つ
自社ブランドshinyasekiは
『目に見えないものにこそ価値がある』
をコン
セプトに、
中性的でエイジレス、
どことなく漂うミニマムな美しさを追求した
レディースウェアとバッグを提案している。
また、
デニム生地で有名な岡山
の児島で、天然素材である麻に二度の加工を加え、新たな柔らかな独特な
風合いを表現する等、オリジナル素材の開発にも取組んでいる。
こうした独
自の素材を使い、着心地の良さも追求したスタイリングへのこだわりや、柔
らかなシルエットで幅広い女性層に支持されている。

代表作『変化するトレンチコート』

「地産地消」をテーマに全国の百貨店にて、期間限定店を開催
日本製の素材を多く使用し、商品の生産を行っている。
自らのデザインを
かたちにするために産地と細やかなコミュニケーションをとり、協業でオリ
ジナル素材の開発に取組んでいる。
また、縫製も国内工場を利用し、地域資
源を積極的に活用している。
さらに、各産地別の特徴を生かしたコレクショ
ンの期間限定店を提案し、全国各地の百貨店で開催する等、
「地産地消」
に
よる地域活性化に取組んでいる。
各地百貨店での期間限定ショップ

デザインと機能美を追求したクリエーションを世界に発信
同社は2017年からフランス・パリにおける合同展示会に継続して出展し、
海
外販路を開拓してきた。
初回出展時、
バイヤーから見たブランドイメージが自ら
が期待していたものと大きく異なることに衝撃を受け、
「shinyasekiらしさ」
を存
分に表現したアイテムとして
『デザイン・フォルム・サイズの変化』
を特徴とする
アイコンウェアを開発。
国内に先行して展示会で提案をし、
多くの受注を得るこ
とに成功した。
新しい技法である形状記憶素材で自由自在に
『変化するデザイ
ン』
を特徴とし、
合同展でもバイヤーの目を引くアイテムのひとつとなっている。
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『日本を世界へ』 トラノイ・パリ出展

スノーデン株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都千代田区

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

プラセンタエキス製品供給のパイオニア
女性活躍推進の他、人財開発に注力
昭和48年創業の医薬品製造メーカー。現社長を含めたプラセンタ研究チームが昭和
46年に発足して以降、
日本にプラセンタエキスの利用を広めたパイオニアとして研究開
発と製品供給を続けている企業。主力業務はプラセンタエキスを利用した医薬品、健康
食品、化粧品の製造および原料供給の他、紅蔘を使用した医薬品の販売、乳酸菌LJ88
を使用した健康食品の製造、
さらに健康食品、化粧品のOEM受託も行っている。

東京都千代田区岩本町3-7-16
03-3866-2828／03-3866-7978
https://www.snowden.co.jp/
代表取締役会長・社長 明壁 義蔵

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1973年
7,380万円
120人

ものづくり

自社国内製造による高品質なプラセンタを供給
同社長年の研究により確立されたプラセンタ抽出技術を有しており、
ウ
イルスクリアランスや酵素活性化する低温抽出、各医薬・健康食品・化粧品
別の低温殺菌、酵素抽出等を同社東京工場で実施することが可能であり、
品質と安全性に高い評価を受けている。同社プラセンタエキスには他社商
品に比べアミノ酸・活性ペプチドが多く含まれている研究結果もある。
自社商品だけでなく、原料メーカーとしても定評があり、国内トップクラ
スの地位を有する。

プラセンタエキス含有の医薬品

プラセンタ商品の着実な市場拡大
プラセンタエキスの国内供給にとどまらず、
海外輸出に長年の取組実績あ
り。
プラセンタエキスは動物の胎盤から抽出する原料であることから国ごと
に異なる考え方にも対応し、
アジアを中心に海外への展開を着実に進めて
いる。
市場ニーズを踏まえプラセンタエキスだけでなく、
乳酸菌LJ88等につ
いても臨床データやエビデンスを活用し提案型営業を実施している。
熊谷工場は国内でも珍しい、
同一工場で医薬と健康食品のGMP
（製造管
理と品質管理の基準）
認証を取得しており、
対外的な信用度が高い。

熊谷工場外観

女性活躍推進の他、人財開発に注力
医薬品や化粧品、健康食品を製造しているため、全社的にも女性が多く
活躍する職場となっている。熊谷工場についても、
とりわけ品質管理部門に
おいては女性が中心となって同社の根幹である品質に関する業務を行って
いる。
また医薬品の取扱いがある中では経営者が薬剤師免許を取得してい
る以外にも、工場へ薬剤師を配置し、
また登録販売者試験についても社内
で積極的な受験が奨励され、合格者は社内報でインタビューを掲載する等
人財開発に力を入れている。

工場で勤務する女性研究員
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東阪電子機器株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都渋谷区

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

海外企業との連携で新たな需要を開拓
技術とサポート力で顧客に付加価値を提供
工作機械、
ロボット等の動きを制御する
「モーションコントロール」
をコア技術として、
顧客の要望に応じて基板から組み込み装置まで、多種多様な製品をオーダーメイドで
創るモノづくり企業。B to B向け製品が主であるが、
はんこ自動刻印機等のB to C製品
の開発・製造も手掛ける。国内1か所（大阪府）、海外1か所（中国）
の工場を保有し、広域
での需要獲得に繋げている。事業形態はOEM/EMSが80%を占めており、
自社製品や
モータ関連の仕入販売も展開している。

需要獲得

● 所在地

東京都渋谷区恵比寿1-3-1 朝日生命 ● 設立
恵比寿ビル7階
● 資本金
● 電話／FAX 03-5421-7211／03-5421-0240
● 従業員数
● URL
https://www.tohan-denshi.co.jp/
● 代表者
代表取締役 永野 敏廣

1984年
10,000万円
43人

ものづくり

日本の技術力を強みに中国市場を開拓
1995年に中小企業としていち早く中国市場に進出。
深センに工場を建設
し、電子機器受託生産サービス
（EMS）事業を手掛ける。国内企業の中国法
人や中国企業に積極的に売込み、海外需要の獲得に成功。
日本品質を維持
するため、
中国工場でISO9001、ISO14001、医療機認定を獲得し、付加価
値の向上に力を注ぐ。更なる市場拡大を見据えて、2018年に中国企業と合
弁会社を設立。
自社の技術力と中国企業の販売力を掛け合わせ、中国市場
への販売を強化。取引先数の増加につなげている。

中国市場に進出の起点である東莞の工場

海外企業との連携により新たな需要を獲得
自社と他社の製品・技術を組み合わせて、新製品を開発する協働的な取
組みを継続的に実施。近年では、
ドイツのICメーカーの展示会に出展した
り、台湾の大手直動部品メーカーと共同開発に取組む等、海外企業との連
携に力を注いでいる。
この取組みにより、卓上ロボット開発で実績を上げ、
継続的な注文をもらえるまでに成長。
仕入れ面では、
常時1万点程の部品を
取り扱っているが、大阪工場で地域内の取引先を優先的に選定する等、海
外での需要を積極的に国内に還元。
地域経済の活性化にも貢献している。

オリジナル製品のモーションコントローラ

多様な生産体制とメーカー&商社機能で顧客に付加価値を提供
国内と海外に工場を保有するため、試作品等、高付加価値・高技術が必
要な製品は国内工場で、
コストメリットが求められる量産品は海外工場で
対応できる多様な生産体制を構築している。一方で、国内外の優良メー
カーの製品を供給する商社としての機能も保有しており、顧客の様々な
ニーズに対応できる。
また、
メーカーとして培った技術力を基に、顧客の要
望に応じた製品のカスタマイズや新たな技術を提案。一般の商社では対応
できないトータルサポートを実現し、顧客に付加価値を提供している。
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ものづくり集団「The Motion Creators」

東京理化器械株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都文京区

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

半導体方式のマイクロ波合成装置
有機合成分野の学会出展で米国市場を開拓
1955年に創立した一般理化学機器、
バイオ・ライフサイエンス機器、分析・計測・環境
関連機器の製造・販売会社。宮城県気仙沼市と中国上海市に製造工場、埼玉県伊奈町
に開発研究所を持ち、米国、
中国とシンガポールに販売拠点を有している。
大学や研究機関の化学分野の研究室、民間企業では薬品、化粧品、食品、化学工業向
けを中心に、分析にかける前処理に必要なロータリーエバポレーターなどの濃縮装置
や合成装置、乾燥器、凍結乾燥機等汎用研究機器等の製造、
販売を行っている。
東京都文京区小石川1-15-17
03-6757-3378／03-3868-6570
http://www.eyela.co.jp
代表取締役社長 千野 英賢

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1955年
45,984万円
173人

ものづくり

有機合成用途に半導体方式のマイクロ波合成装置を開発
現在、
世界市場で主に販売されている
『マイクロ波合成装置』
は、
アントンパー
ル、
CEM、
バイオタージの3社である。
これらの装置は、
マグネトロンをマイクロ波
の発信源に採用した装置で、
主に家庭用の電子レンジと同様に加熱効果のみを得
ることを目的とするものである。
また温度を一定に保つためにマイクロ波は断続的
な照射となっています。
しかし近年マイクロ波照射は、
加熱効果以外に非加熱効果
があることが明らかになり、
当社は精密に制御できる半導体方式を採用し冷却し
ながら連続照射が可能な、
世界初のマイクロ波合成装置を開発いたしました。
こ

半導体方式のマイクロ波合成装置

れは学術研究のみならず、
創薬や高分子化合物分野に展開できるものである。

オピニオンリーダーの論文や学会で発表して認知度を高める
理化学機器業界では、
価格の比較的低額
（100万円以下）
の商品については、
インターネット販売を中心にカタログ販売が主流となっている。
同社では、
価格
が500万円を超える本製品を、
将来の高分子合成、
有機化合物合成、
創薬をター
ゲットに、
公的・民間研究機関への対面販売を考えている。
そのため、
日米の業界
のオピニオンリーダーとなる教授陣にデモ機を貸出し、
実験結果を論文や学会
で発表してもらい、
認知度を高め、
指定業者となるビジネスモデルを構築した。

同社製品が掲載された学会誌

世界最大の米国市場への挑戦
AMED（日本医療研究開発機構）やNEDOの支援を受け開発に成功し
たマイクロ波合成装置は、
中小企業基盤整備機構やJETROの支援も受け、
同社では68億円と推定される世界最大の市場である米国への販路開拓を
進めている。2018年5月にはラボ用機器等で世界市場のリーダーである
IKA USA社と独占的販売契約を締結、ACS（米国高分子学会）
にも共同出
展し、協業体制を築きつつある。ほとんどが自社開発される製品は、
日本・
宮城工場、
中国・上海工場から供給される予定である。

ACS（米国化学会）
に出展
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株式会社ガウラ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都渋谷区

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

水素水サーバーの日本市場開拓に成功
海外市場開拓を積極的に展開中
同社は水素水関連商品の製造・卸・販売・レンタルを行っている。
フィットネスクラブ業界
での水素水サーバー導入でトップ企業であり、
国内市場では順調に業績を伸ばしている。
海外の展示会等への出展を通じて高所得者層の水素水に対する需要の高まりに触れ、
早
期に販売代理店網を構築することを計画。
ジェトロのハンズオン支援を活用し海外代理店
発掘、
地域別対応、
アフィリエイト広告展開、
SNS活用、
ブランディング等に亘る広範な領域
で海外展開を積極的に行っている。

需要獲得

● 所在地

東京都 渋谷区2-26-16
渋谷HANAビル4F
● 電話／FAX 03-6805-0207／03-6805-0208
● URL
https://www.gaura.co.jp/
● 代表者
代表取締役 有井 雅己

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1993年
5,000万円
25人

サービス

海外市場の水素水関連製品のブランド展開
日本市場での成功事例をベースに積極的に家庭用、業務用の水素水関
連製品のブランド展開を行なっている。
中国、
中東（ドバイ）
などでも積極的
に展示会に参加し、海外輸出地域としては、東南アジアやドイツ、
ロシアな
どにすでに販売を行なっている。現在、
アメリカやヨーロッパ市場にてブラ
ンディングを展開中。
中国の展示会の様子

卓越したデザイン性とブランディングによる付加価値向上
同社はデザイン性を重視して自社で企画製造・販売を行っているが、
日本
国内だけではなく海外でも受けるデザインを意識することにより、
さらに付
加価値を創造している。
特にガウラ・ウオーク
（携帯用水素水生成器）
は、
国内
でも人気があるが、
海外でも輸出主力製品となっている。
また外国人材の採
用で、
社員には国際化に向けた意識も持たせている。
PRE_Golden Globe
Gift Suit、
Cannes Gift Lounge、
イギリス王室のPOLO大会にて商品を提
供しブランドイメージを確立することで付加価値の向上も図っている。

Cannes Gift Loungeが雑誌で紹介

提携業務によるメンテナンスでの生産性向上
同社の水素水サーバーは、水道管に接続すれば施設の水道代・電気代だ
けで運用が可能。国内実績をベースに、海外のフィットネスクラブへの導入
も現地業者との提携で比較的容易な体制で対応可能。現在IoTサーバーの
企画開発も進めており、将来はインターネットを使ってサーバー管理や水
素水会員の管理を行っていく予定。
また、免税品店にて携帯水素水ボトル
の卸販売も行っており、
インバウンド需要にも対応している。
アメリカの展示会の様子
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株式会社エポック社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都台東区

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

世界60ヶ国以上で販売基盤を確立
日本で培ったビジネスモデルを世界で展開
1958年に創業、玩具・ホビー・雑貨等の開発、製造、卸売、販売を手掛けている。取り
扱う商品は、
シルバニアファミリー、
アクアビーズ、
トイ・ゲーム
（野球盤、
サッカーゲーム
等）、
ジグソーパズル、
カード等と多岐にわたる。販売チャネルは、得意先である従来の
老舗玩具問屋に加え、最近では関連会社を通じた一部直販や大手チェーン店向け等へ
幅広く多様化させている。
また、世界マーケットでの販売展開を積極的に行っており、販
売ネットワークは世界60ヶ国以上に拡大している。
東京都台東区駒形2丁目2番2号
03-3843-8812／03-3843-8856
https://epoch.jp/
代表取締役社長 前田 道裕

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1958年
38,000万円
269人

ものづくり

先駆的に海外進出し、世界60ヶ国以上の販売基盤を確立
近年の少子化等を背景とする国内市場は成熟市場となっていることか
ら、海外14ヶ国・21拠点を設立してグローバル展開を進めている。
その販
売網は世界60ヶ国以上に拡大しており、2017年には、米国に本部を置く小
売業世界最大のウォルマートとの取引も開始。海外各国でのTVCMの展開
等、消費者層の拡大を図り
「シルバニアファミリー」
「アクアビーズ」等のブラ
ンディング戦略を推進。
また、商品供給体制について、
自社工場生産の拡充
を図り、
世界の需要予測に基づく計画生産を推進している。

売上の約60％を海外が占める

こどもの安全を第一に、安全で高品質なものづくりを実現
主としてこどもを対象とする業種柄、製品の安全性が強く求められてお
り、
同社では製造物責任法での賠償等も想定したSafety Toyマークに基づ
く玩具安全基準や検査基準を制定する等、
自社製品の安全性に関して高度
な取組みを実施。
こどもの安全を第一に考え、
日本と欧米各国の安全基準
に基づき、
安全かつ高品質な製品の提供を徹底している。
安全・高品質な
「シルバニアファミリー」

他社とは一線を画す安定的ビジネスモデルを海外でも展開
シルバニアファミリーや野球盤といった
「定番商品」
を主力商品としており、
それら定番商品の新作・リニューアルを商品開発方針の中心に据えることで
安定的な事業基盤を構築。鮮度が短く収益面の変動幅が大きい「キャラク
ター商品」
で収益獲得を図る同業他社のビジネスモデルとは一線を画してい
る。
成熟市場である国内市場でマーケティング能力の向上及び販売ノウハウ
の高度化を行い、
成長が見込まれる世界各国の玩具市場において日本で培っ
たマーケティング能力と販売ノウハウを投入し、
顧客の支持を広げている。
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定番商品の
「野球盤」
は60周年を迎えた

株式会社ウインライト

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都墨田区

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

アジアへの海外展開、採用のグローバル化
同業への開発ノウハウの提供で事業を拡大
同社は、2003年にPC用オンラインゲームのミドルウェアの開発で創業し、
オンライン
ゲーム市場の創成期からゲーム開発を行っている。現在では、
オンライン技術の最先端
を追求して、
モバイルゲーム・オンライン・コンソールゲーム用の「マルチプラットフォー
ム」
を最大の強みとして、
ゲーム開発とゲームタイトルの販売を行っている。今後は、受
託制作・協業案件・開発アシスタント・テスティングサービスも行い、事業の拡大を図っ
ていく予定である。
東京都墨田区緑1-19-9-7F
03-6666-9572／03-6666-9573
https://www.winlight.co.jp/
代表取締役 藤本 勝寛

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

2003年
20,854万円
90人

サービス

アジア周辺のオンライン市場への進出
同社は、
ゲームの開発と販売、保守までの一連の業務を一気通貫で行え
ることが強みである。
その強みを最大限に活かしモバイルゲーム・オンライ
ン・コンソールゲーム用の「マルチプラットフォーム化」
を進めて成功してき
た。現在では、大手ゲーム機の配信網を利用して自社タイトルのゲームを海
外配信するまでなり、今後もスマートフォンゲームのグローバル展開、海外
コンテンツの日本への配信、海外企業との協業案件等を積極的に推進して
いく。

オンラインゲームの開発運営

地方の学生やグローバル人材の獲得
同社の成長戦略を担う上で、優秀な人材やグローバルな人材の確保は
最重要事項の1つである。地方の優秀な学生やグローバルな人材を獲得す
るために、2018年に本社を虎ノ門から両国に移転し、会社の近隣に住んで
いる社員を対象に住宅手当を支給する
「近隣者住宅補助制度」や「自転車
通勤手当」等、福利厚生の制度を充実させ、社員が働きやすい職場づくりに
力を入れてきた。
そのかいもあり既に地方の学生やグローバル人材の受入
れに実績ができ始めている。

グルーバル人材の獲得

「時間と労力をかけた開発手法」
のコンサルティング
同社は、
オンラインゲームがまだ主流ではない時代から、
ゲームだけではな
く業務系アプリやお財布ケータイ等の様々な開発を手掛けてきた。
同社は
「常
に泥臭く時間と労力をかけ少しでも良いものを」
をコンセプトに開発を行って
おり、
昨今流行りのAI化等の活用による効率化とは逆行した取組みを行って
いる。
しかしながら、
この取組は後々のバグ等の不具合や問題が発生しにく
く、
結果的に生産性を向上させることができる。
同社はそれらの開発経験で
得たノウハウを同業他社に提供することで、
業界全体の発展に寄与している。
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160万人以上のアクティブコミュニテー

株式会社大川印刷

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

神奈川県横浜市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

印刷事業に
「環境」
という付加価値
SDGsを経営に取り入れた先進企業
1881年創業の老舗印刷メーカー。
国連が採択したSDGs
（持続可能な開発目標）
に着目、
印
刷業を通じた社会課題解決に注力。
自社の印刷事業で年間使用する電気・水道・ガス・車両燃
料によって排出されるCO2を、
政府のJ-クレジットを活用しゼロ化した
「ゼロカーボンプリント」
、
違法伐採による材料の不使用を第三者認証しているFSC森林認証紙や、
ノンVOCインキ
（石油
系溶剤0%）
の使用など、
環境負荷低減に特化した
「環境印刷」
を行うことで、
高付加価値・適正
価格のサービスを提供。
ESGに関心の高い外資系企業等との新規受注獲得を実現している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2053
045-812-1131／045-812-1135
https://www.ohkawa-inc.co.jp/
代表取締役社長 大川 哲郎

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1881年
2,000万円
41人

サービス

印刷業界初の取り組みで高付加価値化の実現
「環境印刷」にとどまらず、更なる付加価値向上を図る。
その一例が印刷
業界初の「ゼロカーボンプリント」、CO2排出削減事業を支援し、
「 J-クレ
ジット」
（温室効果ガスの排出削減量）
を調達することで印刷物事業に関わ
るCO2排出量ゼロを実現する。顧客のCO2削減実績に貢献する。
また、世
界初の金属不使用の卓上カレンダーを開発、
リングには、
金属ではなくペー
パーリング（FSC森林認証紙）
を使用しているため安全かつ廃棄の際は分
別の手間が不要。

金属不使用の卓上カレンダー

印刷事業を通じて地域活性化に貢献
横浜信用金庫・横浜シティガイド協会と連携し、地元・横浜の魅力の再発
見、街並みをPRするための地域経済活性化事業に参画している。大川印
刷・横浜シティガイド協会・横浜信用金庫の3者が連携し、横浜のひと・ま
ち・自然をイラスト化し、横浜の魅力を深く知ることができる散歩道を紹介
した
「まち歩きカレンダー」
の制作・配布。同じく3者の連携事業として、
まち
歩きのイベント
「横浜の散歩道を歩く」
を立ち上げ、新たな賑わい創出に向
けた取組も行っている。

「まち歩きイベント」
チラシ

SDGsの認知度拡大を目指す
社内外にSDGsへの関心を高める取り組みを行っている。社内には、社員
から関心のあるSDGsゴールと関連する新規プロジェクトを募集してプロ
ジェクトチームを立ち上げるなど、SDGsを通した内部組織力強化を図る。
社外への取り組みとしては、
「SDGsを忘れないメモ帳」
（裏側にSDGsの17
ゴールを整理したメモパッド）
の開発 。
プロジェクトのひとつ
「若者カフェ」
では20代の社員を中心に、定時制高校のイベントに参加するなど担い手の
確保にも取組む。

若手社員によるSDGsの啓もう活動

211

横浜電子株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

神奈川県横浜市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

世界的テーマパークのライト制御など、
特殊な
電子制御装置の設計、製造技術を有す
同社は、
電機、
電子を活かした
「ものづくり」
で45年以上の知見を有している。
制御・計測機
器の開発・設計・製作をベースに、
現在は車輌突破防止装置
「ONI」
、
熱伝導率測定装置、
ス
ピードメーターなど自社開発商品や、
電機、
電子を活かした制御盤、
各種ユニットの設計委
託から製造委託に至るまで
「ものづくり」
をキーワードに日々挑戦と進化を続けている。
特筆
すべき事項としては、
熱伝導率測定装置
（GHP法）
に関しては日本国内において、
同社しか製
作できないオンリーワン技術を有しており、
特定検査機関の標準機としても採用されている。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町937-2 ● 設立
045-334-0681／045-335-3934
● 資本金
http://www.y-denshi.com/
● 従業員数
代表取締役社長 神田 一弘

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1970年
1,000万円
8人

ものづくり

高度かつ特殊な電子制御装置製造でオリンピックにも貢献
世界的テーマパークの照明ライトの制御、大規模な天文分野の制御基
板、装置など、独自技術で高度かつ特殊な電子制御装置の設計、製造技術
を有している。
また、東京五輪・パラリンピック向けに放送用ブレーカーボッ
クスを開発(2017年2月10日、
日刊工業新聞記事掲載）
したところ、移動中
継車や映像基地局などの車載向けとして需要を獲得することに成功してい
る。
これまで積み上げてきた技術を核として、高い信用を既存顧客から獲得
し、
課題解決のための要望に応えられるよう、提案や開発を行っている。

高度な電子制御装置でオリンピックに貢献

「横浜IoT協同組合」を組織し、代表理事として全体を取りまとめ
同社社長が、
神奈川県中小企業家同友会 川崎支部副支部長であることも
あり組織づくりを学んでいる、
補助金採択企業の集まりから、
「横浜IoT協議
会」
を発足
「横浜IoT協同組合」
を設立、
理事長として取りまとめを行っている。
地元地域の多くの企業でIoTを活用できるようになり、
異業種における相互連
携の機会を増やすことなどを目標に活動している。
それぞれの分野で特色を
有するIT企業5社とモノづくり企業3社からスタートし、
各社の強みを生かし、
共同受注など受注範囲の拡大及び受注量の拡大を図ることを目指している。

「横浜IoT協同組合」
を組織し、理事長に

テロ対策、治安維持分野、防災分野での貢献
同社が開発した車両突破防止装置
（ライジングボラード）
は国内シェアトップク
ラス、
不法な車の進入を防ぎ過激なテロ行為の阻止効果があり、
某大手自動車
メーカーに相当数の採用実績がある。
2018年にはイタリアの入退場管理制御シ
ステム大手FAAC
（ボローニャ県）
と日本国内での販売契約を締結した。
FAAC商
品は中東地域の米国関連施設や欧州文化施設等に数多く設置され、
テロ対策、
治安維持分野での海外需要は世界トップクラスのメーカーである。
横浜電子
（株）
は防災分野でも津波や浸水災害に効果がある完全防水筐体を開発し全国25箇
所の海岸昇降検知センター登録検潮場のうち13箇所の検潮場に設置している。
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テロ対策、
治安維持分野、
防災分野での貢献

ジャパンプローブ株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

神奈川県横浜市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

日々の研究開発から唯一無二の強みを発揮
し、
国内外で超音波検査機器の分野を牽引
同社は、
原子力発電所の超音波検査用プローブの専門メーカーとして設立。
主に、
超
音波プローブ、
超音波パルサレシーバを開発・製造し、
超音波プローブの種類は800種に
および、
国内トップクラスのシェアを誇る。
現在は、工業用の非破壊検査での事業展開が主軸であるが、医療系分野の大学や
メーカーからのオファーも多い。超音波検査の計測技術の高度化をはじめ、各分野の
ニーズにも幅広く対応し、
国内外での超音波検査・計測技術分野を牽引する企業である。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

神奈川県横浜市南区中村町1-1-14
045-242-0531／045-242-0541
http://www.jp-probe.com
代表取締役社長 小倉 幸夫

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1979年
5,500万円
42人

ものづくり

ホームページの多言語対応化から、
アジアを中心に商圏を拡大
同社ではホームページを多言語化（英語・中国語・韓国語）
し、製品・技術
等を画像や動画と共に紹介している。
その結果、問い合わせ件数はこの1年
で3倍に増加し、世界全域から寄せられている。問い合わせ件数が最多の韓
国では、現地代理店と密に連携し韓国出身の同社社員が対応することで円
滑な意思疎通が図られている。今年度からは韓国人学生のインターンシッ
プの受入開始など、体制の維持強化を図る考えである。
外国人学生のインターンシップ

『京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区』の活用
横浜を含む臨海エリアには、医療機器メーカー系関連企業の研究開発
施設をはじめ、医科系大学や医療施設が多く集積している。
このため、研究
開発の基礎となる医療分野のニーズ収集や大学のシーズ獲得が容易なも
のとなっている。
さらに、連携先となる医療機器メーカーが多数集積する地
域特性を活用し、乳がん検査用プローブ（大学と連携）、中心静脈穿刺用プ
ローブ開発（メーカー、大学と連携）等、産学連携や産産連携による機器開
発の促進や実用化を目指している。

曲がるプローブ「曲探」
による乳がん検査イ
メージ

超音波プローブの新分野への参入
同社では医療分野への参入を検討している。医療機器製造業の承認も
取得しており、今後の開発に向け、品質及び安全の管理において高水準の
体制を敷く。なお、内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導する
ImPACTの一環として、1024個の超音波受信用圧電素子をお椀状に配置
した超音波センサを開発した。光超音波イメージング法による非侵襲で生
体の血管網と血管状態をリアルタイムで3Dイメージングすることにより、
早期診断や身体機能モニタリングの実現を目指している。
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お椀型超音波センサモックアップと手掌の
光超音波画像

株式会社ベネクス

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

神奈川県厚木市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

疲労回復をサポートする機能性繊維による世界初の
ベネクス・リカバリーウェアを開発
機能性素材（PHT）
を埋入した特許繊維による疲労回復をサポートする“リカバリー
ウェア”を開発・製造・販売。
この“リカバリーウェア”は、産学公（当社・東海大学・神奈川
産業振興センター）連携事業から誕生した。社名由来は「CREATIVE NEXT（次の創
造）」
より5文字（VENEX）
を抜粋した。
「世界のリカバリー市場を創造し、
そこに関わる
すべての人を元気にする」
という創業時のビジョンに基づき、世界に向かって市場の創
造に挑戦するベンチャー企業である。
神奈川県厚木市中町4-4-13
浅岡ビル4階
● 電話／FAX 046-200-9288／046-200-9368
● URL
https://www.venex-j.co.jp/
● 代表者
代表取締役 中村 太一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地

2005年
1,000万円
26人

ものづくり

世界のリカバリー市場を創造
ドイツと中国に現地法人を設立し、
リカバリーウェアの販売を行ってい
る。韓国と台湾は代理店を通じて販売をしている。
リカバリーウェアという
世界で初めてのプロダクトであるため、文化・習慣・人種などによって感じ
方が様々なリカバリー分野の消費者動向を調査・分析しながら、世界各国
のマーケットを開拓している。現在の海外売上比率は10%。今後更に海外
売上比率を上昇させるため、海外マーケティングなどに注力する。
ドイツ店舗

地域の魅力を世界に発信
神奈川発の世界を目指す企業として地域の魅力を世界中に発信するべ
く、各国のメンバーが集まるグローバルミーティングを本社厚木にて開催
した。
ビジネスの分野に留まらず、大山を望む豊かな自然と厚木の街のにぎ
わいや魅力を伝え、参加した各国のメンバーから大反響であった。神奈川
県が未病の改善につながる優れた商品・サービスを認定する
「ME-BYO
BRAND」の認定を受け、
「ME-BYO JAPAN」の展示会にも出展した。
リカ
バリーウェアは厚木市のふるさと納税返礼品としても選定されている。

展示会「ME-BYO JAPAN」
への出展

機能性メーカーとのコラボレーション
ペットは家族と考える人も多く、
自らの効果実感から人間用のリカバリーウェ
アのみならず犬用のウェアもほしいとのお声をいただき、
「リカバリードックウェ
ア」
を開発した。
利用者からは、
着用することで、
動物の日々のストレスが軽減し
たように感じるといった声が多く寄せられている。
また高級寝具メーカーとコラ
ボレーションした
「リラクシングピロー」
を販売している。
当製品は、
ベネクス社
が疲労回復をサポートする特許繊維を使用した枕カバーを、
高級寝具メーカー
が枕を提供し、
多くのメディアにも取り上げられ、
販売も好調である。
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愛犬の健康へ
「リカバリードッグウェア」

株式会社プロテックエンジニアリング
新潟県北蒲原郡聖籠町

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

国内初となる落石防護補強土壁は従来工法の10倍以上の優れた性能
業界内では珍しい製品開発、設計、製造、施工まで全て一社対応
落石、
雪崩、
崩壊土砂、
土石流等の自然災害対策に関わる予防柵及び防護柵の設計・製
造。
1998年設立後産学共同研究開発を先進的に推進しながら、
道路斜面災害のマーケット
需要をいち早く取り込み新商品開発や新市場開拓を積極的に実施。
自社工場に加え落石
実験施設も有し、
実験結果を設計手法に反映し製品の安全性を確保している。
国外市場に
もいち早く目を向け、
これまでアメリカ、
カナダ、
イタリア、
トルコ、
韓国といった国々への製品
輸出や業務提携等を行っており、
各国の斜面災害マーケット情報収集を活発に行っている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟5322-26 ● 設立
025-278-1551／025-278-1559
● 資本金
https://www.proteng.co.jp
● 従業員数
代表取締役社長 野村 利充

1998年
9,970万円
98人

ものづくり

製品特性を生かし、トルコ、ブータンなど、海外新規市場へも積極的に参入
韓国には事務所を設立し、落石や土砂災害対策製品の継続受注を進め
ており、
トルコでは雪崩対策施設の試験施工と技術移転を実施した。
また、
米国コロラド交通局やカナダ太平洋鉄道の委託を受けた現地の設計コン
サルタント等とネットワークを有し、落石対策施設の設計業務を不定期に
受注している。
そして、道路インフラが脆弱で斜面災害が多発するブータン
において、物流や観光産業を支援すべく、落石対策施設の試験施工と現地
普及活動を実施する計画である。

トルコで雪崩対策事業、雪崩予防柵を試験
設置

地元大学との産学連携、地元企業資源の活用により地域経済活性化に貢献
部材の一部は地元燕三条を中心とした地元新潟県内金属産地部材製作
下請け企業から調達しており、地域資源活用・経済活性化に貢献している。
新潟県が比較的優位性を持つ斜面災害対策分野で、地元大学である新潟
大学等と共同研究を行うことで、斜面防災対策技術や工法の開発など技術
水準の向上に貢献している。同社製品は斜面災害被害が多発する新潟県
で開発製品化されており、新潟県の産業振興に貢献したとして、
「Made in
新潟 プラチナ技術」
認定や、
新潟県知事表彰
「技術賞」
受賞の実績がある。

「Made in 新潟（土木・建築）新技術展示
会・活用発表会」
の様子

徹底した実証実験など、安全性への強い意識で人々の「安全を創造」する
世の中に安心・安全を届けるという想いを込め、
コーポレートブランドとして
「安全の創造」
を掲げるなど、
「安全」
に対する強い意識を持っている。
製品開発
に際して、
長いものでは3～5年かけて実証実験を行い、
安全性の確保に努めて
いる。
同社の代表製品
「ジオロックウォール」
は特殊繊維で補強した土の擁壁
であるが、
土はコンクリートに比べ効率よく衝撃を吸収するため、
落石などを
確実に受け止めることが可能。
同製品の開発に際しては旧道路公団の技術研
究所と補強土防護擁壁協会とで共同実験を行い、
衝撃荷重特性を確認済。
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極めて優れた衝撃吸収性能を持つジオロッ
クウォール

藤次郎株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

新潟県燕市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

藤次郎ブランド包丁を世界のマーケットへ
多種多様なラインアップとアフターサービス
1953年5月に創業、1964年3月に藤寅工業株式会社として法人化し、2015年には藤
次郎株式会社に称号を変更した。農機具部品や農業刃物の製造から始まり、現在は包
丁・調理用品・機械特殊刃物を製造・販売している。主力はプロ向け・一般向け
「包丁」
の
企画、設計、製造、販売。創業以来一貫して刃物の
「切れ味」
を追求しており、伝統と熟練
の技を大切にしつつ、常に先進技術を導入し、優れた品質・機能性を実現し、通産省の
グッドデザイン賞に選定される製品をつくりだしてきた。
新潟県燕市物流センター1丁目13番地
025-663-7151／025-664-3811
https://tojiro.net/
代表取締役社長 藤田 進

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1953年
1,100万円
103人

ものづくり

「切れ味」
を追求した藤次郎ブランドの包丁を世界の市場へ
同社はドイツの見本市に出展する等、海外販路の開拓に力を入れてき
た。NICOの
「海外市場獲得サポート事業」
「中核企業海外販路拡大促進事
業」等の助成金を活用して、各国での展示会に出展し、販路開拓や拡大のた
めの現地市場を調査している。
日本の包丁を求める外国人は切れ味を重視
することから、
プロのユーザーを中心に藤次郎ブランドは高い評価を得た。
また、人と違うものを求めるという外国人の好みや使い方に合わせた海外
専用商品も開発、
機能はもちろん日本らしいデザインも意識している。

海外での活動風景

新潟県県央地域のものづくり伝統を地域雇用・観光へ
新潟県の県央地域であり、
日本を代表する金属加工製品の一大産地で
ある燕市では、越後三条打刃物が伝統的工芸品に指定されている。同社
は、
その日本を代表する刃物産地・燕三条で、伝統と革新を融合させた刃物
を製造している。
オープンファクトリーにより、地域のイベントの「工場の祭
典」
を常設化して、
ものづくりに興味のある若者に対しての雇用を喚起し、
観光にも寄与した。燕市観光協会では、
「行こうよ！工場（こうば）見学」
とし
て、
同社も含めた4社をWebサイトで紹介している。

オープンファクトリーのエントランス

様々な要望に応えるラインアップとアフターサービス
国内・海外ともにあらゆるニーズに応えることができるのが同社の強み。
オンラインショップにおいては、素材・形状・用途・価格等で商品を探せるよ
うになっている。
また、オープンファクトリー内にあるナイフアトリエでは、
藤次郎刃物のハンドメイド品を製造しており、世界に一丁だけのオリジナル
包丁として名入れサービスも行っている。
更に、
アフターサービスとして、研ぎ直し・刃欠け修理・ハンドルの交換等
も行うとともに、
その目安価格も公表し、好評を得ている。
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顧客要望に応える多種多様なラインアップ

新和メッキ工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

新潟県上越市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

とにかく錆びない
「新和ZiNT」
を開発
取組を発信し続けることでさらなる成長
同社は、昭和36年創業以来、新潟県上越地域を中心にめっき加工を行っている。
近年は経営改革に着手、“挑戦しなければ小さな会社は成り立たない”とし、様々な新
規事業を立ち上げ、売上を伸ばしてきた。鉄を錆から守るめっきとしては最高品質の新
製品「新和ZiNT®」
の開発や、
「金めっきプロセスの高付加価値化」、
めっき業界初の
「英
語事業部の立ち上げ」
を行った。
また広報活動にも注力し、挑戦している内容を広く発
信することで企業価値の向上と人材確保に努めている

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

新潟県上越市大字土橋1631
025-524-5426／025-524-5498
http://www.sinwa-mekki.com/
代表取締役 瀧見 直人

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1961年
1,000万円
19人

ものづくり

とにかく錆びない
「新和ZiNT」
を米国大手企業と共同開発
同社の所在する日本海地域特有の海風による鉄の腐食や、降雪による塩
害に困っている地元顧客の声を聞き、折から立ち上げた英語事業部の卓越
した語学力を生かし、米国大手メーカーと共同で独自の表面処理「新和
ZiNT®」
を開発した。
従来のめっきと比較し20倍以上の耐食性能を有し、地元機械メーカーと
新たな製品づくりを行うだけでなく、航空機・自動車産業等様々な分野に活
用されている。多数の展示会に出展、鉄が錆びないめっきとして注目されて

とにかく錆びない
「新和ZiNT」

おり、
新たな市場を獲得している。

金めっきにおける金使用量削減を目指した様々な研究開発
従来より金めっきを行っていたが、近年の金価格の上昇に対応し、更に
高付加価値化を目指し、金の使用量を約62%削減できる部分金めっきプロ
セスを開発した。
また2017年より長岡技術科学大学と連携し、
シミュレーションソフトを
用いた電流分布解析による金めっき膜厚の制御にも取り組み、2018年の
表面処理学会で発表された。
この技術は必要な部分に必要なだけめっきす
るため、
金めっき量を大幅に減らすことが可能となる。

電子部品向け金めっき専用工場

めっき工場の新事業「英語事業部」
で上越から世界へ
同社は2016年英語事業部を立ち上げ、
地元の製造業・観光業・飲食業等の英語
でのコミュニケーションをサポートする新サービス
「ワールドワイド上越」
を開始し、
卓越した英語能力と地元ならではの翻訳で多くの顧客を獲得している。
また本業の
めっき事業でも英語事業部を活用し、
町工場の技術と米国のめっき技術を融合した
「新和ZiNT」
を開発した他、
めっき専門用語の英語での理解力を活かし、
事業提供
している米国大手めっき薬品メーカーの日本向け資料の翻訳等を担っている。
海外からの顧客と英語での打合せ
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ササゲ工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

新潟県長岡市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

地域内企業と連携し顧客需要を満たす
多種多様な金属製品を開発、
海外需要も獲得
同社は、
金属と金物づくりの町・燕市に本社を置き、
ステンレスワイヤー加工やステンレス切
削加工をメインに事業を展開している。
技術的には、
地域内の工場とのネットワークを生かした
「挽き」
「絞り」
「表面処理」
に強みを持ち、
顧客ニーズを汲み取った商品の製造を行っている。
近年は、
これまでに培った金属加工技術を生かし、
酒器やボトルオープナー等の自社製品
の開発にも注力し、
下請加工からの脱却を図っている。
また、
アジアと欧州を中心に海外マー
ケットを獲得する事業も実施している。
新潟県長岡市寺泊竹森1337-1
● 設立
0256-97-3215／0256-98-5723
● 資本金
http://www.sasage-industry.co.jp/ ● 従業員数
代表取締役社長 捧 謙二

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1926年
1,400万円
20人

ものづくり

デザイナーとセールス機能を持つ現地拠点を活用した海外展開
従来の下請加工中心から自社ブランドの開発へと事業を拡大し、近年は
アジア
（シンガポール）
と欧州（フランス）にも販路を開拓している。海外進
出にあたっては、現地の著名なデザイナーを活用し、現地にローカライズさ
せた商品開発を行っている。販売では、
バイヤーの豊富なネットワークを有
し、
セールス機能を有する現地ギャラリー等を活用しており、海外展開に工
夫を凝らしている。本格的な海外展開は2017年からであるが、受注の獲得
もあり今後更に海外市場へ参入できる可能性がある。

フランス・パリの店に並ぶ当社の商品

地域資源の活用と地域内企業との連携による商品の開発
同社が立地するエリアは金属製品の産地であり、同エリアの複数の工場
と連携して、多種多様な商品開発を行っている。例えば、酒器・三作シリー
ズでは、旋盤加工、
スピニング加工、表面処理（酸化発色加工）の技術を持
つ工場と連携することで開発が可能となった。
このように特徴ある技術を
有する工場とフレキシブルに連携することで、顧客ニーズを最大限に満た
せられることが同社の大きな優位性である。なお、三作シリーズは、
デザイ
ン性や品質からドイツの
「iF・デザイン・アワード」
を受賞している。

「iF・デザイン・アワード」受賞の酒器

デザイン性と機能性を追求することで海外需要を獲得
同社は、海外での需要を獲得のためにデザイン性と機能性を追求した魅
力的な商品開発を行っている。例えば、
シンガポールおよびフランス向けの
商品開発においては各国で評価の高いプロダクトデザイナーと連携した。
またフランス向け商品は現地市場に受け入れられる色味と風合いを生み出
すために、光の角度によって異なる発色を表現する酸化発色の技術を活
用。
これにより従来の塗装では得られない表現の美しさに加え、耐候性・耐
食性も商品に付加したことで、
フランス市場で高評価を得た。
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デザイン性を追求した商品

株式会社ヨシカワ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

新潟県西蒲原郡弥彦村

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

ステンレス材を用いた金属製品を各種生み出し、
機械では対応できない職人技術を蓄積
同社はモノづくりの街、燕三条エリアにてステンレス材の加工を得意とし、住宅機材
や電気機器など、業務用製品を設計から製造まで行う製造業者である。
グループ会社に
ステンレス鋼材卸を行う吉川金属㈱、加工を専門に行うカットウエル㈱があり、製品設
計から材料仕入、加工、販売まで一貫して対応な点が強みである。

需要獲得

● 所在地
新潟県西蒲原郡弥彦村大字大戸635-3 ● 設立
● 電話／FAX 0256-91-2210／0256-91-2211
● 資本金
● URL
http://www.yoshikawa-group. ● 従業員数
co.jp/
● 代表者
代表取締役 吉川 力

1952年
1,000万円
170人

ものづくり

技術の蓄積、地場産業の活用に卓越する
モノづくりの街、燕三条に位置し、古くよりステンレス材を用いた金属製
品を各種生み出してきた。
この長年の経験により、
プレス加工、溶接、磨きや
表面処理のノウハウを蓄積することに成功し、今日の経営基盤を築いた。
よって、
同社では機械では対応できない職人技術が蓄積されている。
また長
年の地場での活動により、
同社グループで対応できない部分についても、地
場企業の協力を得ることで、対応が可能となっている。
このことにより、試
作・開発分野において優位性が生まれている。

株式会社 ヨシカワの統一ロゴ
「YOSHIKAWA」

IT技術やSNSも活用した海外販路の開拓に積極的
社内では、
月に一回のIT委員会を開催し、
ITスキルの向上やfacebookなど
のSNSも活用した、
マーケティングにも積極的である。
そのようなグローバル
マーケティングの時代に海外展開にも積極的に取り組んでいる。
具体的には、
①年間10回程度、
国内／海外の展示会に出展し、
新規販路開拓に注力してい
る。
②隔年、
若手職員を含め、
ドイツの最新機器展示会を見学を実施、
若手のグ
ローバル意識を啓蒙している。
③30年夏季には、
上海のデパートに進出し、
同
社製品の直接販売を強化するなど行っている。

COOK PALと題し自社ブースを展示会に出展

防災キャビネットの開発・販売による防災意識啓発
中越地震、洪水の影響を乗り越え、近年多発する自然災害に向けた取組
として、
防災キャビネットの開発／販売に注力している。
当該製品は、
被災地
だけでなく、
これまで被災した事がないエリアにおいても防災意識啓発に大
きく貢献している。
「座れる防災キャビネット」
は、
2017年10月11日に、
危機
管理産業展に出展し、
銅賞を受賞した。
災害時に多く発生するエレベーター
内での取り込め対応として、活躍が期待されている。普段は、
お年寄りや身
体の不自由な方の椅子としても活用でき、
防災意識の高揚に貢献している。

219

エレベーター内で座れる防災キャビネット

株式会社欧州ぶどう栽培研究所
新潟県新潟市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

「新潟産ワインを世界に」
地域とともに成長する
県内有数の観光ワイナリー
新潟市の西南部・角田山麓に8haの畑を持つワイナリー「カーブドッチ｣を運営。創業
以来、
この一帯をワイン産地にすることを目標に掲げ、
自社農園でワイン用ぶどうを栽培
している。
自社のぶどうや畜産をワインやソーセージ製品へ加工し、直営レストランで提
供販売するほか、敷地内に温泉や宿泊施設を併設する等、持続的な収益基盤を形成。年
間30万人が訪れる県内有数の観光ワイナリーとして、地域経済の活性化に大きく貢献
している。
新潟県新潟市西蒲区角田浜1661
0256-70-2288／0256-77-2290
http://www.docci.com/
代表取締役社長 今井 卓

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1992年
1,000万円
77人

サービス

「ぶどうの木のオーナー」制度でファンを獲得
創業時、1口1万円で苗木のオーナー兼会員になり、1本のワインを10年
間受け取れる
「ぶどうの木のオーナー」制度を考案。会員番号付きの自分の
木の成長を見守ることのできる取り組みは話題を呼び、開始から4年で1万
人を超える組織へと成長した。
また、
ワイナリーへのレストラン併設やぶど
うの収穫体験開催等、
ユーザーの要望に応える形で様々な事業を展開。強
固な基盤を形成すると共に、
ユーザー視点のビジネスを確立した。
毎年オーナー会員が集まり交流会を行う

ワイナリー経営塾による
「新潟ワインコースト」
の確立
新潟をワインの産地にしたいという想いから、
人材育成を目的としたワイ
ナリー経営塾を開講している。同社周辺でワイナリーの創業を目指す個人
や団体を対象に、各種ノウハウの提供やマンツーマンでの創業支援を行っ
た結果、卒塾生によるワイナリーが5軒誕生し、
「新潟ワインコースト」
を形
成した。毎年秋になると
「にいがたワインフェスタ」
を開催しており、各ワイ
ナリーを巡るテイスティングラリーでワインの飲み比べができる等、地域全
体の活性化に努めている。

葡萄畑の向こうにあるワイナリーの建物群

「東京から新潟へ」誘客型ワイナリーの仕組みづくり
2018年3月、
同社の旗艦店として東京ミッドタウン日比谷に直営レストラ
ン
「Värmen」
を開業した。代官山の人気ビストロとの共同運営であり、今
後は渋谷PARCOにも新店舗を展開する予定である。
また、2019年秋に新
潟県外の訪問客が泊まれる宿泊施設「オーベルジュ」
を新築し、東京からブ
ランド価値を発信することで、新潟へ誘客を図る仕組みを確立している。
新潟県内でも、
銀行をリノベーションしたレストランや県立図書館内のカフェ等、
多角的な事業を展開することで、
同社のブランドは地域住民に広く認知されている。
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ミッドタウン日比谷直営店の賑わい

株式会社タナベ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

新潟県糸魚川市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

糸魚川発、熱技術と自動化技術で世界に広
げる、人と地球にやさしいものづくり
「熱技術と自動化技術で人と地球にやさしいものづくりを」
をテーマに、
各産業分野に生
産設備を提供している。
加熱・焼成技術では、
自動車用二次電池材料等、
高機能粉体の連続
熱処理に適した高温高気密ロータリーキルン、
自動車部品・電線材料等の熱処理工程に用
いる加熱炉、
資源リサイクルに有効な過熱水蒸気を利用した脱脂洗浄設備、
溶かす技術で
は製鉄分野に密閉型電気炉、
環境面では、
廃棄物溶融炉、
有価金属回収用精錬炉等、
国内
外で設計・製作・据付・保守まで一貫して提供している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

新潟県糸魚川市大野978
025-552-1601／025-552-8041
http://tanabe-co.co.jp/
代表取締役社長 田邉 郁雄

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1951年
6,750万円
172人

ものづくり

顧客との共同開発で、高度な熱技術を生かす
同社は金属切削屑の脱脂洗浄で均一性と時間短縮にメリットのあるキ
ルン製造等のノウハウを強みとしている。
また、性質の異なる金属の影響を
避ける金属コンタミ防止、
シール性の向上、製品に応じた適切な内筒材質
の選定などが評価されている。近年の電気自動車(EV)や家庭用蓄電池シ
ステム向け二次電池市場の拡大を受け、熱処理の難しいリチウムイオン電
池原料の連続高温焼成炉を開発した。
本社実験棟に実証テスト炉を設置し、
顧客とともに効率的な原材料製造のための条件の構築に取組んでいる。

粉体連続高温処理可能なロータリーキルン

世界に広がる、設備導入・管理・メンテナンス一貫サポート
同社では各種工業炉とFA設備の設計・製作・据付・アフターサービスを
自社で一貫提供している。
また設計・エンジニアリングのみではなく生産工
場を自社に有しており、設計者と生産・工事部門が一体となって顧客ニーズ
に応えられる体制となっている。海外への設備輸出も約50年にわたる実績
があり、社員の語学習得の支援等人材育成にも力を入れている。廃棄物か
ら有価価値のある物質を回収する溶融技術においては、北欧系や中国系企
業への納入実績があり、
「環境にやさしいものづくり」
を世界で展開している。

マレーシアのプラントサイト

成長を続ける
「地域未来牽引企業」
同社は、部品の調達や外注等の多くを地域の協力工場へ依頼しており、
地域経済の好循環に寄与している。昨年度は、
これらの事業展開が認めら
れ、
「地域未来牽引企業」
に選定されている。
また、毎年新卒採用を積極的に
行っており、
地元での就職を希望する若者への雇用機会を提供している。
このほか、同社副会長が糸魚川商工会議所の副会頭を務めるなど、地域
社会の発展に寄与している。
地元高校生の会社見学の様子
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株式会社二上

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

富山県高岡市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

高岡銅器の伝統とデザインを融合した製品
着実な販売活動で国内外の広域へ展開
1897年創業の真鍮鋳物メーカー。高岡銅器の代表的な仏具「輪灯」
などの仏具製造
で長い歴史をもつ。近年の住宅の洋風化や生活様式の変化に伴い、仏具以外の製品へ
の展開を図ってきた。具体的には、鋳物の素材感を活かしつつデザイン性を加えた独自
の製品企画・製造（真鍮の生活用品ブランドの「FUTAGAMI」、建築金物ブランド
「MATUREWARE」等）
を開始し、現在では同部門が売上の約9割を占める。取引先は
小売店が主で、国内約500社に加え、国外35ヶ国におよぶ。
富山県高岡市長慶寺1000
● 設立
0766-23-8531／0766-26-5614
● 資本金
http://www.futagami-imono.co.jp/ ● 従業員数
代表取締役社長 二上 利博

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1897年
1,000万円
22人

ものづくり

着実な海外展開戦略により、現在は35ヶ国へ商品を輸出
高岡銅器の産地の特徴として製造・加工部門では工程別（原型づくり、鋳
造、仕上げ加工、着色）
の分業体制が確立している。
同社は、原型づくりの工
程内製化（業者が小規模で後継者難の状態にあったことに起因）
を検討し、
富山県総合デザインセンターでモデリングマシンを借用したプログラミン
グ技術等の指導を受けた。
その後、2013年にものづくり補助金を活用し、
原型づくりのためのモデリングマシンを導入。新商品の開発・試作・投入サ
イクルが迅速化し、
セミオーダー品の生産効率も大幅に向上した。

高岡銅器の技術が詰まった鍋敷き
「銀河」
「星」

デザイナーへの権限委譲によるブランド力向上
同社は、
デザイナーに対する権限移譲の仕組にも特徴がある。一般的に、
製品デザイナーの権限範囲は製品のみで、契約形態も製品毎となるケース
が多い。
対して同社はデザイナーとブランドトータルで契約しており、
デザイ
ナーは同社と密にコミュニケーションを図って一緒に試行錯誤しながら、
ブランドに対するあらゆる活動（Webサイトの構築やワークショップのプロ
デュースも含めた活動）に携わる。
これよってブランドイメージの一貫性と
製品づくりの徹底したこだわりが双発的に生まれ、成長を助長した。

同社が主催するワークショップ

デザインセンターと補助金の活用による、
内製化と効率化
同社は、
その需要を背景に早くから海外進出を検討し、規格（北米へ電気
照明などを販売する際に必要）の取得、海外からの問い合わせ窓口たる協
力会社の立ち上げ等を行った。海外への訴求手段として大規模な展示会を
活用せず、
あえて小規模の企画展などを対象国・地域で行ってきた。取引先
選定の基準は、同社の考えや商品に対するこだわりを共有でき、
また信頼
できる取引先であることに重点を置いている。現在は製品を35ヶ国に輸出
販売し、
海外販売がブランド部門の売上の15%を占める。
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2016年にニューヨークの店舗で開催した
展示会

北陸アルミニウム株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

富山県高岡市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

長年のノウハウで現代ニーズに対応
富山県のアルミニウム産業を牽引する
当社は1930年に創業、1946年に法人化した富山県西部におけるアルミニウム製造、
発祥の企業。
アルミニウム製家庭用・業務用調理器やアルミニウム製建材等を主に製造
販売している。主力商品であるフライパンについては、優れた鋳造技術と合金開発で軽
量かつ耐久性が高いという強みを活かし、他社と差別化を図っている。近年では国内
シェアの約10%を維持している。
さらに、
こうした技術を応用し、
カーテンウォール
（外壁
材）等も製造するなど、異分野への進出も果たしている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

富山県高岡市笹川2265
0766-31-4300／0766-31-5380
https://hokua.com/
代表取締役社長 荒井 毅

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1930年
30,000万円
168人

ものづくり

独自技術による高付加価値なフライパンの提供
当社が主力としているフライパンは、耐久性の高いアルミニウム合金
「AC7A」、世界一アイテム数の多い「16sku」
を使用、側面の厚さ1.3mm、
底厚3.0mmまで薄肉化を図ることで、高強度と軽量化を両立させている。
また、外部から圧力をかけずにアルミ溶湯の自重で製品を成形する
「グラビ
ティキャスト技法」
という独自技法を用いており、熱伝導、熱保有力に優れ、
熱ムラの無い全面均一加熱が可能である。
これらにより、同業他社には真
似のできない、軽量で耐久性だけでなく、優れた調理性能を有するフライパ
ンを提供し、
国内シェアの約10%を獲得している。

軽量で耐久性の高いセンレンキャスト

長年のノウハウと現代ニーズを融合させた新商品の開発
調理器具類の低価格競争に対抗すべく、高付加価値商品の開発を目指
し、市場ニーズの高い
「無水調理」等の多機能鍋の開発に着手した。同社は
戦後、故吉岡輝勇氏が考案した元祖万能調理鍋と言われる
「吉岡鍋」の商
標を取得し、今日まで50年以上に渡って製造、販売を続けてきた。
その製造
技術を活かしつつ、更なる密封性の向上と、無水調理を可能とするための
蓋の文様や重量、
さらには内外面コーティングなどを検討、改良を繰り返
し、
平成30年10月に新商品「HAMON」
を開発した。

軽い無水調理鍋「HAMON」

地域中核企業として富山県のアルミニウム産業を牽引
富山県のアルミニウム関連産業は、域内で原材料調達、製品製造、
スク
ラップ再生という循環構造が確立されており基幹産業となっている。同社
は高いシェアを持つフライパンや高付加価値な新製品「HAMON」の開発
で地域への波及効果が期待されている。
また、今年度より産学官で取り組
む研究開発プロジェクトとして、新事業創出と専門人材の育成を目指し発
足した「とやまアルミコンソーシアム研究開発プロジェクト」に参画してい
る。
地元中核企業として地域、産業を牽引する役割を担っている。
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アルミニウムの用途を広げるシグマ建材

北陸テクノ株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

富山県射水市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

工業炉製造ノウハウを応用し稲もみ殻処理炉を
開発、
海外・国内需要を新規開拓
金属溶解炉、金属熱処理炉等、
用途に応じた多種多様な工業炉について、設計から据
付後のメンテナンスまで、一貫体制で対応。顧客のニーズ（生産ロットや工場規模、設置
スペース等）
に応じて、柔軟かつ付加価値性の高い設計製造能力が当社の強み。
また、
ベ
トナム、
メキシコなど海外にも拠点やパートナー会社を持ち、海外展開をする取引先に
も対応。
自動車部品メーカーを中心に、
様々な顧客に設備を導入。
また、
環境事業を取扱
う子会社NSIC株式会社により、
もみ殻事業を中心とした設備販売等を行っている。
富山県射水市青井谷1丁目8番3号
0766-57-1400／0766-57-1401
http://www.h-techno.com/
代表取締役社長 木倉 正明

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1993年
3,000万円
20人

ものづくり

再生利用困難とされてきた稲もみ殻の再生利用処理炉を開発
地元行政、地元JA、早稲田大学等で成形する産学官連携により、利活用
が困難な
「稲もみ殻」
の再生利活用処理炉の開発に成功。本設備は、高度な
コントロール燃焼技術を用いた処理で、有害物質を排出せず有益な非晶
質・可溶性シリカを含む「もみ殻灰」
を製造する。毎年大量発生するもみ殻
処理に対して、既存設備では少量処理能力しか有しておらず、低コストで大
量処理を実現した本設備は、革新的な性能を有している。
もみ殻処理炉

積極的な海外展開実績、
もみ殻事業の海外展開も視野
ベトナムに2か所現地法人を保有。
また、
メキシコに1社、
スペインに1社、
中国に1社パートナー会社あり。主に、現地の日系企業向けの受注に対応し
ている。
また、今回のもみ殻処理炉については、海外米主食圏での展開も視
野に入れており、国内での事業軌道化ののちには、上記の海外展開能力が
十分に発揮される見通し。
海外現地法人
（ベトナム、
タイ、
インドネシア）

資源・環境・雇用面での地域経済活性化に寄与
もみ殻処理炉の開発については、地場の農協（JAいみず野）
と連携し取り
組んだ経緯あり。処理炉第1号機はJAいみず野に納入し平成30年より稼働
を開始している。本件事業軌道化ののちには、相応の人員を要することか
ら、
地場の雇用創出にも寄与する見込み。
地域資源
（もみ殻利用）
、
地域環境
（もみ殻単純焼却による毒性物質発生の抑制に寄与）、地域雇用（もみ殻事
業に係る雇用創出）
と、複数の側面から地域経済の活性化に資する事業。
農協との協力写真
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株式会社スカイ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

富山県射水市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

培われた技術と経験を基に、
顧客ニーズに合った高付加価値品を開発
精密機械板金加工や装置・電源組立を主たる事業としているメーカー。ISOの環境、
品質マネジメントシステム認証を取得したのを皮切りに、医療機器製造業許可証、航空
宇宙産業品質JISQ9100等を相次いで取得、高度な品質の追求・顧客ニーズに合った
精密機械板金加工技術の向上に努めている。様々な大手メーカーと協働しながら、精密
機械板金加工技術と制御盤・配線技術をベースとして機械装置の組立を行い、
同業他社
との差別化や高付加価値化を図っている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

富山県射水市布目沢262番地
0766-53-1146／0766-53-1149
http://sky-toyama.co.jp/
代表取締役社長 谷内 昌雄

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1985年
3,000万円
112人

ものづくり

地元大学等との共同研究で技術・製品を開発する開発型企業
富山大学附属病院の検査・輸血細胞治療部と連携し、血液の解凍時間の
大幅短縮をめざすFFP解凍装置を開発するなど、地元医療機関等との連携
を通じて医療機器を開発。また、
これまで加工困難だった超ジュラルミン
（2024-T3）
の塑性加工技術を確立し、航空機・エネルギー輸送など軽量か
つ強度が必要とされる分野に提案。
これらを通じ、経営理念にある
「明日の
地域社会を担う若い人たちの想像力を豊かにする製品作り」
で「地域社会
の発展に寄与する企業」
を目指している。

超ジュラルミンの塑性加工技術を開発

高い板金加工技術が実現する顧客ニーズに合わせた商品開発
高度な精密板金技術を有し、
同社の
「継ぎ目の分らない溶接技術」
による
薄板アルミ溶接やステンレス加工品・機械カバー等は、顧客から高い評価
を獲得。様々な分野の製造許可や認証を取得し、業界を限定せず技術力を
培ってきたことが、産業機械から医療機器・航空機まで幅広い業界との取
引を可能にしている。
また、再生医療装置部品やステンレス材（SUS304）加
工で製作したグローブボックス
（外気を遮断して作業を行う密閉容器）等、
顧客ニーズに合わせた商品開発にも取組んでいる。

ステンレス材加工品「グローブボックス」

一貫生産体制を構築し
「得意先に喜ばれる製品づくり」を追求
機械板金加工の分野で、設計から加工・組立までの一貫体制を確立。高
性能のレーザータレパン複合機を始めとする最新の生産設備を導入、職人
の熟練技術との組合せによるハイブリッド工法で、多品種少量生産及び大
量生産に対応して、短納期と品質の安定を実現している。
また、QCDによる
徹底した生産コスト低減を図ることで、海外生産調達との比較において優
位性を確保、高い企画設計力と徹底した品質管理・原価管理・生産管理に
より生産性を高め、
「得意先に喜ばれる製品づくり」
を追求している。
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板金加工の一貫生産体制を確立

前田薬品工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

富山県富山市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

「塗る・貼る」医薬品の受託製造に特化
主要製品はアンフラベート
（皮膚湿疹）
同社は、外用薬の研究開発に力を入れており、
「塗る・貼る」
という特性の医薬品の受
託製造に特化している。主要製品は医療用ジェネリック薬のアンフラベートという
「アト
ピー・やけど・皮膚湿疹」
などに使用する、外用ステロイド軟膏である。
その他に、
ニキビ
薬などの一般用医薬品の受託製造も行う。同社の開発力や製造能力は高く評価されて
おり、受託元は日医工㈱や佐藤製薬㈱など大手製薬メーカーが中心となっている。外用
薬の製造ノウハウを生かし、化粧品やアロマ製品の開発にも取組んでいる。
富山県富山市向新庄町1丁目18番47号 ● 設立
076-451-3731／076-451-4097
● 資本金
http://www.maeda-ph.co.jp/
● 従業員数
代表取締役社長 前田 大介

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1966年
93万円
132人

ものづくり

ジェネリック普及率の低い外用薬の製造に特化している。
政府の施策として、
国内ジェネリック医薬品全体の普及率を80%まで伸ば
しいくことを目標としている(H27年のGE普及率56.2%)。
このような政府の
方針があるなか、
同社は特に市場開拓の余地が残されている外用薬の製造
に特化している
（H28年の外用皮薬普及率33.6%）
。
外用薬のジェネリック普
及により、
今後も売上拡大が期待できる。
特に、
日本国内最大規模のステロイ
ド外用剤専用棟を持っている。
しかも、
環境への対策も万全で飛散を防げぐ
為の、
一次バリア、
二次バリア、
三次エリアを設けるなどの対策をとっている。

各種ジェネリック外用薬の製造に特化

地域貢献活動として地元高校生との共同開発
地元滑川高校薬業科の生徒と共同開発プロジェクトとして高校生のアイ
ディアをベースとした商品開発をしている。
ものづくりに興味を持ってもらう
こと、
企画開発から販売までを体験してもらい仕事の楽しさを知ってもらうこ
と、
関わる企業の会社見学等も実施し、
各業界への興味、
知見を深めてもらう
ことを目的としている。
第一弾商品は
【美絹
（うつくしるく）
】
と名づけた
「化粧
水」
と
「リップクリーム」
である。
商品には
「加水分解シルク」
や
「海洋深層水」
な
どの富山県産素材を使用しており、
地元富山の良いモノを発信している。

地元滑川高校薬業科の生徒とコラボで開発

これからの前田薬品工業～変革と開拓の第二創業チャレンジ
日本と世界の市場で企業活動を永続的に進めるため、前田薬品工業は
“第二創業”とも言える数々のチャレンジの種を撒いている。
具体的には、①塗る・貼る医薬品の研究開発と製造ノウハウを活用した、
スキンケア製品やサービスなどの新規開発と製造、②中国、台湾、東南アジ
アを中心とした、既存製品と新規製品の海外マーケット投入開拓、③美容
とヘルスケアをテーマとした長期滞在型リゾートの開発と運営、④アレル
ギーソリューション事業の展開などに挑戦している。

美容と健康をテーマにしたリゾート開発
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石川樹脂工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

石川県加賀市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

世界最高品質の新樹脂素材
「トライタン」
にデザイン性を付与、新たな市場開拓
昭和22年に創業し、木製の山中漆器を製造していたが、後に樹脂製漆器の製造に転
換した。現在は、樹脂製漆器だけでなく、外食用食器、仏具等様々な分野でのプラスチッ
ク製品を製造している。
近年は、
これまで培ってきた樹脂成型技術を活用し、炭素繊維関連の事業にも取組ん
でいる。使い捨てプラスチックを減らす動きが世界中に広がっている中、
トライタン製食
器は永く使用できるプラスチック製食器として新しい価値を見出している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

石川県加賀市宇谷町タ1-8
0761-77-4556／0761-77-4629
http://www.ishikawajyushi.net/
代表取締役 石川 章

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1947年
4,800万円
105人

ものづくり

ガラスに替わる食器やガラスの使用が困難な市場での需要獲得
プラスチック製食器の国内市場では高いシェアを有している。2018年か
ら海外展開にも注力しており、
アメリカやアジアを中心に、
ガラスに替わる
取扱いやすい食器需要のほか、
ビーチリゾートやアウトドア等、
これまでガ
ラス食器の使用が難しかった海外市場での需要獲得を狙う。
具体的には、
バリ島で開かれた展示会に出展し受注を獲得する等、世界
市場でのマーケティング調査、展示会出展等を行い、取引先の開拓を行っ
ており、
5年後には海外のみで2.5億円の売上げを目指す。
（現在は1,500万円）

ガラスの利用が困難なアウトドアに

地元デザイナーを起用した商品開発や地元ホテルで製品の採用
世界最高レベルの品質の「トライタン」
に付加価値を付けるため、地元デ
ザイナーのsecca inc.を起用し、
機能性・デザイン性に富んだ
「ゆらぎタンブ
ラー」
を製品化した。取扱いの容易さ、高い耐久性、
デザイン性が評価され、
開業が相次ぐ地元のホテルに採用されている。海外展開においては、経済
産業省の
「ふるさと名物応援事業」
や石川県「ニッチトップ企業海外展開支
援事業」、
「県外需要を取り込む元気なものづくり中小企業育成支援事業」
に採択される等、
自治体等と連携を進めている。

機能性・デザイン性の高い製品

機能性とデザイン性がある商品開発と手作業による最終仕上げ
「ゆらぎタンブラー」
は、飲み口を波状（口元のゆらぎ）
にすることで、逆さ
まに置いた時に、
空気の通り道を作り、
乾きやすく、水分がこもらないように
設計。
さらに、外側は円にも関わらす内側は大きな三角形にすることで、重
ねても完全に密閉しない構造となっており衛生面に配慮している。
また、
口
元はより滑らかに仕上げるために、後工程に手仕上げを行っている。
海外需要については、海外のマーケティング調査を行い、今後、海外の顧
客ニーズにあったデザインを新たに開発する予定である。

227

飲み口を波状にした
「ゆらぎタンブラー」

株式会社スギヨ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

石川県七尾市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

地域の食品業界リーディングカンパニー
生産から販売までバリューチェーンを構築
水産練製品を主体とし、常に業界をリードする技術力で数々のヒット商品を世に送り
出す総合食品メーカー。2007年に農業分野へも参入し、生産から加工、販売まで一連
のバリューチェーンを構築。
また、創業の地「能登」
の風土を活かした特徴ある商品を世
界へ展開する地域のリーディングカンパニー。
カニ脚と同様の食味を呈する
「香り箱」
は、業界最高峰の農林水産祭の天皇杯（2006
年）
やものづくり日本大賞（2009年）
を受賞。
石川県七尾市西三階町10号4-1
0767-53-0180／0767-52-2571
https://www.sugiyo.co.jp/
代表取締役社長 杉野哲也

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1962年
30,000万円
650人

ものづくり

地域資源を活かした高付加価値商品で差別化を図った国内外展開
カニ風味蒲鉾「香り箱」
を代表とする高い技術力と、能登の地域資源を活
かした特徴ある商品で差別化を図り、技術力×地域資源活用による高付加
価値商品としてのブランドを確立する。昭和51年に米国向け輸出開始後、
米国工場を設立。平成18年には東南アジア向け輸出体制を強化、平成27
年以降は中国向け輸出が本格化、飲食店等の業務用中心の販路に加え、小
売商品の販売も強化している。また、業界に先駆けてHACCPを導入する
等、
国内外で求められる高い衛生基準を確保している。

高い技術力を示すカニ風味蒲鉾「香り箱」

風土と歩むフードカンパニーによる地域活性化
北陸・能登の食文化・伝統技術である
「いしる」
や
「へしこ」等の発酵を利
用した商品や、長い海岸線を利用した海藻を原料とした商品等、能登なら
ではの魅力的な商品群により、差別化を図った事業を展開する。2007年に
農業に参入し、6次産業化による地産地消ビジネスを推進。耕作放棄地の
解消や地域住人の雇用創出、農業の担い手育成等、地域農業の再生・復興
に貢献。更に、直営レストランを通じた地域の魅力発信及び収穫体験の実
施等により、
域外からの利用客を呼び込み、地域活性化に貢献している。

自社農場（能登島、穴水、志賀）

能登の風土に着目、温故知新の商品開発による健康志向の対応
需要拡大に向け、県内外の大学、研究機関との連携を実施。高級カニ風
味蒲鉾「香り箱」の開発において、健康志向の高まりを受け、従来使用して
いた天然色素ではなく、抗酸化作用があるリコピンでの着色を実現。
また、
現代人に不足しがちな栄養素を補ってもらうべく、
ビタミンA・ビタミンEを
配合した栄養機能食品ビタミンちくわ等を開発している。
今後は、
「いしる」や「へしこ」等、能登の食文化をベースとした機能性食
品の開発に取組む。

栄養機能食品ビタミンちくわ

228

マイコック産業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

石川県白山市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

優れた品質、生産性の食品加工機械で
成長性の高い海外多市場への販路拡大
エビフライ等揚げ物に自動でパン粉付けをする食品加工機械の製造・販売メーカー
である。従来は手作業で行われていたフライ製品の工程を一括で自動化し、
「手包み」
で
作られたようなフライに作り上げる技術力で競合優位を保持している。
日本国内はもと
より海外のニーズを捉え、特に人口増加が著しいアジア地域を中心に、衛生的で高品
質、生産性向上に大きく寄与する製品として高い評価を得ており、
輸出は拡大している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

石川県白山市倉部町2016番地
076-276-6172／076-276-2686
http://www.mycook.co.jp/
代表取締役社長 経塚 弘明

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1978年
1,000万円
17人

ものづくり

JETROを活用し、綿密な準備による海外輸出の成功
同社製品は、
「生産性」
「衛生的」
「完成品の質の高さ」
といった点で大き
な強みを持ち、
これらを武器に海外市場にも果敢に挑戦してきた。JETRO
の市場調査サービスを活用し、綿密で計画性を持った準備により、海外で
行われる展示会にも積極的に出展、
その度に知名度を上げ、数々の引き合
いを獲得している。ベトナム・中国から大型受注を獲得したことに加え、現
在は人口が多く成長性の高いインド・インドネシアなどからも引き合いがあ
り、
海外輸出の成功を遂げている。

ベトナムで現地販売店と展示会を開催

地域産業と海外市場の架け橋を果たす
海外販路拡大にあたっては、いち早くベトナム人を従業員として同社に
受け入れており、人材の交流も図っている。
また、外国企業の視察も積極的
に応対し、地域の産業と海外市場の架け橋となる機会を多岐にわたり創出
してきている。石川県白山市の製造業分野の企業が集積する土地に拠点を
持ち、
地場産業の国際化といった観点での牽引役を果たしている。
通訳も兼務するベトナム従業員

フライ加工食品の多種多様なニーズへの高い対応力
同社製品は単一のメニューに用いるものではなく、
エビフライ、唐揚げ、
白身魚フライなどメニューの幅が広く、
あらゆる揚げ物に対応することがで
きる。
また、使用するパン粉一つとっても水分量や粗さなどに応じて製品の
ラインナップを用意しているため、顧客のニーズへの高い対応力が評価さ
れている。食感にも強いこだわりを持ち、手づくりのフライ製品に勝る品質
を誇る。
また、同社の設備は取り扱いに高度な技術を必要としないため、操
作性の高い機械である点も大きな魅力となっている。

エビフライ用自動パン粉付機
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有限会社幸伸食品

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福井県大野市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ごまどうふを通じた禅文化の発信
高い開発力と技術力による社会課題への挑戦
豆腐製造業をルーツとし、胡麻と葛粉を原材料とする地元永平寺の名物「ごまどう
ふ」を主力商品とした卸売販売で事業を拡大。2000年にはレストラン併設のアンテナ
ショップ
「幸家」
を永平寺町内に開設。
「健康と幸せ」
を企業理念に、消費者ニーズを直接
拾いながらの新商品開発に取り組み、
インターネット通販での販路拡大に注力。
また、
高齢化社会を背景とした嚥下障害予防に資する商品の開発や、
TFTプログラムへの参画
（途上国支援の事業）
を通じて、社会課題解決にも挑戦している。
福井県大野市明倫町9-17（工場・営業・ ● 設立
直営店などは福井県吉田郡永平寺町） ● 資本金
● 電話／FAX 077-965-7701／077-965-7702
● 従業員数
● URL
https://www.koshinfoods.co.jp/
● 代表者
代表取締役社長 久保 透

需要獲得

● 所在地

1977年
1,000万円
23人

ものづくり

「禅のふるさと」
から精進料理と大豆食文化の発信
主力商品の「ごまどうふ」
は、禅宗の精進料理の一つである。同社の製造
拠点は曹洞宗大本山永平寺の麓に位置し、禅の食文化を豆腐創作料理の
メニュー開発や高付加価値商品開発を通じて、情報発信・ブランド展開を
手 掛 けてい る 。
（ 同 社 ブ ランド は 地 元 永 平 寺 町 が 認 定 する 特 産 品
「SHOJIN」
にも認定されている）
また、増加する永平寺観光の外国人顧客
に対し、同社は自社運営のレストランで精進料理を提供することで、海外へ
の禅文化の発信と地域経済の活性化の一翼も担っている。

精進料理を、永平寺町から世界へ

独自の技術で、高級志向の需要や社会課題解決に貢献
ごまどうふの食感に大事な“ねっとり感”を維持するため、
同社は原材料
の練りの機械化や加熱時間を極限まで減らす独自製法を開発。
さらにCAS
や3D冷凍凍結装置の導入を行い、
職人が食べる直前に加工しなければ実
現できなかった食感を約1か月間持続できる技術を実現している。
これらの
技術により高級料理店への展開が可能となった他、
加工技術のさらなる応
用によって嚥下困難者向けの商品開発にも繋げている。
なお、
この嚥下困難
者向け商品にはベトナムの介護・福祉大学の関係者も興味を示している。

独自の技術で生み出した、冷凍ごま豆腐

「ZEN」の教えに基づいた高品質のごまどうふを海外へ発信
ごまどうふは、
タイの高級日本料理店やシンガポールの高級スーパーを
筆頭にヨーロッパにも納入実績がある。
日本食レストランは海外において
増加傾向にあり、同社はそれら海外の高級日本料理市場への展開も図って
いる。
また、国内の和菓子メーカーとタイアップし、動物性原料不使用のヘ
ルシークリーム大福（同社の豆乳を特殊技術で濃縮したデザート用豆乳ク
リーム使用）
を商品化し、来春よりロンドンのテイクアウト寿司チェーンへ
販売予定である。

東南アジアやヨーロッパでもファンが多い、
同社のごまどうふ
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株式会社米五

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福井県福井市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

味噌造り180年の歴史と伝統を基礎に
新しい取組を積極的に行っている
寛文8年（1668年）
に米屋として創業し、天保2年（1831年）
より味噌醸造開始。曹洞
宗総本山である永平寺御用達の味噌製造業者でもあり、
平成13年に現社長の多田和博
氏が社長に就任後、他社に先駆けてインターネット通販システムを導入しBTOCでの売
上アップに取り組んだ。平成17年に県の経営革新の認定を受け味噌の量り売り部門を
工場に併設、同29年に同経営革新の2回目の認定後、味噌をテーマにした複合施設「み
そ楽」
をオープン。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

福井県福井市春山2-15-26
0776-24-0081／0776-22-0740
https://www.misoya.com/
代表取締役 多田 和博

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1954年
2,040万円
22人

ものづくり

味噌作り180年以上の歴史に裏打ちされた質の高い商品
地元福井産の選りすぐりの米と厳選した国産大豆、天日塩を使い、素材
のうまみを最大限に引き出した昔ながらの味噌を作っている。雑菌の発生
を防ぎ、蔵独自の酵母菌を活かしたおいしい味噌をつくるため、蔵の衛生管
理を徹底。食品添加物は一切使用せず、熟練の職人の手による味噌は市販
の大量生産品とは違うこだわりの味噌を製造。更に近年は、飲食部門へも
進出し県の2度目の経営革新計画の認定後、味噌をテーマにした複合総合
施設
「みそ楽」
をオープンし成功を収めている。

「みそ楽」
での飲食、物販の相乗効果

海外への商品輸出を見据えた商談イベントへの積極的参加
これまで県外の百貨店や商談会に出展しているほか、福井県が開催する
海外との商談イベントにも参画している。平成29年は香港、
シンガポール、
台湾の食品輸入商社・高級デパートと商談を実施、平成30年には物産展に
も出品し商品の認知度向上を図った。海外への輸出についてはまだ途に就
いたばかりであるが、最近では海外向けのインターネット通販でも注文が
相次いでおり、
今後さらに拡大していく予定である。
海外物産展への出展、商談を実施

自治体（福井市）
との連携による新商品開発の取組
同社は、県内外の若者と県内企業が連携して事業を創出し地域を盛り上
げる福井市の事業「Xスクール」
にパートナー企業として参画。本年度はXス
クール受講生の2名と新商品開発に着手し福井の民話を絵巻物にして味噌
を包装した
「福井絵巻味噌」
を商品化した。同商品は味噌そのものを味わう
だけではなく、福井市内に古くから伝わる民話とともに福井の土地や風土、
郷土色としての味噌の料理レシピなど豊富なコンテンツが詰まったユニー
クな商品となっている。

福井絵巻味噌
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株式会社LOOOF

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

山梨県笛吹市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

地域資源を活用した非日常を体験できる宿
徹底したコスト低減を実現した宿
山梨県笛吹市芦川町にある簡易宿泊業者。代表者の丸谷氏は、故郷である芦川町を
活性化させるため、平成26年10月に空き家を改築した古民家宿LOOOFを開業。
「イナ
カに暮らすように泊まる宿」
をコンセプトにした、
東京から90分で非日常を体験できる宿
として人気。現在は、芦川町内で3軒の古民家宿を運営している。

山梨県笛吹市芦川町中芦川559-1
050-3786-7025／FAX番号なし
http://loof-ashigawa.com/
代表取締役 丸谷 佳江

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

2014年
200万円
7人

サービス

地域資源をフル活用したサービスの提供
夕食には、牛肉・鶏肉・ニジマス・こんにゃくなどの地元食材を中心とし
た、囲炉裏で食べる山賊料理を提供。地域資源を活用したサービスを提供。
また訪日外国人旅行者向けサービスにHPを開設。HPは完全英語対応で
訪日外国人旅行者向けのツアーオプションとして、地域の歴史について、散
策しながら学び、山梨県の特産品であるフルーツやワインなども楽しめる、
通訳ガイド付ツアーが人気。
地元の食材をふんだんに使用したBBQ

クラウドファンディングを活用したブランディングの取組み
創業にあたって、
クラウドファンディングを活用。開業に必要な資金を集
めるとともに、古民家宿の幅広いPRを行った。
「築100年以上の古民家（空
き家）を再生した宿」、
「 1日1組限定の宿」などの特別感のあるキャッチコ
ピーを次々に発信し、
ブランディングに取り組んだ。
その結果、首都圏在住
の30代を中心に多くの顧客の獲得に成功した。
また現在、3軒を営業してい
るが、
すべて空き家であった物件を再生。地元の空き家問題の解決に向け
た取組みとしても高い評価を得ている。

クラウドファンディング活用による改修中
の様子

スタッフ1名体制でのオペレーションを実現
料理や掃除などの業務について、
どのスタッフが担当しても均一、かつ、
効率的に行えるように、
オペレーションマニュアルを作成し、業務の標準化
及び単純化に取り組んだ。
その結果、各古民家宿をスタッフ1名体制で運営
できるようになり、人件費の抑制や生産性の向上につながった。

掃除・受付・お料理提供まで1棟を1人で対応
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宮坂ゴム株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

長野県茅野市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ゴム・樹脂部品製造事業をアジアにも展開
既存技術応用と新技術開発で新分野開拓へ
自動車のコネクタ用防水シールをはじめとしてゴム部品全般を取扱う製造メーカー。
自社設計の金型と1,000種類以上の自社配合材料をコア技術として、顧客からのゴム製
品の物性についての様々な要求に応えている。主力である自動車用製品の他に、医療、
次世代自動車、航空機等の成長分野に向けた新製品・新素材開発を積極的に進めてお
り、樹脂分野においてはスーパーエンプラ材による各種インサート成形部品の製品化に
成功している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

長野県茅野市豊平5350
0266-73-7100／0266-73-7600
http://www.miyasaka.co.jp/
代表取締役 宮坂 孝雄

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1973年
4,800万円
170人

ものづくり

国内営業と連携した海外事業の展開
1995年のフィリピンを始めに、
中国・タイにも生産拠点現地法人を設け、
日本向け製品の製造と、現地または域内向け製品の製造・販売を行ってい
る。後者については、
日本国内の取引先から情報を収集しつつ、地産地消の
時流に合わせて事業拡大を進めている。海外進出に際しては、各国・地域の
現地行政機関等の協力を得て良好な関係を築くとともに、各国拠点で研修
生を選抜して日本本社へ派遣して、現地従業員の技能・モチベーションの
向上を図るとともに日本の従業員の国際感覚の向上を図っている。

中国現地法人

宮坂富士（中山）有限公司

保有技術の応用や新製品開発による新分野事業への展開
主力である自動車向けゴム・樹脂製品の市場・需給の変化に柔軟に対応
できるよう、取扱い可能な製品分野を多角的に広げて企業体質の強化を
図っている。例えば、印刷メーカーとの合併により獲得した印刷技術を応
用・発展させ、機能品印刷メーカーとして各種銘板や異常過熱しない電気
式床暖房システム
（PTCヒーター）
を製造している。
また、新製品・新素材開
発も積極的に進めており、
そのために専門的な分野の知識・技能を持つ他
企業退職者のシニア雇用も積極的に実施している。

自動車への当社製品搭載例

地域特産品としての健康器具「ヘリカール」
の製造
新素材カーボンマイクロコイルとシリコーンゴムの研究開発から生まれ
た同社初の一般向け自社ブランド商品「ヘリカール」。首・肩・腰などの患部
を温めて凝りを和らげてくれる一般医療機器である。磁気を使用しないの
で、
ペースメーカー利用者でも安心して使える特長がある。現在、登山者や
ゴルフ客、温泉宿泊者などにアピールしてブランドの確立と普及を進めるだ
けにとどまらず、地元茅野市のふるさと納税の御礼品としても採用され始め
ている(2018年12月13日までに6件）。

「ヘリカール」
とカーボンマイクロコイル
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ひかり味噌株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

長野県諏訪郡下諏訪町

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

オーガニック味噌を追及した商品開発で差
別化し、
グローバルに事業拡大
1936年創業の長野県の老舗味噌メーカー。無添加・有機味噌の製造販売を基軸に、
顧客ニーズに応じた商品開発等に取り組み、2018年度には145億円（2000年度比2.7
倍）の売上を実現、業界では後発でありながら、業界第3位に躍進している。
チャレンジ
精神旺盛な企業風土で、
日本国内だけでなく、各種国際認証を取得して、米国、
ヨーロッ
パ、
アジアに及ぶ市場を開拓、事業展開を推進している。

長野県諏訪郡下諏訪町4848‐1
026-627-8848／026-627-7791
https://www.hikarimiso.co.jp/
代表取締役社長 林 善博

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1936年
10,000万円
80人

ものづくり

オーガニック味噌を基軸に、味噌の新しい商品開発に挑戦
日本における有機認証制度が確立される前から、30年間にわたりオーガ
ニック味噌に取り組んでいる。
オーガニック味噌の販売数量における同社
の市場占有率は約70%と圧倒的なシェアを確立。
また、海外の食のスタイ
ルとして定着しているヴィーガンやベジタリアン嗜好に対応した商品開発
も取り組んでおり、化学調味料を使用しない即席みそ汁を商品化。
その調
合技術を活用し、野菜だし即席みそ汁等、海外ニーズを捉えた専用商品を
開発している。

オーガニック味噌。減塩、玄米なども展開

積極的な設備投資により、省力化、物流の合理化を推進
契約農場で収穫された大豆を集荷・選別工場でコンテナに積み込み、
そ
のコンテナのまま飯島グリーン工場に受け入れる直送体制を採用してい
る。
また、設備更新や機械化による少人数正社員での生産体制を構築して
おり、
自動円盤製麹装置や自動計量混合機、立体倉庫式醸造庫等の活用を
通じた自動化や生産性向上に取り組んでいる。箱詰めされた商品は、工場
に隣接するロジスティクスセンターにて、商品によって定温倉庫、常温倉庫
に分けて保管され、
その後トラックやコンテナで国内外へ出荷している。

自然豊かな土地に構える飯島グリーン工場

海外顧客のニーズに応じたきめ細かな販売促進
2004年から本格的に海外市場の開拓に乗り出し、2005年には米国法人
（Hikari Miso International, Inc.)を設立。現在は米国や英国等を中心
に世界60ヵ国以上に輸出している。食品やオーガニックをテーマとする展
示会に積極的に出展する等、各種ジェトロ事業にも参加し、海外販路開拓
を行っている。海外の需要喚起に向け、販売チャネル別パッケージの作成
や、7か国語対応パッケージの白・赤味噌を開発する一方、業務用としては、
みそ汁サーバーを開発する等、
顧客ニーズへの細やかな対応を行っている。
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Organic Misoシリーズ。
西京、
豆など7種類

株式会社仙醸

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

長野県伊那市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

地域とともにあゆむ、新しい米発酵文化の創造
高遠城址の桜と共に150年
創業以来150年の歴史を持つ酒造りの蔵元である。
「米発酵文化を未来へ」
を経営理
念として掲げ、
日本酒、甘酒、米麹、焼酎など総合的に取り扱い、米発酵文化を普及させ
ていくことを使命としている。全商品を100%長野県産酒米と南アルプスの伏流水で製
造する等、地域農家への貢献と食の安心にもこだわる。地元の祭では本社蔵を開放し、
地域での古民家活用事業の中心的な役割を担う等、地域貢献にも積極的に取組んでい
る。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

長野県伊那市高遠町上山田2432
026-594-2250／026-594-2025
https://www.senjyo.co.jp/
代表取締役 黒河内 貴

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1866年
1,000万円
21人

ものづくり

伝統を活かし現代人の味覚やライフスタイルに合った新商品を開発
米の持ち味を活かしきる精米、麹造りでは昔ながらに麹室で職人が手づ
くりで行う伝統的方法に加え、機械化した装置で行う独自技術を確立した。
どぶろくや甘酒等、現代人の嗜好に合った新商品開発をしている。特に、甘
酒市場では、発芽玄米を使用した
「非加熱の甘酒＝生甘酒」
を開発し、健康
意識の高い顧客層の獲得に取り組んでいる。
また、
洋菓子やパン用に使える
「濃縮甘酒・酒粕ペースト」
を開発、新分野である業務用の顧客に小ロット、
オーダーメイドで提供、付加価値を高めてきた。

長野の県鳥「ライチョウ」
ラベルの新商品

展示会出展と社長の海外ネットワーク活用で海外市場へ
日本酒の人気が高まる中、2017年6月にフランスのボルドーで開催され
た
「VINEXPO」
に参加、2018年10月には
「“日本の食品”輸出EXPO」
へ出
展した。展示会のみならず、
パリ、
ロンドンでのソムリエとの交流や、
カリフォ
ルニアでワイナリー訪問等、海外視察も頻繁に実施。今後も、国内外での商
談 会や、海 外 展 示 会に参 加 予 定である。社 長の英 国での学 位 取 得や
WSET(ロンドンに本部を置く世界最大のワイン教育機関)での資格取得
を通じて得た人脈を活用し、更なる海外市場への展開に積極的に取組む。

ロンドン
「VAGABOND」
での試飲会

信州清酒のブランド向上と地域経済発展への貢献
原料酒米は100%長野県産を使用しており、
そのうち10%は地元の農事
組合法人と栽培契約した純高遠産である。販売面では、高遠地区の酒販店
グループとともに、地域限定の辛口純米「やまむろ」
を企画販売している。
さ
らに、地域資源である
「信州清酒」
の製造技術のうち、
コア技術である
「麹造
り」
の技術を活用し、
「濃厚発芽玄米甘酒」
という、
これまでにない甘酒の開
発に成功した。
これらにより、信州清酒のブランド力向上と地域農家・販売
店の活性化に寄与している。

地元の契約農家での稲刈り
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株式会社大野ナイフ製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岐阜県関市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

伝統技術と最先端テクノロジーを融合させ
世界の富裕層を魅了する高級包丁を量産
刀匠から受継がれる刃物産地の関市にて、1916年に創業以来培ってきた伝統技術と
職人技に最先端のテクノロジーを融合させることにより、最高の切れ味とデザイン性を
兼ね備えた
「魅せる包丁」
を企画し生産。最先端マシンのほかIoTやRPAなどを率先して
導入することにより、職人技による分業体制が大宗を占める刃物産地において、最大
150工程にも及ぶ生産工程を内製化し、
「世界一の包丁づくり」
をモットーに生み出され
る包丁は、世界各国の富裕層から高い支持を獲得。
岐阜県関市下有知4164番地の1
0575-22-3448／0575-24-5122
http://1.onoknife.com/
代表取締役社長 大野 武志

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1953年
2,000万円
110人

ものづくり

海外富裕層向け高級包丁需要を新たに開拓
海外では拘った包丁で料理する文化が十分に定着しておらず、
プロの料理
人や富裕層をターゲットとした高級包丁需要を創出できると判断。
刃物産地
関に刀匠から伝わる職人技を最大限に発揮しつつ、
高いデザイン性を兼ね備
えた高級包丁を企画し生産。
OEMにて大手刃物メーカーへ供給し販売され
ているOEM先ブランド
「旬」
は月産5万5千本を超える大ヒット商品であり、
英
国高級百貨店のHarrodsを始め世界の名だたるデパートのショーケースに
ディスプレイされるなど嗜好性の高い高級包丁として確固たる地位を確立。

「Harrods」
でのディスプレイ

全生産工程の完全内製化による拘りと地域経済活性化に貢献
分業が当たり前の刃物業界において、最大150にも及ぶ全生産行程を完
全内製化。機械化の推進に加えIotやRPAを積極導入し、全生産工程を自
社管理することで、拘り抜いた製品の企画・生産や極小ピンホールひとつ
見逃さない品質確保と量産が可能となり、OEM先ブランドの確立に寄与。
関の地から世界に向け高級包丁を発信することで 刃物産地・関を世界に
知らしめることに貢献しており ものづくりの面白さを積極的に広めること
や職人技を持つ人材を育成することで地域経済の活性化にも大きく貢献。

職人技と最先端テクノロジーの融合

刀匠のスピリットを継承し
「世界一の包丁」
を後世へ伝承
量産可能な高級包丁の生産に加え、
「世界一の包丁づくり」
をモットーに
真の包丁づくりの伝統と技術を後世へ伝承するため、完全ハンドメイドに
よる高級包丁を企画し生産。OEM先である大手刃物メーカーのブランド
「紫鳳」
は同じ紋様がひとつとないダマスカス模様と滑らかで鋭い究極の切
れ味はもちろんのこと、
ハンドルの尻金の材質や模様にも徹底的に拘り、2
年に1度の限定生産かつ約20万円の高額にもかかわらず設計前から予約
が入るほどの人気を博しており、
「世界一の包丁」
を探求。
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「紫鳳」
と
「NAGARARIVER」

株式会社トーヨーイス

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岐阜県海津市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

付加価値の高いオリジナル製品の開発
「Made in GIFU」
にこだわり開発した製品
オフィス家具メーカー等のOEM製品から自社製品まで取り扱うパイプイスの製造
メーカー。商品開発から製造組立までパイプ椅子製造の全工程を一貫して行える生産
体制を有しており客先の要望にワンストップで対応可能である。3代目女性社長はデザ
イン経営を目標に掲げ、
パイプ椅子の
「簡易的な椅子」
というイメージを変えるべく、
デザ
イン性や機能性を高めた製品開発に取り組んでいる。
カフェ風のショールームを備えた
オフィスは
「来客者も寛げる空間」
と高い評価を得ている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

岐阜県海津市海津町萱野46-1
0584-53-2287／0584-53-2862
https://www.toyoisu.co.jp/
代表取締役 伊藤 友美

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1974年
2,000万円
28人

ものづくり

特定分野に特化した新製品開発と特定市場への販路開拓
デザイナーとコラボしたオリジナル製品「SARA」
を開発。通常パイプ椅子
は商業施設や公共施設など不特定多数の人が使用するため汎用性が求め
られている。
これに対し同社では特定のユーザーや利用シーンに特化した
製品開発に取り組んでいる。
「SARA」
は女性の負担軽減を目的とする製品
であり、座面の前半分に座ってしまう女性特有の着座姿勢を改善、腰への
負担軽減に効果がある。
「多様な働き方」の一つとして注目されているホー
ムオフィス市場をターゲットとしている。

デザイナーズチェア
「SARA」

県内企業と連携した付加価値の高い新製品開発
従来のOEM製品はコストダウンのため海外の部材を使用するが、
オリジ
ナル製品は岐阜県の製造業界と地域経済の活性化に貢献すべく県内企業
との連携を行った。木製品製造が盛んな郡上市の企業には木製の背面プ
レートを、繊維産業が盛んな大垣市の企業へはファブリック生地の製造を
依頼。同社の得意とするパイプフレームにおける3次元曲げ加工の技術と
県内産業の技術を融合させ
「Made in GIFU」
にこだわった付加価値の高
い製品が誕生した。

溶接加工の作業風景

販路開拓の足掛りにインテリア・デザインの国際見本市に出展
2018年度には岐阜県の新ビジネス展開応援事業助成金を活用し国際
見本市IFFT／インテリアライフスタイルリビングへの出展を行った。
これま
で展示会出展経験はなかったが、
オリジナル製品の開発に伴い展示会に初
めて出展した。国内外のバイヤーから3次元パイプ曲げ技術と洗練された
デザインに対し高評価を得たことから、今後は海外展開も視野に入れ、
ま
ずは国内市場を中心に販路開拓に向けた事業展開を目指している。
IFFTへの出展
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株式会社サンウエスパ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岐阜県岐阜市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

地元地域から開発途上国へ
リサイクルのグローカリゼーションを実現
再生資源卸売業者であり、国内では岐阜地域を中心に次の4つを事業展開している。
①古紙卸売事業：自社で回収した古紙を、国内外の製紙会社に紙の原料として供給して
いる。②その他リサイクル事業：①と同様に、古着やアルミ缶などの再生資源についても
再生原料として回収供給している。③バイオエタノール事業：シュレッダーダストならび
にカンボジアの公害草を原料としたバイオエタノール製造についての実証事業を行って
いる。④輸出事業：古着や中古農機具を発展途上国に輸出している。
岐阜県岐阜市岩田西3丁目429番
058-241-8077／058-241-8071
http://sunwaspa.com/
代表取締役 原 有匡

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1979年
3,000万円
50人

サービス

古紙・古着の無人回収ヤードの多店舗展開で回収量を増加
古紙回収業においては、地域ごとに他社との住み分けが明確になってお
り、新たな市場開拓は困難であるとともに、
ペーパーレス化により全体の古
紙発生量は減少している。
しかし同社では、行政回収に漏れた資源や、小規
模事業者に向けた無人の回収拠点を多店舗展開し、更に、本事業をフラン
チャイズ化することによって商圏地域を拡大した。
その結果、同社は市場の
傾向とは逆に回収量を増加させているのである。
また、古着はリユース化や
発展途上国に輸出することで収益を上げている。

資源回収ステーション
“エコファミリー”

中古農機具を買い取り、新たにリユース事業を開始
2018年より、新規事業として中古農機具の買い取りを開始した。同社が
基盤を置く岐阜県は農業総面積は全国で7位であるが、農業従事者の高齢
化や後継者不足による離農が進んでいる。
そこで、離農者から中古農機具
の買い取りを行い、
リユース事業の一環として、
カンボシアをはじめとする
発展途上国へ輸出している。発展途上国における農機具の普及により、農
業の機械化を促進するとともに、次に述べるバイオ燃料を農機具に活用す
ことで、
2つの新規事業の相乗効果が期待される。

農機具買取販売“ぎふ農機具リサイクル”

カンボジアの公害草をバイオエタノールに転換する事業を計画
同社は、
JICA中小企業海外展開支援事業を活用し、
現在、
カンボジアにおいて新
事業を計画している。
それは、
カンボジアの中央部にあるトンレサップ湖で大量に
自生し、
船の運航を妨げている外来水生植物であるホテイアオイをバイオエタノー
ルに転換する事業である。
具体的には、
ホテイアオイを原料にバイオエタノールを
精製し、
バイオ燃料およびアルコール飲料を製造・販売する事業である。
アルコー
ル飲料では、
カンボジアで最も陶器作りが盛んなコンポンチュナン州の政府と連
携し、
陶器を容器とした付加価値の高いスピリッツの製造・販売を目指している。
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トンレサップ湖の水上村に大繁殖するホテ
イアオイ

杉本製茶株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

静岡県島田市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

現地法人で集めた海外顧客の声で製品開発
地域の有機農業と茶の輸出事業を振興
当社は1946年創業の製茶業である。1986年に全国茶審査技術競技大会で農林水産
大臣賞を受賞した。1998年に米国へ向けて輸出事業を開始、2005年2月に米国シアト
ルに現地法人を設立し、現在では世界20か国以上の国々に日本茶を輸出している。最
近は、米国を端とする抹茶ニーズの高まりを受け、海外への抹茶・煎茶輸出強化のため、
認証規格を積極的に取得し、2012年9月有機食品認証取得、2014年2月コーシャ認証
取得、2014年3月FSSC22000認証取得、
と先駆的な取組を行っている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

静岡県島田市横岡242-1
0547-46-2554／0547-45-3151
http://www.sugimotojapan.com/
代表取締役 杉本 博行

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1946年
1,000万円
16人

ものづくり

米国現地法人を拠点に各国の顧客と直接商談、販路開拓実現
当社は、2005年にシアトルに現地法人Sugimoto Tea Companyを設
立し、米国等海外での営業活動を迅速に行う体制を築いた。米国人社員を
雇用し、現地バイヤーとの商談を促進するため、現地商習慣に合わせた展
示会を意欲的に行った。毎年10回以上の海外展示会に出展し、各国の顧客
と直接商談を行ってニーズを直接吸収し、商品開発に役立ててきた。
また、
現地倉庫を保有し、受注後即座に出荷できる体制を築いた。その結果、世
界20か国以上への有機抹茶・煎茶の輸出に成功し、業績を拡大した。

シアトルを拠点に世界20か国以上に輸出

有機てん茶生産農家との提携
同社は、地元の有機てん茶（抹茶の原料）製造企業と全量買い取り契約
を結び、同社向けの工場が建設され、年間80トンの有機てん茶供給体制を
構築した。
その結果、
その工場の仕入先である有機茶葉生産農家の経営が
安定し、
茶の有機栽培面積を25ヘクタールまで広げることができた。
これに
より、同社の川上に位置するてん茶製造企業と茶葉生産農家にまで経済効
果が波及し、地域資源である
「茶」
の活用が、地域経済活性化の模範事業に
発展した。
同社の果敢な需要創造が、製茶産業の持続可能性を高めた。

茶農家と茶問屋の強い連携体制

有機抹茶の高付加価値化
同社は、海外向け有機抹茶の高付加価値化のために、製造品質向上と、
各種認証に対応した品質管理に注力している。製造品質向上のために、
（A）抹茶製造機械とメッシュ篩（ふるい）工程を一体化させた独自製造工程
構築、
（B）顧客ニーズに対応する3種類のメッシュ篩（ふるい）の使い分け、
（C）
きめ細かい300メッシュ篩（ふるい）の使用、等の工夫を凝らしている。
また、FSSC22000、
はじめ、各国の品質管理ニーズに対応する各種認証規
格を積極的に取得した。

数々の国際認証を満たす品質管理体制
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株式会社さの萬

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

静岡県富士宮市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

国内外で高評価のドライエイジング
地元富士宮市の活性化と魅力発信に尽力
静岡県富士宮市で1941年に創業、顧客ニーズに応じた商品開発に取り組むとともに
地元の食文化の発展に寄与している。2001年には朝霧高原で飼育の富士朝霧牛とこだ
わり豚、ハムやソーセージなどのオリジナル商品の開発の取り組みが評価され、農林水
産大臣賞を受賞した。市内に所在する桑原養豚場との連携により
「萬幻豚」
を開発し主
力商品に成長させた。
ドライエイジング技術の開発に着手し、
日本での加工を実現し、更
にソルトエイジング技術も確立し幅広い素材の熟成を可能とした。
静岡県富士宮市宮町14-19
0544-26-3352／0544-26-3433
https://www.sanoman.net/
代表取締役 佐野 佳治

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1914年
1,200万円
13人

ものづくり

海外企業とのネットワークを活かした技術開発及び商品展開
米国、
欧州等の海外企業とのネットワークを活かし日本へのドライ、
ソルト両
エイジング技術の導入に成功。
国内における熟成肉ブームの足掛かりを作っ
た。
当社のドライエイジング技術は国内外で高い評価を受けており、
ニューヨー
クNo.1の老舗精肉店・マスターパーベイヤーズ社の商品をドライエイジング加
工した上で、
日本国内に流通させている。
このような実績から海外からの問い合
わせが増えているため、
海外展開について本格的に調査、
研究を実施している。

食を通じた富士宮市の活性化と魅力を発信

肉の熟成

市内に所在する桑原養豚場と連携し、市を代表するブランド豚づくりに
取り組み萬幻豚を開発した。食を通じた地域の活性化と新たな食文化の醸
成等、地域全体の食文化の発展を目指すため、2006年に駿州大宮逸品会
を設立し、更に2017年に地元食材を中心としたメニューを提供する店舗
併設のレストラン
「ラ・カーブ・ド・サノマン」
を開業した。
東京西麻布に萬幻豚やドライエイジングビーフ、富士宮産野菜等を使用
した料理を提供する
「カルネヤ サノマンズ」
を2014年に開業し、首都圏に

ドライエージングビーフ

おける地域資源の魅力発信にも尽力している。

地域内外との企業の農商工連携ならびにリーダーシップの発揮
地元富士宮市に所在する桑原養豚場との連携により農商工連携の認定を取
得し、
「萬幻豚」
を開発した。
2014年度に国の認定を受けた農商工等連携事業に
基づき、
栃木県大田原市に所在する㈱前田牧場と連携し、
ホルスタイン種肉用牛
の高付加価値化を図るための熟成技術の開発に取組む等、
地域内外の企業との
協力関係を構築し、
新商品開発に取組んでいる。
日本ドライエイジングビーフ普及協会の設立に尽力し、
現在は同会の副会長を
務め、
日本国内におけるドライエイジング技術の普及に精力的に取組んでいる。
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萬幻豚の飼育風景

株式会社一富士製菓

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

静岡県静岡市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

全国道の駅等に土産物菓子をOEM供給
全国菓子大博覧会では3回連続で大賞受賞
同社は、観光地用のパッケージを施した土産物菓子を全国の土産物店、道の駅等に
販売している。
ブッセ・クッキー等を主力商品としており、OEM供給している。1日8万～
10万個の商品を製造できる生産体制を整えており、販路は安定している。事業展開に積
極的で、地域特産品を素材にしたクッキーの開発・販売というテーマで経営革新計画が
承認されている。全国菓子大博覧会では、3回連続で
「全菓博栄誉大賞」
を受賞。全国の
取引先から、味、品質を高く評価され、信頼関係を構築している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

静岡県静岡市駿河区中原881
054-282-9118／054-282-9128
http://www.ichifuji-seika.jp/
代表取締役 石川 輝雄

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1989年
2,200万円
51人

ものづくり

海外市場に向けて
「メイドインジャパン菓子」販路拡大強化
現在、
中国、台湾、香港、
カナダに商社を通じて商品販売しており、海外販
売の売上高比率は全体の約5%である。海外市場では「メイドインジャパン
菓子」
が好評であるのに加え、
同社土産物菓子は賞味期限の長さもあり、人
気を呼んでいる。海外では「日本で販売している商品そのまま」が好まれる
ため、外国人向けにアレンジする必要が無い。中国では販売実績が評価さ
れ、毎年「春節」
の時期に大量注文が入るなど、順調である。今後も東南アジ
ア等に販路を拡大し、海外展開を強化させていく方針である。

海外で人気の
「メイドインジャパン菓子」

地域資源活用による
「競争優位性」確立及び地域経済への貢献
同社は、優れた地域資源を活用することが、
「競争優位性」確立の有効な
方策と捉えている。
地域特有の素材にノウハウ、
アイデアを加え、
新商品開発
及び需要開拓を実現している。
久能山東照宮が国宝に指定された際には、
久
能山名産のイチゴ色ブッセに葵の御紋を焼印し、宮司の直筆をパッケージ
にした土産菓子
「家康公伝説」
を開発。
静岡の歴史文化が香る土産菓子とし
て好評である。商品開発にはインバウンド需要を意識している。同社商品に
よって国際的観光地の魅力が向上し、
地域経済活性化に貢献している。

地域資源活用の土産菓子「家康公伝説」

業界最先端情報の収集による商品提案力強化
同社には、蓄積した情報やノウハウを活かし、
より付加価値の高い、魅力
的な土産用菓子をOEM取引先に提案したいという思いがある。全国各地
の取引先に営業訪問して、訪日観光客のニーズや売れ筋商品の情報など生
の声を収集し、企画開発に取り入れる体制を整えている。他にも、地域金融
機関主催の取引先向け展示会・商談会、農商工連携等マッチングイベント
や、首都圏等で開催される大規模展示会等に積極的に参加している。業界
最先端の情報を収集し、提案力の強化と付加価値向上に取組んでいる。
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マッチングイベントや展示会に積極参加

株式会社日本ベルト工業

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

静岡県沼津市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

顧客ニーズに対応して需要を獲得
受注からアフターサービスの全国対応可能
ベルトコンベア等に使用される搬送用ベルトを顧客ニーズに合わせオーダーメイドに
加工する。
ベルトに関する問合せ対応から、現地調査、
ベルトの選定、加工、発送や現地
対応まで、
ワンストップで行える仕組みを構築している。
納品後のアフターフォローサービス体制も充実しており、静岡県沼津市と栃木県足利
市に生産工場を保有し、更に関東圏内に5つのサービス拠点をもつことで、全国各地で
の対応を可能としている。
静岡県沼津市足高292‐51
055-925-0707／055-925-0711
http://www.nihonbelt.co.jp
代表取締役社長 藤原 卓也

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1980年
3,000万円
60人

ものづくり

新たな加工方法にチャレンジし取引先にソリューションを提供
近年、
お菓子等の食品を梱包する製造ラインでベルトコンベアの破片等
の異物が製品に混入してしまう問題の解決に取組む。特に食品梱包ライン
等で使用されるスポンジ付コンベアベルトの加工方法の改善に着手してい
る。具体的にはスポンジとコンベアベルトの新たな加工方法により、一体形
成する技術を確立することで製造工程数を抑制し、異物混入防止やスポン
ジの長寿命化を図っている。
これにより新たな需要拡大を進め、国内企業
の生産性向上や食の安全に貢献している。

スポンジのほつれを防ぎ繊維の混入を防止

製販一体のセールスエンジニア集団を結成
ベルトコンベアに関する一貫受注体制を活かして、
コンベアベルトのこと
であれば、問合せの受付から、現地調査、
ベルトの選定、加工、発送、現地対
応まで可能な優秀なセールスエンジニア部隊を揃えている。顧客からの細
かなニーズに対応することに加え、取引先の困りごとを丁寧に聞き取り最
適な問題解決方法の提案や現地での取付サービス、徹底した品質管理、
ア
フターフォローを行うことで、着実に需要の掘り起こしを実現し、
自社の付
加価値を高めている。

顧客の細かなニーズや要望へ丁寧に対応

従業員が働きやすい環境を整備し人材育成を徹底
女性社員の活躍推進に向けて、毎月1回以上開催する労務会で問題点の
検討会を行い、育児休暇制度、短時間労働等の労働環境の整備を継続的に
行う。
また、定時退社を推奨。従業員1人1人の時間に対する意識は高く、社
内風土として醸成されている。人材育成については、月に1回以上、各営業
所毎に勉強会を実施。積極的なOJTを実施し、個々のスキルアップが組織
力の増強をもたらしている。
ワンストップで行える仕組みづくりとそれを支
える人材育成を図ることで、需要獲得に繋がっている。

従業員が働きやすい環境を整備
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株式会社くればぁ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県豊橋市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

高い製造・加工技術と卓越した縫製技術により他社
には無いメッシュ製品を開発
同社はメッシュフィルターや高機能マスク等の製造メーカー。0.1μm径から実現可
能なメッシュフィルターの製造・加工技術と卓越した縫製技術を強みに、繊維や樹脂、
金属等様々な素材で、
メッシュ製品を企画、加工、生産、販売する。同社の製品は、耐高
温のロケット用から、工業用、医療用、環境浄化用、防埃用、
日用雑貨まで多様な用途で
使用されている。中でも高精度メッシュフィルターを使用したオーダーメイドマスクは、
ユーザーニーズを捉え、国内で約9割のシェアを占めている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県豊橋市大村町藤田4番1
0532-51-4151／0532-51-4177
http://www.nippon-clever.co.jp
代表取締役会長 中河原 四郎

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1989年
1,000万円
40人

ものづくり

海外に新たなマスク文化を創出するアイディアと工夫
繊維製品を中心にアイディア商品の開発製造と販売を展開する中、
イン
ドネシアにおいて繊維製品やフィルター等に特化して事業展開している。高
機能マスクは、
楽天やアマゾン、
Tensoにより海外向けにネット販売している。
アジア圏の富裕層向けにはカラーバリエーションのある商品展開を、
マ
スク文化がない欧米圏向けにはマフラー一体型マスクや高級ドレスに合う
最高級プリント生地を使ったマスクを商品展開する等、海外の国民性や現
地ニーズに即した商品開発を積極的に進めている。

バリエーション豊富なマスク商品

高精度ろ過メッシュフィルターが地元の地域資源として認定
愛知県三河地域はロープ・網、綿製品の製造が盛んであり、同社の優れ
た縫製技術は地場産業で培われたものである。
また、地元企業と連携し、微
生物を利用した水質浄化のための製品等、他社に無いオリジナル商品も開
発している。
インバウンド需要の取り込みについては、洗って繰り返し使え
る既製品サイズのマスクを、高級百貨店や航空機の機内で販売することに
より、高級志向のユーザーにターゲットを絞り、
ブランド力を保つことで値
崩れを防ぐ販売戦略を取っている。

高精度ろ過メッシュフィルター

デザイン性と機能性を合わせ持つ優れた商品開発を実現
デザイン性だけではなく機能性も重視して、
フィルター機能の発現効果
をより高める工夫をしている。従来のマスクは、花粉や微粒子の侵入を静電
気で表面に吸着させて防いでいたが、
当該商品は静電気を発生させない特
殊加工で花粉や微粒子を寄せ付けない機能を持ち、
その効果は第三者機
関でも検証されている。
また、高機能フィルター使用のオーダーメイドマス
クにはダイエットや心肺機能強化にも効果があることが産学連携の研究に
より立証されており、大学の駅伝チームの練習にも使用されている。
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機能性を重視したオーダーメイドマスク

株式会社萬乗醸造

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県名古屋市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

高級日本酒を製造販売する老舗酒造会社
フランス産米日本酒やワイン醸造に取り組む
同社は創業1647年の老舗酒造で、高級日本酒「醸し人九平次」
を主要銘柄として日
本酒の製造販売を行っている。同社は素材からこだわり、酒米は兵庫県播磨・黒田庄に
て山田錦を自家栽培、水は愛知県北設楽郡より毎日取り寄せを行っている。
また、海外
展開も重視しており、
フランスでは同国固有品種米を栽培してフランス産日本酒を製造
している。
日本酒の醸造技術を生かしたワイン醸造にも取組んでおり、
フランス東部ブル
ゴーニュでブドウ栽培からワイン醸造を行っている。
愛知県名古屋市
052-621-2185／052-621-2186
http://kuheiji.co.jp
代表取締役 久野 晋嗣

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1959年
1,000万円
25人

ものづくり

フランスにおける酒米栽培とワイン製造の積極的な海外展開
同社は、平成18年より、他社に先駆けて欧州で日本酒の販売を開始し
た。平成27年よりフランスで酒米の栽培開始、平成28年より同国にてワイ
ン生産を開始するなど、積極的に海外展開している。現在では同国の星付
きレストランで日本酒を提供している。
日本酒に対するソムリエからの要望
を商品開発に活かしており、具体的には、長期間保存の効く日本酒、
ラベル
に米の収穫年を印字したビンテージ日本酒の開発・販売を行っている。
フラ
ンスでは平成31年より自社ワインの販売も開始する予定である。

フランス東部ブルゴーニュのブドウ畑

米作りの担い手不足解消と新ブランド開発による地域活性化
和食ブームの中、高級日本酒の人気は高まり、
その原料である山田錦は
品薄状態が続いている。
その山田錦の生産地でも、生産農家の高齢化が進
み、生産の担い手が不足している。
この様な状況の下、同社では、従業員を
現地に派遣し、従業員自身が米作りを行っている。
また、地元農家から酒米
を購入するだけでなく、従業員が現地に移り住み、地元農家になる形での

株式会社萬乗醸造米作りチーム

自社栽培もしている。
そして、
自社栽培米のみで醸造した
「黒田庄に生まれ
て、
」
を商品化し、
地域経済活性化に貢献している。

自社製品ブランド化＋酒米の自社生産＋自社醸造モデルの確立
同社の付加価値の源泉は、
徹底的に味と品質にこだわる高級日本酒
「醸し
人九平次」
のブランド化である。
味と品質の源泉は原料である酒米である。
同
社が酒米を栽培、
購入している兵庫県西脇市黒田庄町は日照時間、
降水量、
気
温推移、
寒暖差などから見て最適地である。
自社栽培することで毎年経験を重
ね、
酒米及び日本酒の味の品質向上に貢献している。
社長は、
製品ブランド化、
酒米自社生産、
そしてその米による自社醸造というモデルが、
日本酒の持続的
な人気を得るためのビジネスモデルとして確立するように構想している。
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同社の付加価値源泉「醸し人九平次」

株式会社スギヤス

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県高浜市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

自動車整備用リフトのパイオニア
信頼のブランド
「ビシャモン」
は世界で高評価
1949年にグリースポンプ製造として創業。
この製品をきっかけに、
自動車整備用リフ
トのパイオニアとして小型から大型までのあらゆる自動車に対応。
信頼のトップブランド
「ビシャモン」は国内外で高評価。主力の自動車整備用機器事業は国内マーケットシェ
ア約60%で、
その他、物流、福祉、環境分野でも高い国内シェアを誇る。豊富な品揃えや
安全性に対する2重・3重の安全装置の装備、特注、改造といった個別対応力等、確かな
技術と品質で大きな信頼と実績を築く。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県高浜市本郷町4‐3‐21
0566-53-1128／0566-53-8153
http://bishamon.co.jp/
代表取締役会長 杉浦 康成

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1949年
8,800万円
385人

ものづくり

信頼のスギヤスブランドを世界へ展開
現在では世界33カ国で事業を展開。最近では、ASEAN地域への販売の
拡大に向け、2013年に台湾の台中市に新工場を稼働させ、同工場では量
産仕様の手動式荷役搬送機器の生産を行っている。同社は開発型製造
メーカーとして、設計・開発～生産～販売～アフターサービスまで一貫した
モノづくり体制を確立し、部品製造の80%を内製化することにより、品質劣
化を防ぎ、
常に高い品質を保持している。
2013年に稼働した新台湾工場

地域と共に発展、多様な人材のやる気を引き出す
自治体、地元の高校や大学と連携し、積極的に就職説明会を実施し、地
域での働く場の提供、及び地域経済の活性化に取組んでいる。
また、採用に
おいては、働き方改革の実践として、若者、女性、
シニア、外国人等の多様な
人材の確保に努めるとともに、子育て支援、就労条件等の雇用環境改善に
も取組む。従業員には仕事のゴールを明確にし、
やる気を引き出すような経
営改革を実施。従業員が一層活躍できるよう、勤務時間や意思決定体制の
柔軟化といった制度面の改善に取組んでいる。

地域活動 ゴミ拾いの写真

信頼のブランド
「ビシャモン＝安全・安心・高品質」
の確立
主力の自動車整備用機器事業においては、1980年頃より国内のトップ
シェアを確立。事業の多角化による更なる安定経営を目指し、物流機器、福
祉機器、環境機器事業へも展開。物流機器事業のうちハンドパレットトラッ
クでは、2010年頃よりライバルメーカーを追い抜き、国内シェアNO.1を獲
得。
また、福祉機器事業のうち階段昇降機では、直線モデルにおいて折りた
たみ時に世界最薄の24cmとなる製品をリリースし、2012年に国内シェア
NO.1を獲得した。

自動車整備用機器事業の主力製品
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株式会社葵製茶

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県西尾市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

愛知県西尾市で大正創立の抹茶製造業社
老舗ながら新商品や新市場開拓を積極展開
同社は大正初期に創立し現社長は5代目。全国初の抹茶限定地域ブランド
「西尾茶」
の産地である西尾市に立地。石臼挽きで丁寧に挽いた高品質で安心・安全な抹茶を製
造販売。最近では消費者ニーズの多様化や人口減少による国内抹茶需要の伸び悩みを
見越し、他社に先駆け2000年頃より抹茶の用途拡大を目指す加工食品用等微粉砕抹
茶を開発。
また2007年には抹茶新市場開拓を目的にアメリカに販売拠点を設立し海外
販路開拓に取組むなど毎期安定した売上と収益を確保している。
愛知県西尾市上町上屋敷7番地
056-357-2570／056-357-4747
http://www.aoiseicha.co.jp/aoi/
代表取締役社長 本田 忠照

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1966年
2,000万円
66人

ものづくり

国内外の多様なニーズを満たす「微粉砕抹茶」加工技術の開発
従来の加工食品用抹茶は粒度の低微細性及び不均一性のため目詰まり
等による二次加工時のコスト増加、見た目や味のばらつきといった二次加
工後の抹茶加工食品の低品質化を引き起こしていた。
これら問題を解決す
るため社内ノウハウを活かし競合他社にない独自の微粉砕加工技術を新
たに開発。平均粒度が10マイクロメートル以下の微粉砕抹茶を更に粒度分
布域の細かい部分を調整し
『細かさ』
『なめらかさ』
を追求、安定的に生産す
ることで二次加工を行う飲料、食品メーカー等からの引き合いが増加した。

石臼挽きで丁寧に挽くお抹茶

国内抹茶需要の伸び悩みを見越し技術開発・販路開拓の取組み
同社は、①開拓を目指す市場の消費者や取引先が有するニーズを分析検
討、②検討結果を踏まえ社内で技術開発、③必要に応じ二次加工業者に対
しても製法等をアドバイス、④開発された新製品を取引先等と共に開拓市
場に販売、⑤販売後の市場・取引先の反応を分析再検討、
という①～⑤の
循環サイクルを行う開発重視型ビジネスモデルにより、高い技術開発力を
活かし多様なニーズに持続的かつ迅速に適応可能な点に優位性を持つ。
安全・安心な有機栽培への取組み

国内市場を補完する米国現地販売拠点設立と同市場の開拓強化
伸び悩みが見込まれた国内市場補完のため、新たにアメリカ市場の開拓
を目指し2007年ロサンゼルスに販売拠点「AO I TEA COMPANY」
を設
立。抹茶習慣がない現地消費者の嗜好に合わせるべく、独自微粉砕抹茶加
工技術等を更に改良した製品を開発。
また現地市場の多様性に配慮すべく
食品安全規格FSSC22000をはじめ、
コーシャ・ハラル等の認証を取得し
た。
これら取組みの結果、同社製品は現地市場に受け入れられ、現在では
売上の15%強をアメリカ向け輸出が占めるまでになる。
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米国現地販売拠点AO I TEA COMPANY

株式会社ヘリオス・ホールディングス
愛知県豊橋市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

JICAの円借款事業を受注して国際貢献
海外に日本の高品質と安全性を提供
インテリア製品を全国に販売する卸事業部、一般顧客向けのオンラインショップを運
営するEC事業部、
インフラ整備等を目的とするODAや海外民間ビジネスを推進する国
際事業部の3事業部で構成され、
バングラデシュやミャンマーに支店を有する。特にバン
グラデシュでは国際協力機構（JICA）
によるプリペイド式ガスメーター導入事業を受注
し、
ダッカ市内およびチッタゴン市内双方で26万台の設置事業を実施中。現在メキシコ
をはじめとする中南米やインドネシアにも範囲を広げ、積極的な活動を続けている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県豊橋市東森岡2丁目7番地の6
0532-88-6305／0532-88-7080
https://www.helios.jp/
代表取締役 小野田 成良

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2003年
3,000万円
140人

サービス

JICAの民間技術普及促進事業を活用し海外需要を獲得
2013年、JICAの民間技術普及促進事業を活用しガスメーター200台を
バングラデシュに試験的に設置、製品特性のPRと現地仕様化を進めた。
2016年に、
アメリカ・中国・イタリア・ベトナム等13社の企業が参加した国
際競争入札において、技術・価格両面にて他社を上回り、計26万台約70億
円の契約に至った。2017年から設置されたプリペイドガスメーターは現地
のユーザーやガス事業者からも好評を博しており、追加設置の要望があ
る。
更にメキシコやインドネシアにも水平展開を進めている。

プリペイドガスメーター

地域の雇用創出や経済活性化に貢献、他企業との連携を推進
中小企業によるJICA円借款事業の受注は例を見ないことである。世界
で働くことを希望する求職者からも注目され、地域における雇用創出の一
助となった。
また、地域商工会議所の会報誌やローカルTV等でも特集を組
まれ、地域中小企業でも海外展開の可能性は存在すると示すことで地域経
済活性化に貢献した。
また、静岡ガス株式会社など地域大手ガス事業者か
らの声掛けで新たな連携を始めた。加えて、複数の企業と協力し事業に取
組むことで、
各企業が所在する地域の活性化をもたらした。

会報誌の写真

ハードからソフトまで日本の高品質と安全性を海外に浸透
バングラデシュのガスメーター設置では作業面で品質向上や技術移転に努
めた。
現地作業員には研修会参加を義務付け、
ガスメーターや工事技術等、
日
本式の質の高さと安全性を浸透させた。
今、
現地スタッフはガスメーターの簡
単な修理に対応できる高い技術を得ている。
また、
プリペイド式の導入は、
節約
意識を欠いた現地使用者の意識改革をもたらし、
設置工事に係わる雇用機会
も生み出した。加えてガス料金のチャージに使用するプリペイドカードは
SUICAにも活用されるFeliCaを採用、
現地の公共交通機関でも使われ始めた。

247

バングラデシュ ダッカ支店スタッフ

株式会社ダイワテック

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県名古屋市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ソーラーシステムハウスの商品力
海外展開および地域経済との連携
工事現場などで使用される仮設ハウスや備品のレンタルおよび販売を行う。仮設事務
所の屋根に太陽光パネルを設置し、蓄電システムと組み合わせて、太陽光自然エネル
ギーを電源とする、商用電源不要の仮設事務所「ソーラーシステムハウス」を開発し、
ヒット商品となる。
災害時に有効利用できる商品として時代のニーズにマッチし、地公体と災害協定を締
結。
東京・大阪・福岡・札幌・沖縄等全国に拠点を開設し、業績伸長中。
愛知県名古屋市西区大野木3-43
052-506-7281／052-506-7283
http://www.daiwatech.info/
代表取締役社長 岡 忠志

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1982年
5,500万円
32人

サービス

国土交通省実用新案取得、分野パイオニアとしての価格優位性
同社ソーラーシステムハウスはNETIS(国土交通省新技術提供システ
ム)に登録されていることで、総合評価落札方式の「価格以外の要素」のう
ち、
環境への配慮の面で加点対象となっている。
建設業者にとって公共工事の落札において、
当該工事現場にて同社ソー
ラーシステムハウスを利用することで有利となり、加えて分野パイオニアと
してのレンタル料1日1万円という価格設定面でも優位性を持つ。

ソーラーシステムハウス

また、
日本動産鑑定より、
同社が知的財産の評価も受けている。

電力インフラの整備が遅れている地域進出等
実績は少額であるが、
インドネシア現法を設立済みで、
同社ソーラーシス
テムを利用した街路灯の受注を現地で獲得するなど海外市場への展開を
模索中。電力インフラの整備が遅れている海外地域に向けて徐々に市場展
開を広げていく。
また東日本大震災の際、電力不足に悩む南三陸町へソー
ラーシステム照明を寄付。直近では平成30年9月の北海道での大規模地震
後の停電発生中に同社ソーラーシステムハウスおよびストックコンテナを
無償提供等、
災害復興及び被災者支援の観点からCSR活動を実施。

自立型ソーラー街路灯シリーズ

地方公共団体との連携による防災や地域経済の活性化
現在全国18都市との災害時に必要な資機材の優先供給を行う旨の災害
協定を締結済み。各地地方公共団体との連携による地域への貢献がある。
また地域イベント(沖縄マラソン等)の拠点事務所として同社商品が利用さ
れた実績があることに加え、熊本・仙台等で防災フェア等各地展示会への
出展も積極的であり、
自治体との連携による地域経済活性化に貢献してい
る。
熊本地震の避難場所として利用
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株式会社INUI

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県常滑市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

自社独自の技術シーズを活用し、
有機物フ
リー耐火ボードやコーティング材を開発
耐火物の製造、加工を中心に業務を展開し、研究開発に意欲的に取組む。
コア技術の
低粘度、高固形分の分散溶媒を合成する技術を応用し多数の特許を出願している。
あい
ち産業科学技術総合センターと共同開発した有機物フリー耐火断熱ボードは、特殊な
乾燥装置を必要とせず内部まで強度のある有機物フリー耐火ボードを製造可能にする
技術となる
（特願2016-082798）。
また、同センターと共同開発したセラミックファイ
バー用コーティング材を販売（特許第6311135号）。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県常滑市坂井字水戸狭間73番地
0569-35-2955／0569-35-0559
http://inui-coating.com/
代表取締役社長 大野 耕藏

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2006年
300万円
10人

ものづくり

自社独自の技術シーズを活用したコーティング材を開発
自社独自の低粘度、高固形分という特徴があるコーティング技術をあい
ち産業科学技術総合センターと共同研究を行う。知の拠点あいち重点研究
プロジェクトの中で
「セラミックファイバーの加熱収縮を抑制するコーティ
ング材を開発し、鋳鉄用溶解炉用取鍋の蓋やアルミニウム鋳造炉用の蓋等
で実用化されている。現在、省エネ効果が期待される遮熱輻射型コーティ
ング材や、
アルミニウム溶湯に浸食しないコーティング材、不燃木材やパル
プモールドへの応用を検討している。

セラミックファイバー用コーティング材

常滑焼という地域資源を活用して成型・再利用技術を開発
愛知県常滑市は六古窯の「常滑焼」の産地であり、地域資源となってい
る。常滑焼の急須、食器等の製品を製造する際に発生した不良品は、製品
を焼成する前であれば原料に戻すことが容易だが、焼成後の不良品である
陶磁器屑（シャモット）は活用できずに埋立処分することが多かった。
そこ
で、
この廃棄されるシャモットを粉砕し、特殊なバインダー溶液により流動
性を持たせて成形・再利用する技術を開発して
「焼却炉」
の内側に貼る補強
材や焼成炉で使用する台車等を作製している。

陶磁器屑（シャモット）
を再利用した開発品

環境に優しいセラミックボードを開発
一般的なセラミックファイバーボード製造に必要な有機バインダーを用
いず、なおかつ従来の乾燥装置をそのまま利用可能な製造方法を確立し
た。有機バインダーを用いた従来品は、加熱時に煙やにおいが発生するた
め、一度焼成してから出荷するといった工程が追加されることがあり環境
面で大きな負荷がかかっていた。
あいち産業科学技術総合センターと共同
開発した有機物フリー耐火断熱ボードは、使用時に煙やにおいを発生しな
いため、
環境にも優しい製品である。

有機物フリーの耐火断熱ボード
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株式会社酒井製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県名古屋市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

ユーザーニーズに応える機能を追及した
オリジナル製品で市場シェアを獲得
無段変速機の生産からスタートし、
現在は精密位置決め機器の部品として使用される
「軸継手（カップリング）」
を主に生産している企業。
カップリングは、
ロボット・電子部品
製造装置・工作機械等のあらゆる産業用機械に使われるが、PCやスマートフォンに使わ
れる電子部品をプリント基板へ表面実装するチップマウンターについては、同社のカッ
プリングを内蔵した装置が多数を占めている。
また、複数の意匠権を戦略的に活用、過
去にはグッドデザイン賞を7回受賞している。
愛知県名古屋市中村区野田町字中深15 ● 設立
052-411-5131／052-412-7569
● 資本金
http://www.sakai-mfg.com
● 従業員数
代表取締役 酒井 隆行

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1960年
2,500万円
57人

ものづくり

同社製カップリングは世界の約半数のチップマウンターに搭載
国内メーカー製のチップマウンターの大半には同社のカップリングが使
われており、世界中で稼働しているこれらチップマウンターの多数に同社製
品が組込まれている。また、同社のカップリングは国内メーカーが手がけ
る、半導体露光装置や半導体ウエハ搬送システムにも組込まれており、中
国、台湾や韓国を始めとした東南アジアの電子部品製造業界で広く使用さ
れている。
軸継手（カップリング）
で高シェアを獲得

ユーザーニーズを汲み取ったオリジナル製品を開発
ユーザーニーズに応える機能を徹底的に追求した設計・製造を行ってい
る。
カップリングは、
目的・用途に合った特性のものを提供。
なかには、耐摩
耗性を追求するため、
スペースシャトルの部品材料であるポリイミドを使っ
たものもある。
また、一般的なカップリングが片側1本のボルトで軸を締め
つけるのに対し、同社製品はボルトを2本にすることで、設置に際して軸心
の振れが起こりにくい。
こういったユーザーニーズに応えるべく、1つずつ従
業員の手で製造している。

豊富な製品ラインナップのカップリング

地元メーカーを支える装置や基幹部品を開発・製造して成長
創業当初から手掛ける無段変速機は、
ガチャマン景気の撚糸機向けの需
要が高まり、
その後食品機械や包装機械に市場が拡大し、地元の菓子メー
カー・酒造メーカー・製パンメーカー等では今日まで幅広く使われている。
また、
インバータなどの電気式変速機の台頭による無段変速機の需要落ち
込みをカバーするために開発したカップリングは、地元メーカーである
オークマや村田機械等を始めとする工作機械メーカーが採用しており、地
元の工作機械メーカーを支える基幹部品の一つとなっている。
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創業当初から手掛ける無段変速機

アジアクリエイト株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県豊川市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

安全体感装置と研修センターの運営で
産業界の労働災害事故の低減に広く貢献
同社は産業用自動機械などの設計・製作に加え、安全体感装置の開発・製造・教育研
修事業を展開している。
「安全体感装置」
とは、労働災害を再現する機械であり、座学だ
けでは伝えきれない本当の危険を知るための装置であり、
「安全体感装置」
で労働災害
を疑似体験をすることにより、実際に現場で起こる労働災害をリアルに再現し、多くの
製造会社や建設会社の安全意識の向上、安全対策の構築・指導に役立っている。安全体
感装置の製造販売では国内トップクラスで、販売先は400社を超える。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県豊川市蔵子7丁目11番地の15
0533-84-5581／0533-84-5585
http:/www.asia-create.jp
代表取締役 佐藤 邦男

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1989年
1,500万円
32人

ものづくり

安全体感装置事業で日系企業を中心にアジア圏にも進出
安全体感装置の製造メーカーは国内でも稀であるが、同社の製品ライン
ナップは約70種類ある上に、顧客の依頼に応じ適宜カスタマイズ対応も
行っている。企業の安全意識の高まりにより、国内はもとより、最近は、海外
からの問い合わせメールも増えアジア圏をはじめ、海外の日系企業を中心
に同社の安全体感装置の販売実績が増え、製造業界や建設業界における
同社の安全体感装置「ACSEL」
ブランドの地位は確固たるものになりつつ
ある。

回転体巻込まれ安全体感装置

労災対策と防災対策の技術で社会に貢献し地域での人材を確保
同社は、安全体感装置の製造・販売だけでなく、2014年にこれらの装置
を設置した安全体感研修センターを本社敷地内に開設し、企業研修の受け
入れを始めた。受講者数が順調に伸び累計4千人を突破、手狭になったた
め、2017年7月に2号館を開設し、建設業向けに、VR技術も取り入れた研
修を開始した。採用難が叫ばれる中、新卒を含め、地元人材の採用を定期
的に実施している。
また、研修センター講師として地元企業退職者を採用す
るなど、
高齢者再雇用にも貢献している。

安全体感研修センター（本館）

VR技術と安全体感装置の融合により新しい体感研修を提供
同社が開設した安全体感研修センター2号館は、
バーチャルリアリティー
（VR）
を駆使して、
建設現場の労働災害事故を現実に近い状態で再現した。
これは、
地元大学との提携により、
コンテンツ内のCGを現実の建設現場を基
に細部まで作り込み、
実際の現場にいるような臨場感を出して、
高い緊張感
で労災事故を仮想体験させるものである。
東京オリンピックに向けた建設
ラッシュに伴い、
労災対策研修の需要も増えるので、
同社の製品と研修セン
ターに対する産業界の期待は一層高まると見込まれる。
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高所作業安全体感装置

エスツーアイ株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県知多郡東浦町

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

海外子会社を設立し短納期・低コストを実
現、
業界知識活用で地元企業IT化を支援
愛知県の主要産業である自動車部品製造業のユーザーニーズに応じたシステムの構
築・適用業務を手掛けている受託開発ソフトウェア会社である。PLM（プロダクトライフ
サイクルマネイジメント）業務に注目し、生産計画、在庫管理、品質管理などの生産管理
及び受注活動状況、
コスト企画管理、開発日程管理、原価管理、試作手配等の生産準備
システムを提供することにより、
ユーザーである自動車部品製造業者が理想的とする製
品開発及び量産業務の実現に貢献している。
愛知県知多郡東浦町大字緒川字屋敷壱 ● 設立
区34番地
● 資本金
● 電話／FAX 0562-83-4095／0562-84-1830
● 従業員数
● URL
https://www.s2-i.co.jp/
● 代表者
代表取締役社長 村瀬 竜雄

需要獲得

● 所在地

2002年
10,000万円
93人

サービス

海外子会社の活用で短納期、低コストの顧客ニーズに対応
自動車業界等の各種メーカーの海外生産が進む流れに対応するため、
開発部門を担う海外子会社を設立した。同社がシステム設計し、最新の分
散開発環境を整備して海外子会社がプログラムを製造、同社を通じて販売
するビジネスモデルを確立。同社グループ内で一貫して対応することで、一
部工程で従来比約30%の原価低減を実現。将来的には、
フィリピン現地法
人をシステムのメンテナンスやシステム設計の顧客海外相談窓口として対
応できるよう整備する見込である。

現地トップ大学卒業の社員一同と村瀬社長

自動車業界で培った経験等を活かし地元企業のIT業務を支援
同社が所在する西三河・知多地域は、
日本のトップメーカーであるトヨタ
自動車関連の自動車部品製造業者の集積地である。
自動車関連業種の独自
のニーズに数多く対応してきたことで業務ノウハウを蓄積している。
また、
創
業当初からトヨタ系大手自動車部品メーカーの生産システムを手掛けてき
た経験や信頼と、
部品ごとに異なる運用管理システムの構築が可能である
点を顧客から高く評価されており、
自動車以外の分野からもシステム導入の
依頼が増え、
他の分野における地元企業のIT業務を支援している。

国内開発拠点

受注前の企画段階におけるシステム化コンサルティングに対応
同社はシステム開発に加え、受注前の企画段階から顧客に助言を行うコ
ンサルティング業務にも取組んでいる。業界用語と業務特性を理解した上
で、現場の顧客ニーズをヒアリングし、管理者の視点で課題の整理・推測を
行い、最適なシステム要件を捻出する。
さらに、現行システムとの連携や新
システム開発上の問題を開発前に明確化し、短期間での手戻りが少ない開
発を実現している。数々のシステム導入経験が顧客の信頼につながり、顧客
の内部会議の講師として招かれる等コンサルティング業務は伸びている。
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開発チームによるシステム要件の検討模様

株式会社五合

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県春日井市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

高機能な無機塗料を独自の技術で塗装
生産性を改善し、海外にも積極的に展開
同社は2003年に設立以来、完全無機塗料「ゼロクリア」
の塗料・塗装の技術開発並び
に製造・販売及び、天井クレーン安全システム
「zen」の開発・製造・販売を2本柱に業務
を展開している。防汚・抗菌の効果が高い無機塗料は取扱いが難しく、生産性が低いこ
とが問題だったが、同社独自で生産装置を開発し、IoTを活用することで品質の安定と
生産性向上を実現する事がでた。
そのため
「ゼロクリア」
は高い競争力を有し、国内大手
企業に多数採用され、現在は海外にも展開している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県春日井市大手町4-8-10
056-835-2018／056-835-2018
http://www.gogoh.jp/
代表取締役 小川 宏二

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2003年
2,500万円
10人

サービス

海外進出と知的財産権の保護対策
「ゼロクリア」の需要が大幅に増えたことにより、中国、
タイ、
マレーシア、
韓国等の6か所の海外工場で生産を行っている。更に旺盛な需要に対応す
るため、2018年5月に中国浙江省に大手厨房機器メーカーとの合弁会社
を設立し、
日本製ロボットを導入した大規模工場を稼動させた。
また、2018
年7月には韓国企業と契約を締結し、2019年1月に工場の稼働を開始し
た。
海外に展開するにあたり、
知的財産に関しても積極的に取組み、
中国、
ア
メリカ、
EU等で多数の国際特許及び商標を取得している。

中国合弁会社の調印式

地元地域や地方企業との連携による地域貢献
首都圏や地元開催の展示会に毎年参加し、一昨年は第一回ビジネス
フォーラム大賞を受賞した。
出展企業とお互いの技術を持ち寄り、協業する
新たな取組みもスタートさせた。
「ゼロクリア」及び「zen」
と地域企業の持
つ経営資源を組み合わせることで、連携による地域経済の活性化に貢献し
ている。
また、岐阜県の陶器メーカーや新潟県燕市の洋食器メーカーなど
地場企業と共同で
「ゼロクリア」
を塗布した製品を開発し、岐阜県や新潟県
等、
他県の経済にも寄与している。

新潟県洋食器メーカーとのコラボ製品

地元企業や地元大学との連携による高付加価値サービスの提供
「用途が多様な金属箔へ塗布する無機塗料の塗装教育、塗装運用支援
サービスの開発・事業化」
に関する事業が、平成30年度の国の異分野連携
新事業分野開拓計画（新連携事業計画）
の認定を取得した。
この事業は、
シ
ステム開発企業の株式会社スターシステムと連携して事業の推進を行うと
ともに、地元の大学や大手電力グループ会社、大手フィルムメーカー等から
技術支援や塗装教育支援等を受けている。
このように連携を深めることで、
付加価値の高いサービスの開発・事業化の取組が可能となっている。
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各種連携先との研究風景

株式会社山一ハガネ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県名古屋市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

特殊鋼の専門商社として、
高い加工技術と優れた品質
で事業拡大を目指す
同社は1927年創業の特殊鋼の専門商社である。近年は商社としての機能に加えて、
顧客に価値のある多様なサービスを提供するために、
自社での機械加工、熱処理、精密
測定業務を開始した。
また、複雑な形状の製品を3Dプリンターで製作する新しい技術
も導入した。同社の基幹事業である自動車の分野を更に伸ばし、航空機、医療等の新し
い分野にも積極的に挑戦している。
「お客様第一」
と
「社会的規範となる企業」
を目指し
て、
情熱と信念を持って日々取組んでいる。
愛知県名古屋市緑区大根山二丁目146 ● 設立
番地
● 資本金
● 電話／FAX 052-624-2555／052-624-2566
● 従業員数
● URL
http://www.yamaichi-hagane.co.jp
● 代表者
代表取締役 寺西 基治

需要獲得

● 所在地

1948年
8,000万円
200人

ものづくり

海外のお客様にも評価を頂ける山一ハガネ品質を目指して
2003年に山一ハガネタイランドを設立し、特殊鋼及び自動車部品の販
売、保管、配送、通関業務代行をメインに、多品種少量の製品を提供。2012
年に山一ハガネベトナムを設立し、特殊鋼の販売、熱処理に加えて、切削加
工、測定と1拠点で全工程を実現できるようにした。2018年、
フランスの中
小企業連合との合弁企業、
WEARE Pacific株式会社を創設し、
単一企業体
として一貫生産を実現し、
エアバスやボーイング等の航空機産業向けの事
業拡大に繋げている。

取り扱っている鉄鋼製品

金属3Dプリンタの積層造形技術を使い地域産業の発展に貢献
中部地域は航空宇宙産業が集積している。同社の金属3Dプリンターを
使った積層造形技術は、小ロットの製品製造に適しており、従来の金属の
塊から機械加工して製品を生産するという流れを変えた。顧客が必要な数
を短時間で製造できるため、
これまで金属素材の発注から加工まで4か月
以上かかっていたものが、3分の1以下に短縮できた。
また、材料歩留りの抜
本的な向上や、在庫管理コストの抑制も実現できた。
さらに、医療機器製造
等の活動が評価され、2017年に地域未来牽引企業に選定された。

金属3Dプリンタによる製品

フィギュアスケートのブレードに特殊鋼と精密加工技術を注入
同社の10ミクロン以下の誤差で管理をする環境と加工技術を活かし、数
年前より元オリンピック選手とタイアップしてフィギュアスケートのブレー
ド製作を行っている。1つの金属の塊を3次元のあらゆる方向からドリルで
削って立体的なブレードを作り出す加工技術であり、極限まで無駄なもの
を削ぎ落とし、
オール金属のブレードでは最軽量という軽さを実現しなが
ら、従来品の約3倍の強度がある製品を開発した。最近では次世代を担う
選手たちにも使用してもらっており、高い評価を得ている。
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フィギアスケートブレード

福井ファイバーテック株式会社
愛知県豊橋市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

漁網製造で培った技術を礎に、
先端技術
繊維製品の研究開発型メーカーを目指す
創業以来70年にわたり漁網生産を続け、
ラッセル漁網については日本のトップシェア
を誇る。
また、漁網の製造により培われた知識・技術を礎に陸上用のネットの開発を行
い、寝装具、家電用品、
スポーツ関連、土木資材、
自動車関連等と多岐に渡る製品を製造
している。更に、FRP（繊維強化プラスチック）製品及び基材、
自動車用カーマット及び内
装品等を開発・製造等、新分野への展開も図っており、大学との共同研究を進める等、先
端技術繊維製品の研究開発型メーカーを目指している。

需要獲得

● 所在地
愛知県豊橋市中原町岩西5-1
● 設立
● 電話／FAX 0532-41-1211／0532-41-5078
● 資本金
● URL
http://www.fukui-fibertech.co.jp/ ● 従業員数
index.html
● 代表者
代表取締役社長 福井 英輔

1947年
9,500万円
90人

ものづくり

1947年創業時からの
「漁網」輸出と新ビジネスの海外展開
祖業である漁網は30か国以上の輸出実績を持ち、1988年から22年間マ
レーシアにて漁網工場を経営。新規事業である複合材部門では、米国炭素
繊維メーカーの依頼による洋上風車翼材料（炭素繊維引抜成形製品）
をブ
ラジル、
インド、中国へ輸出し、直近3年間の売上は20%以上増加しており
今後更に増える見込みである。同製品のインド等、の現地工場での生産も
検討している。
また、革新的熱可塑性複合材料の製造技術開発では、技術
協力企業であるフランス企業との合弁工場経営も計画している。

不燃性地下鉄第三軌条カバー

30年前に地元の大学と共同で複合材料ビジネスをスタート
静岡大学工学部と
「熱可塑性複合材料」の共同開発を進めており、同大
学の学生の入社につながっている。
また、複合材料ビジネスをスタートさせ
た豊橋技術科学大学とも研究開発を継続し、地場ゼネコンと3者で建築構
造材料の開発を開始している。更に、地元の小規模鉄工会社と設備関連で
の共同開発により機械・装置の発注を増加させており、近隣（静岡県磐田
市）の小規模FRP加工会社とのインフラ関連部材（高速道路用ケールラッ
ク）
においても、
共同開発を通じて相当数の発注を図っている。

CFRPフロントバンパービーム

他社が使用していない材料を用いて付加価値の向上を図る
ガラス繊維を使用した引抜成形品が主流の中で、高強度・高剛性、軽量
化を目的に炭素繊維を使用し量産化に結びつけた。更に、
ラージトウと呼ば
れる低価格な炭素繊維を使いこなす技術を確立し、
マーケットの拡充を
図っている。
また、鉄道車両用不燃材の規格を得る等、素材から付加価値向
上に資している。祖業である編網においても、
これまで漁網で培ってきたシ
ングルラッセル技術のみならず、
ダブルラッセルの技術を高めて適用範囲
を拡大している。

FRP桟橋（軽量、耐腐食）
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株式会社中村製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

三重県四日市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

高い切削加工技術と伝統の萬古焼との
融合で、
新製品「ベストポット」
を完成
1914年に漁網編み機メーカーとして創業し100年以上の歴史を持つ。四日市市の産
業変化と共に、工作機械部品加工へと移行。
リーマンショック後の受注低迷の経験か
ら、1社依存の取引に危機を感じ、高い切削加工技術を武器に取引先を拡大。現在は、工
作機械部品に加え、精密部品、産業機械部品、航空宇宙産業等、多様な分野へ事業を展
開。先代がつぶやいた
「空気以外はなんでも削ります」
をモットーに、難削材であるチタ
ンを使った印鑑や鍋の蓋の生産も行う。

需要獲得

● 所在地
三重県四日市市広永町1245
● 設立
● 電話／FAX 059-364-9311／059-364-8836
● 資本金
● URL
http://www.nakamuraseisakusyo. ● 従業員数
co.jp/index.php
● 代表者
代表取締役 山添 卓也

1914年
2,000万円
55人

ものづくり

四日市や萬古焼に新しい価値を創造したい思いで商品を開発
下請業態から脱却すべく、付加価値向上を求めて自社商品の開発に取組
む。地元企業として、四日市や萬古焼に新しい価値を創造したいという思い
から、四日市市内の民間企業数社と連携して新商品「ベストポット」の開発
に着手。鍋本体の成形から焼き上げまでを水谷商店あおい製陶所（同市西
坂部町）が担い、当社の高い切削加工技術を生かして土鍋を削り、窯業研
究所による評価も受けながら、鍋とふたの隙間が100分の1ミリメートル以
下の精度を実現した。

萬古焼から生まれた新商品ベストポット

四日市の技術をかけ算。
「ベストポット」
の完成
平成30年4月に、四日市市の伝統工芸品「萬古焼」
と、
自社の切削加工技
術を生かした無水調理土鍋「ベストポット」が完成し、販売を開始。食材に
熱を入れることに優れる土鍋「萬古焼」は、精度の高い成型が難しく、蓋と
本体の密着度が課題だったが、当社の技術で蓋と本体の密閉度を極限ま
で高め、蓄熱性の高い無水調理を可能にした。
これにより、食材のうま味成
分や水分を逃さない調理が実現。羽鳥慎一アナウンサーの「モーニング
ショー」
で紹介され、2万円以上する高額商品ながら、発売から3ヶ月程度で

百貨店の店頭に並んだベストポット

1,000個を販売した実績がある。

アメリカ市場において
「ベストポット」
の販路開拓を実施
経済産業省
「BrandLand：JAPAN事業」
を活用し、
「ベストポット」
のアメリカ
市場展開を目指す。
第一歩として、
現地法人と一緒にSNSを活用したマーケット
リサーチを行い、
インフルエンサー活用、
EC連動等、
プロモーション施策を実
施。
現地ターゲットの店舗でワークショップを開催し、
セールス活動も実施し、
現
地のニーズを確認しながら、
課題や問題点を抽出、
改善。
必要に応じて現地ニー
ズに合った商品へのシフトも視野に、
アメリカ市場での販路開拓を進めている。
アメリカでのワークショップの様子
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株式会社セルミック

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

滋賀県草津市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

独自技術と工夫で高精度・低価格を両立
オリジナル商品の開発によるニーズの充足
同社は、検査・環境・医療という3つの事業部の下、
デジタルマイクロスコープやハイス
ピードカメラなどの開発企画・販売に従事する。同社の強みは、先行企業のいない「ブ
ルーオーシャン」分野へ訴求できる技術力と価格競争力を併せ持つ点である。特にマイ
クロスコープは、大手製品と同等もしくはそれ以上の性能を持ち、圧倒的な廉価を実
現。昨今、企業の品質管理部門や大学等の研究機関において研究開発費は抑制されが
ちだが、
同社の製品はそのような低価格ニーズに対応する。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

滋賀県草津市大路1-1-1 4階
077-516-4755／077-516-4756
http://www.selmic.co.jp/
代表取締役社長 森下 季一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2010年
1,000万円
8人

ものづくり

地域密着型製品の開発
地域資源を活かした商品を生み出すべく、現在滋賀の農産物原料を利用
したコスメティックの開発を行っている。
また、地域内での企業間協力関係
を確立し、地元企業と連携して弊社製品マイクロスコープの部品の供給を
受けることで、地域ブランドの確立や普及に繋がることも目指している。既
知のものと既知のものを組み合わせて新しい製品を生み出す発想力で、
さ
らなる先端領域のマイクロスコープなど、次なる
「画期的な新製品」の開発
を模索している。

先端領域製品の1つ 高倍率セット

『ブルー・オーシャン戦略』による「バリューイノベーション」の実現
『ブルーオーシャン
（競合相手のいない領域）』戦略は、業界における一般
的な機能のうち、何かを
「減らす」
「取り除く」、
その上で特定の機能を
「増や
す」、
あるいは新たに
「付け加える」
ことにより、
それまでなかった企業と顧
客の両方に対する価値を向上させ
「バリューイノベーション」
を生み出すこ
とができる。
この戦略を基に、
①搭載可能な照明方式を8種類まで増加②販
売時の製品価格300万円を実現③観察時間が数時間となり大幅な時間短
縮の実現等、
国内の研究開発部門への多大な貢献を目指している。

同社の独自製品
「華」

8つの照明方式を持つ

海外での高品質マイクロスコープの販売拡大
同社はこれまで台湾・韓国・タイで展示会を行い、台湾・韓国・中国・イン
ドネシア・タイにおいてマイクロスコープの販売実績を持つ。今後も更なる
販路の拡大を目指し、東南アジア・南アジア地域各国を筆頭とした海外に
対するPRを進めている。
さらに、
インドおよび韓国では既に企業との代理
店契約を締結しており、
それら代理店契約を今後は他の諸外国にも拡大す
べく、
挑戦を続けている。
台湾で開催した展示会

257

株式会社オーケーエム

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

滋賀県蒲生郡日野町

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

顧客ニーズに柔軟に対応し、
あらゆる利用
環境に適応するバルブの専門メーカー
主に工業用や船舶用及び水処理等の各種バルブの製造・販売を行う。
バタフライバル
ブを中心に、
ナイフゲートバルブやピンチバルブ等バルブ専門メーカーとして業界の先
端を走る製品開発で存在感を示してきた。
高温、
低温、
高圧、
水、
化学物質、
ガス等あらゆ
る利用環境、大型から小型まで幅広いサイズに対応する。
設計から製造まで一貫した効率生産システムのもと高機能、高品質、高信頼性のある
バルブを製造し、顧客に支持されている。
滋賀県蒲生郡日野町大谷446-1
0748-52-2131／0748-52-8156
http://www.okm-net.jp/
代表取締役社長 村井 米男

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1902年
4億9,966万円
214人

ものづくり

日本・マレーシア・中国の3拠点から世界に向けて商品を供給
1988年に他社に先駆けマレーシアに、2003年には中国にもバルブ生産
拠点を設立。両拠点ともに、中国や東南アジアの経済成長を背景とした船
舶や各種インフラ等のバルブ需要を取り込み、順調に成長を続けている。
そして日本、
マレーシア、中国の生産拠点が連携することでベストバラン
スを保ちながら、世界中に商品を供給する体制を確立。近年の環境規制で
需要が急拡大している船舶排ガス用バルブの製造で、世界シェアトップク
ラスのグローバルニッチトップ企業へ成長した。

船舶排ガス用バルブ

「地域未来牽引企業」
に選定され、地域の経済成長を牽引
1902年、前挽き鋸の製造から創業。以来一貫して本社、国内工場を創業
地である滋賀県に置く。国際的な船舶の排ガス規制強化により需要が増加
している船舶排ガス用バルブを生産する最新工場を創業の地である東近
江市に建設。2017年に経済産業省より
「地域未来牽引企業」に選定され、
今後も新工場建設に伴う雇用拡大等、更なる地域活性化に貢献する。
バル
ブの製造・販売を通じて、
モノづくり県である滋賀県の地域経済を牽引する
ことが期待されている。

2019年4月に稼働した滋賀東近江工場

顧客ニーズに柔軟に対応したカスタマイズ製品開発に注力
「お客様に喜ばれる商品創り」
という品質方針のもと、顧客からの相談や
要望に柔軟に対応するため、従業員の3分の1を営業部門に配置し、
カスタ
マイズ製品の開発に注力している。
また電子制御により流量コントロール
を可能とする製品を開発する等、社是に
「独創的な技術」
を掲げ、長年培っ
た技術力を背景に、
どこにもないバルブ供給を実現できる強みを持ってい
る。
なお、
カスタマイズ製品のパーツの組み合わせは10万種類を超えるが、
独自の生産管理システムを構築し、納期の短縮化も図っている。
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製品のライフテスト

トランスブート株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

滋賀県大津市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ガスの使用量もわかるスマートメーター
BCP機能を有する蓄電池HEMS
エネルギー・マネジメント・システム
（EMS）
を中心に製品・サービスの受託開発、開発
請負をおこなっており、提案から、開発、試作、量産、評価まで、
ものづくり全般の業務を
ワンストップで提供している。
現在は、EMSで培った技術・ノウハウを持って、
マンション
（MEMS）
やビル・商業施設
（BEMS）
にも視野を広げ、環境・エネルギーに関わる製品の開発・販売を通じてスマー
トなエネルギー社会への促進に貢献できるよう努めている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

滋賀県大津市瀬田大江町横谷1番5
077-547-5755／077-547-5735
https://www.tranceboot.com/
代表取締役 田中 允也

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2009年
1,000万円
6人

ものづくり

電気・ガス・水道の使用量取得できるスマートメーターの開発
現状のスマートメーターは、電力の情報は遠隔取得できるが、水道やガ
ス等の他の情報は取得できない。通信機能を有したメーターであるのに、
せっかくの通信インフラを活用できていないが、同社はスマートメーターを
活用して、
ガス、
水道の使用量も遠隔で取得できるように独自開発している。
同社の製品のメリットとして大きな特徴として設置時から
「無停電工事」
が可能であり、工事の簡素化による費用の削減や、
アーク災害の防止にも
寄与している。

独自開発スマートメータ

BCP機能を有する蓄電池を活用したHEMSの販売
東日本大震災以降、逼迫した電力需要が社会問題となっているが、昼間
のピーク電力を抑える方法として、夜間の余っている電力を蓄電池にため
ておき、昼間に利用する方法が有効である。蓄電池は、一方で、災害時用電
源としても活用できる。
同社製品「スマートリアスHEMS制御盤」
は、停電時
には自動で蓄電池の電気に切り替えることができる。
その操作性の良さか
ら、地方の小学校体育館や、
お寺の集会所等に、太陽光発電や蓄電池と連
携したBCP対策として導入されている。

スマートメータのモニター画面

第三者設置（私設メーター）用の安価なスマートメーター開発
日本国内に設置されている電力量計は約8,000万台あり、
電力会社の設置台
数は約7,400万台、
同社がターゲットとしているビル・マンション向けの電力量計
は、
差分の約600万台の市場規模である。
大手企業が販売している電力量計は
電力会社をターゲットとして取り組んでいるため、
電力会社向けではない第三者
設置向け
（私設メーター）
に一般販売されている電力量計はコストが高くなって
しまっている。
同社は、
ローコストの製品
（通信機能を有したスマートメーター）
を提供できることを目標として製品開発を行っている。

新型電力メーター
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大五産業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

滋賀県草津市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

琵琶湖での水環境改善ノウハウを海外展開
ミャンマーのODA事業モデルの深耕拡大
1959年に滋賀県で一般廃棄物収集運搬処理事業を創業。1960年代の琵琶湖総合
開発で汚染された琵琶湖の水質負荷の低減など水環境改善を図る滋賀県の浄化槽導
入促進の流れに乗り、多くの浄化槽技術者を輩出した。
1970年代から下水道の普及に伴い浄化槽事業が徐々に下火になる中、浄化槽技術
者をベトナムやミャンマーで活かせないか検討を開始、現在では傘下に７つのグループ
会社を擁し、
グループ従業員数1,000名を超える規模にまで拡大した
滋賀県草津市若竹町9-24
077-564-2274／077-565-2325
http://www.daigo-sangyou.com/
代表取締役 権田 五雄

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1959年
1,000万円
200人

サービス

JICA中小企業海外展開支援事業のミャンマーでの展開
ミャンマーでのODA案件化の中で、
ヤンゴン市における浄化槽に関する
条例を市と共同で作り上げ施行にこぎつけた。100%出資の維持管理サー
ビス会社、合弁の製造販売会社を設立。続いて第三セクター方式の汚泥管
理社団法人設立を検討中である。
また、
ミャンマーでは「浄化槽管理士」の認定制度がないことに着目、教
育訓練機関の設置、運営とテキスト作成・販売による収益を将来の事業の
柱に位置づける。なお、
これらミャンマーで創出した成功事例を、
その後ア

ヤンゴンでの浄化槽維持管理研修

ジアの周辺国へ水平展開する予定。

琵琶湖の水環境改善で培ったノウハウを共同事業として海外へ
琵琶湖南部の草津・栗東・守山・野洲の4市において、琵琶湖の水環境改
善に貢献してきた浄化槽の維持管理ノウハウを持つ6社が「湖南六社会」
を
形成し、国内外の様々な水環境改善事業に参加しており、同社はその代表
窓口となっている。
「損得」
よりも
「善悪」を最優先する企業でありたいと考え、近江商人の
「三方よし」
に従い、奉仕の精神を以って社会とお客様に貢献することを経
営理念としている。

地元小学生へのゴミ収集車による環境学習

現地調達比率向上に向けた積極的な新規ビジネス展開
ミャンマーへ浄化槽を輸出している既存の大手日系メーカーは、
ハードと
しての浄化槽のみのビジネスしか関心がない中、同社はヤンゴン市水衛生
局職員と協力し、
汚泥管理用のホース、
ホースとホースをつなぐジョイント金
具、
塩ビパイプ等の現地調達や現地企業との合弁によるFPR製浄化槽
（タン
ク）
の現地生産の準備を進めている。
また、JICA民間連携ボランティア制度
を使い、
ヤンゴン市水衛生局へのグループ会社社員の派遣も検討している。
浄化槽の材質となるFRPを作業員に説明

260

株式会社伊と幸

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

京都府京都市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

地域資源の絹で内装材
「絹ガラス」
を開発
伝統美で訪日外国人向けホテル需要に対応
和装用絹織物の老舗メーカーで、国内養蚕農家と契約し、蚕から製織まで高品質な
製品を生み出している。平成8年には、繭から生糸・白生地までの統一商標を使用した日
本初の純国産絹「松岡姫」
ブランドを立ち上げた。
さらに平成24年から、着物の染織技
法として永年培った京都府内の地域資源と、合わせガラスの産業技術との融合を図り、
新しい内装材「絹ガラス」
を開発。和装事業に加え、空間装飾材「絹ガラス」事業も展開し
ている。

需要獲得

● 所在地

京都府京都市中京区御池通室町東入ル ● 設立
竜池町448-2 伊と幸ビル
● 資本金
● 電話／FAX 075-254-5884／075-256-2818
● 従業員数
● URL
https://www.kimono-itoko.co.jp/
● 代表者
代表取締役社長 北川 幸

1931年
9,900万円
16人

ものづくり

京都の絹や染色技法を活用した商品開発で地域経済を活性化
地域資源である絹織物の中でも最高品質の「日本の絹」を手掛け、染め
着物用の白生地として、皇室でも採用される等、高い認知度を誇る。
しかし
ながら、和装市場自体は縮小傾向である。同社は、地域内外の企業との連
携のもと、京都を代表する着物の染色技法を用いた絹織物と、合わせガラ
スの技術を融合した、
「絹ガラス」の開発に成功。平成28年1月には、
フラン
ス人デザイナーとコラボ制作した絹ガラス製ネストテーブルをメゾン・エ・オ
ブジェに出展する等、
海外市場も視野に、
新たな絹活用市場を開拓している。

仏人デザイナー共同開発ネストテーブル

地域資源の職人技を生かし、訪日外国人向けホテル需要に対応
「絹ガラス」
として封入する絹織物には、絹糸で表現する刺繍の伝統文様
に加え、
「京の名工」
や、
伝統工芸士らによる金彩工芸、
着物の引き染め技法
を生かした
「日本の美の本物」
を追及している。昨今、
インバウンドに呼応し
たホテルの建設ラッシュが続いており、洋室ホテルにおいても、和の美の導
入ニーズが高まっている。絹ガラスは、和装文化で培った審美性を活かし
た、伝統美や和文化そのものであり、
尚かつスマートに現代空間を演出する
内装材インテリア資材として、好調な受注状況にある。

ヘッドボード/JR西日本ヴィアイン

新たな産業技術と共同開発、新たなラインナップを製品化
高品質でデザイン性にも優れた絹織物をガラス等透明性のある素材と合
わせることにより、
付加価値の高い建材として市場に投入し、
絹織物を着物以
外への用途あるものとして付加価値を高めた。
現在は、
建築用板ガラスとして
封入する
「絹ガラス」
に加え、
新たな産業技術との共同開発を手掛けている。
一例として、
薄型の可撓性を有する産業ガラスの合わせガラスの製品化
（実用
新案登録第3192340号）
や、軽量で後加工が可能な樹脂ラミネートによる
「絹障子」
（照明用）
など、
新たなラインナップや応用製品化に努めている。
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天井照明に
「絹障子」/築地銀座グランデ

株式会社松本機械製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪府堺市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

遠心分離機のトップ、海外展開推進、
「トータルソリューションの提案企業」
へ
遠心分離機の研究開発に68年前から取り組む老舗工作機械メーカー。顧客の多様
なニーズに応じ、製品の研究開発、生産、販売を一貫して行っている。個別受注生産によ
り、案件ごとに最適モデルを選定し、独自のカスタマイズが可能である。遠心分離技術
は、
製薬会社や化学メーカーで固体と液体の分離に多く使われ、
同社製品は国内のみな
らず世界各地で5,000台を超える納入実績がある。国内での市場占有率は70%を占め、
医薬品向けとして長年にわたり、
トップの座を堅持している。
大阪府堺市堺区三宝町6-326
072-229-3388／072-228-1751
http://www.mark3.co.jp/
代表取締役社長 松本知華

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1939年
3,000万円
41人

ものづくり

実績のある海外メーカーとの協業により積極的な海外需要の発掘
同社は2016年10月にフランスのろ過・乾燥機器メーカーと代理店契約
を締結している。海外の様々なニーズを把握し、技術上の要求、海外規格・
規制の対応等、課題解決に向けて、定期的に代理店を訪問している。製品に
関する説明会を催す一方、来年には更なる顧客のニーズを的確に調査・把
握するために、実物のサンプル機械の輸出を行うことを計画している。積極
的かつ長期的視点で海外需要の発掘を目指し取組んでいる。
難ろ過性対応遠心分離機HERVA

大阪府立大学との共同研究開発による新仕様の実現で差別化
紀陽銀行（和歌山・大阪）
による
「イノベーション・サポートプログラム」
を
活用し、大 阪 府 立 大 学との共 同 研 究 開 発に取 組み、遠 心 分 離 機 製 品
「HERVA」
を開発。抗がん剤向けの医薬成分など、
ろ過工程だと生成が難
しい自然物に対応した新たな開発を実現。
ろ過装置では通常2日間は必要
とされる作業時間が30分程度で終了する独自な技術により、生産性が大幅
に向上。操作オペレーターが危険な薬に触れずに済む設計や、材料が飛散
しない安全性に優れた新仕様の開発により差別化を実現した。

大学での実験データの分析作業

化学品加工の
「トータルソリューションの提案企業」
へ
遠心分離機のほか、得意とする技術を活かして、
ろ過や乾燥技術等、関連
技術の事業化にも取組んでいる。現在、
ヨーロッパ諸国で40年以上の実績
と販売ネットワークを持つEfCI社と業務提携し、
自社の遠心分離技術以外
への分野への進出を目指している。革新性の高い化学品加工の開発・設計
からアフターケアまで顧客満足と信頼を得る
「トータルソリューションの提
案企業」
としてのビジョンを掲げ、更なる顧客のニーズへの対応を目指し経
営の高度化を図っている。

部品一つ一つを設計し職人技で製作
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日光化成株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪市北区

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

樹脂の高度な配合技術に強みを持ち、
「次世代のものづくり」
に貢献する研究開発型企業
基礎となる電気絶縁材の技術を応用し、様々な機能性樹脂を独自にブレンドすること
により高付加価値の材料を開発する素材メーカー。
また開発した材料の可能性を最大
限に引き出すため、加工、成形、
デザイン、部品化までワンストップで行い、医療、
自動車、
車両、船舶、航空、半導体など多岐にわたる分野でのニーズに応えている。創業70年を
迎え、独自技術開発に拘らず、他企業とも共同開発を行うオープンイノベーションや産
官学の研究にも積極的に取り組む
『研究開発型企業』
を目指している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

大阪市北区大淀北1丁目6番41号
06-6458-5511／06-6458-3510
http://www.nikkokasei.co.jp/
代表取締役社長 利倉 一彰

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1947年
10,000万円
144人

ものづくり

独自の配合技術で高品質な機能を持つ複合材料の開発を実現
自動車EV化やIoT・AI製品の進出により複合化材料ニーズが高まってい
る。同社は独自の
「配合技術」
＝異なる原料をブレンドし、高絶縁、低誘電特
性・耐薬品特性・耐熱・対静電特性など今まで世の中になかった
「複合化材
料」を創出。
それにより発電機の発電効率の向上、鉄道絶縁材を軽量化＝
車両の高速化、電池分野の特殊な耐熱・絶縁化に対応。
また電子部品実装
用パレット材の開発に伴う産業機器基板の高集積化・高密度化に貢献。今
後も長年培ってきた技術を駆使し、
より高い信頼性ある新素材を提供して

樹脂と成型技術を集結した
「タイモルド」

いく。

オープンイノベーションをキーワードに技術交流に積極的
同社単体の独自開発だけではなく、
「オープンイノベーション」
をキーワー
ドに大手企業、研究開発機関との共同研究、大学研究機関・公的開発機関
との「コンソーシアム研究」
を積極的に行い
『研究開発型企業』
を目指す。
な
かでも
「医療分野」
では製品デザイン設計力を高め、更なる
「高度医療機器」
製品に対応するためQMS品質基準を取得、神戸医療産業都市構想・商工
会議所ライフサイエンス振興事業に参画し更なる高みを目指す。
共同開発から誕生した医療機器

滋賀研究所に加え、大阪の新研究所開設で地域経済にも貢献
独自配合の複合材料を生み出す滋賀研究所では、滋賀の工業技術セン
ターや、滋賀や京都の大学とも連携し、更なる高付加価値の素材の開発を
行っている。
また大阪に新たな研究所を新設し、新たな化学材料分野の技
術研究を今年度から開始した。今後は京阪神地区の大手企業や大学・公的
機関とも連携し、地域経済の発展に貢献し、
さらなる技術革新を実現でき
る未来志向企業を目指す。
全面リニューアルした滋賀技術研究所
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株式会社ラ・ヴィーニュ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪府大阪市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

和の技法を取り入れたフランス料理
2018年にパリへも進出
フランス料理店を経営。2018年にはパリにも進出。
フランス古典料理をベースに和の
食材や農家直送の野菜、和の技法を取り入れた料理、
ワイン・日本酒とのマリアージュ
がコンセプト。
オーナーシェフは、料理学校や料理学校協会の講師等の実績も踏まえ、
後進の育成および料理人やパティシエ、
ソムリエ等の勉強会を実施している。生産者や
第6次産業の共同開発、飲食業界のIT化、厨房機器メーカーへの開発支援等、料理業界
の発展と新しい形に挑戦している。
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-10-3- ● 設立
B1
● 資本金
● 電話／FAX 06-6251-1630／06-6251-1630
● 従業員数
● URL
http://lavigne2006.com/
● 代表者
代表取締役 上東 健一郎

需要獲得

● 所在地

2006年
300万円
6人

サービス

日仏交流160周年にあわせ、
パリへレストラン進出
日仏交流160周年となる2018年10月にパリのサン・ジェルマン・デ・プレ
地区にレストラン“BOTAN de la vigne”を開業した。
だしや和牛等の日本
食材を取り入れたフランス料理や、日本酒普及のためのメーカーズ・ディ
ナー、和食器や和製調理器具等の紹介と販売、料理教室の主催、
日仏での
人材交流等、和食文化の総合的プロモーションに尽力している。
このほか、
フランスの食のトレンド、現地での日本食や食材の動向の把握、人材育成に
も活用している。今後は、現地市場調査に基づいて、和風弁当のテイクアウ

BOTAN de la vigne

トとケータリング・サービスも展開を予定。

商品力のある小規模地域生産者の国内外展開を支援
箕面の柚子や泉州の水茄子など、地域の名産品を日仏のレストランメ
ニューに取り入れ、生産地の情報を含めてお客様にアピールする一方、
お
客様の反応は各生産者にフィードバックしている。
パリのレストランを活用
した日本の地域資源の紹介・販売に向けて、
日仏のコンサルタントと提携、
準備を進めている。2018年10月にはパリで開催された国際総合食品見本
市で、
現地ニーズやトレンド、関連業者の調査を行った。
地域の名産品を取り入れたメニュー

独自技法により日本料理の良さをパリで再現、和食文化も紹介
パリ店では日本料理に適した良質の水を当社独自の技法で精製している
ほか、魚料理では「うまみ」
を増す技法や、
ウエットエージング（軽い一夜干
し）
の技法を使用。
これらにより、
フランス料理の中に
「うまみ」
に代表される
日本料理の味を再現した。
また、料理だけではなく、伝統工芸品を用いてそ
の価値をお客さまに伝え、
「目で食する」
と言われる和食文化を実践・推奨。
伝統工芸品の販売や各生産地情報の提供など、
インバウンド効果につなが
るサービスも、
レストランの枠を越えて提供している。

目で食する和食文化を実践
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株式会社スマイリーアース

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪府泉佐野市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ウガンダオーガニックコットンの付加価値を高める
「ものづくり」
でSDGs貢献
同社は、
「日本タオル製造発祥の地」大阪府泉佐野市で、
タオル生産の工場排水によ
る環境汚染を食い止めるために、独自の生産プロセスを通じて、
オリジナルブランド
「真
面綿（まじめん）」を製造・販売している。
この独自の生産プロセスは、特許技術である
「綿の自浄作用を活用した綿の処理方法」
によって循環型環境ストレスフリーを実現し
ている。
また、原材料は、
アフリカのウガンダ原産の良質なオーガニックコットン
（無農薬
有機栽培綿花）100％を使用し製造している。第7回ものづくり日本大賞受賞。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

大阪府和泉佐野市上之郷2384番地
072-450-2018／072-450-2019
http://smileyearth.co.jp/
代表取締役社長 奥 龍将

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2008年
500万円
5人

ものづくり

SDGsへの取組みを通じて効果的なプロモーション活動
SDGs
（持続可能な開発目標）
ビジネスが今後高まる予想のなかで、
他社
に先駆けSDGsの実現に向けて、
SDGsの啓蒙活動に積極的に取組んでい
る。
例えば多様な外部関係者と連携し、
地元で家族向けのイベント実施など
を行っている。
これらの活動を通じて、
同社のブランドコンセプトである
「真
面綿
（まじめん）
」
のブランドと付加価値の向上につなげ、
消費者への効果的
なモーション活動に成功している。
SDGsコットンペーパー絵手紙体験

環境に優しい独自技術の開発と付加価値を高める商品化
同社が所在する泉佐野市は、伝統産業であるタオル製造業が集積してい
る地域であることが知られている。一方、最近は海外製品との価格競争の
影響等で生産量が減少している。
しかし、同社は良質な原料と安全で環境
負荷の少ない生産方法にこだわり、安心して長く使える製品を製造してい
る。特に安全面では、同社は化学薬品をほとんど使わない独自技術を開発
し、特許を取得している。
このこだわり製品を
「真面綿」
というブランドコン
セプトとして打ち出し、着実に事業成果につなげている。

敏感肌な赤ちゃん向け製品の開発

ウガンダの経済振興と日本との連携強化に寄与
同社は、2015年にJICAの委託事業に採択され、
ウガンダの綿産業振興
に向けた調査を実施した。現在、
ウガンダのコットン産地は内戦の影響で疲
弊している状態にある。
そのような状況下、
同社は、
原料のオーガニックコッ
トンの99％をウガンダから輸入している。
そのため、
同社の事業は現地経済
の振興に寄与しているといえる。今では、同社とウガンダとの信頼関係は強
く、
「アフリカの真珠」
プロジェクトと題して、
ウガンダ産コットンのプロモー
ション活動や市場開拓に取組んでいる。
また、泉佐野市へのウガンダホスト
タウン誘致や姉妹都市提携を主導し、地域活性化、国際化を推進している。
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ウガンダと日本を繋ぐ固い絆

大同機械製造株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪府高槻市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

海外市場に向けて、製品・供給力を強化
地元企業との連携で地域発展にも貢献
日本で初めて内転歯車ポンプの製作に着手した歯車ポンプのパイオニア。以来、新機
種開発等により、“大同内転歯車ポンプ（DAIDO PUMP）”として石油化学ケミカルを
はじめ様々な産業分野の液体移送に納入実績を積んでいる。耐久性があり、1台のポン
プで幅広い仕様に対応可能で、
かつメンテナンスも容易なポンプを提供し、高い技術力
と確かな信頼性によって世界中のユーザーから高い評判を得ている。

大阪府高槻市深沢町1-26-26
072-671-5751／072-670-2422
http://daidopmp.co.jp
代表取締役社長 大田 龍一郎

● 創業
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1947年
5,200 万円
50人

ものづくり

海外事業部や海外生産拠点を設置し、積極的にグローバル展開
同社は、営業本部に海外事業部を設けることで積極的にグローバル展開
を図っている。輸出比率は50%に及んでおり、韓国、
中国、台湾、
タイ、
インド
ネシア等、海外市場での販売実績を上げている。2006年に中国上海に
100%出資現地法人 大同海龍机機（上海）有限公司を設立。量産品は中国
での製造に踏み切る一方で、製品設計や主要部品、特注品は日本国内にて
製造し、棲み分けを行っている。近年は、欧州にも輸出実績を積み、今後は
米国市場開拓も見据える。

上海に子会社を設置し、
中国市場に積極展開

メンテナンス性と安定供給体制で国内外の市場にビジネス拡大
同社は、顧客目線で使い勝手の良いポンプにこだわり、耐久性に優れ、
メ
ンテナンスが容易で、幅広い仕様に対応する製品の製造に重点を置く。移
送困難な粘性液体を運ぶ主力製品「内転歯車ポンプ」は、同社の優れた液
体輸送技術が認められ、石油化学系プラントを中心に実績を積んでおり、
某大手洋菓子メーカーでも同社ポンプを独占的に使用している。東南アジ
アではメンテナンスを含む安定供給体制を整え、
サウジアラビアの石油化
学会社に納めた実績を持ち、海外市場でもビジネスを拡大している。

海外石油プラント向け大型内転歯車ポンプ

下請け肩代わりや地元企業の外注活用など地域発展に貢献
同社は、
ポンプ以外の製造において、大手企業からの過剰受注が見られ
る近隣下請企業のオーバーフロー分を肩代わりし、地元中小企業の信用保
持に貢献。
また、高槻市のものづくり企業交流会の幹事を務める社長の人
的ネットワークを活用して、近隣の同業他社や同業大手企業と技術交流を
行い、研究開発を中心に、技術の高度化を図っている。
同社の製造工程にお
いても、地元の外注加工業者を積極的に活用。独自の技術開発力とともに、
地域に根ざした中小企業として、更なる海外展開を目指している。
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新たに導入した複合加工機で生産合理化

竹内電機株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

兵庫県尼崎市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

次世代半導体（SiC）製造装置の製造で世界的に希少な会社
高い技術とノウハウを有す
同社の事業内容は、各種制御盤・電気工事の他、高周波誘導加熱(IH)応用装置(高
周波焼入機及び高周波加熱炉等)及び付帯設備(冷却装置等)をユーザーニーズに合わせ
て、設計・製作し、設置、試運転、
引き渡しまで行っていることである。冷却系統から真空・
機械・電気・制御まで自社生産体制を整えており、近時のAIによる自動ロボット化にも
対応可能である。
また先進的な事業として次世代半導体(SiC)製造装置の製作を手掛
けており、
同業他社は世界で5社しかなく、海外大手企業から直接受注を獲得している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

兵庫県尼崎市次屋3丁目11番23号
06-6497-2373／06-6497-2375
http://www.takeuchi-e.co.jp/
代表取締役 竹内 啓

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1980年
3,000万円
30人

ものづくり

世界で5社しか存在しない次世代半導体（SiC）製造装置の製作会社
次世代半導体(SiC)は通常の半導体(Si)より変換効率が高く、
省スペースに
て、
より大容量の処理を可能とするものである。
現在は単価が高く、
高価格帯のも
のに利用が限定されている。
将来的に量産化されれば、
電気自動車やハイブリッ
ト自動車のインバーターなどの基幹部品に使用されることが期待されている。
同
社はSiCのインゴットの製造装置を製作しているが、
SiC精製の過程で誘導加熱
で2,500℃まで加熱し、
保持することが求められるため、
同社のノウハウである高
電圧・大電流、
加熱・冷却、
水、
真空を同時に取り扱う技術が必要不可欠となって
いる。
この技術が高く評価され海外大手企業から、
直接受注を受けている。

次世代半導体(SiC)製造装置

水、電気、
ガス、高周波、機械、真空の一貫設計・製造
同社の手掛ける高周波誘導加熱(IH)応用装置は、
その使用において加熱を
行うための高周波電源、
加熱した素材を冷却する装置、
それらを制御する自動
機械装置が一体となっている。
同社はその全てにおいて高い技術とノウハウを
有する数少ない会社である。
主力取引先には自動車基幹部品の自動焼入装置
を納めているが、
熟練の技術を必要とするため、
AIによる自動ロボット化の要
請があり、
これにも対応している。
同社は製造工程を全て熟知し、
高電圧・大電
流、
水、
真空、
高周波等を同時に取扱うノウハウを有し、
差別化が図れている。

要素技術を統合化し、装置にまとめます

地元地域でのものづくり技術の継承や雇用創出に積極的
同社は地場の高卒・大卒の採用を定期的に行っており、
モノづくり技術の次
世代への承継に注力している。
また同社製品の機械加工、
板金加工を担う協
力会社に対しても創業来良好な関係のもと事業を行っており、
地域の雇用促
進に貢献している。
他にも、
同社は島根県松江市に研究室を構えており、
島根
県産業技術センター、
島根大学等の地場研究機関と連携しながら新技術の開
発を行っている。
さらに、
新しい装置製造販売に伴う新たな部品の調達先や加
工先のネットワークを広げる過程で地域産業の活性化も期待されている。
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就活イベント。次世代を担う若手募集中

日本サロネーゼ株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

兵庫県芦屋市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

女性が好きや得意を生かして働けるビジネ
スモデルを築き、
アジアで需要発掘推進中
イギリスの伝統文化『シュガークラフト』
を日本のお菓子作りに取り入れた技術を、短
期間で習得できる日本初の『アイシングクッキー』資格をはじめ、20種以上の講座を開
講、主に育児世代の女性の社会進出と、
サロネーゼという職業の普及に貢献している。
（サロネーゼとは、好きなことや得意なことを生かして、
自宅などで教える女性のことで
ある。）
インバウンドや海外展開などにより、和の文化を世界へ発信するための活動も積
極的に行っている。従業員は全員女性で、柔軟な勤務形態で採用している。
兵庫県芦屋市大原町4番2号
0797-26-6511／0797-22-5551
http://salone-ze.com
代表取締役社長 桔梗 有香子

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

2015年
500万円
18人

サービス

市場性の高いアジアを中心に海外事業の拡大を推進中
サロネーゼ普及の講座開設のため、2017年10月に台湾、2018年5月に
香港に、2019年2月にシンガポールに子会社を設立し、2019年前半には中
国・上海への子会社設立に向けて準備をしている。同社のレシピ本も日本
だけでなく、台湾・香港・中国本土で5種類が翻訳出版されている。
サロネー
ゼの海外在住講師は香港で70名、台湾では1年で200名増加し、海外在住
講師数は350名以上に上っている。材料や道具の9割を現地で採用し、海外
で講師となっても活動しやすいような仕組みを構築している。

台湾誠品書店で会社設立記念イベント開催

地域内の企業・和菓子職人と提携し幅広い講座を開発
同社の本部・事務局がある兵庫県芦屋市の和菓子屋、
杵屋豊光合資会社
を開発。
日
と提携し、伝統を守りながらも新規性の高い「練り切りアート®」
本だけでなく海外でも人気が高く、2018年12月には練り切り本「かわいい
ねりきり」
（日東書院）
が発売された。
また、
株式会社ソニークリエイティブプ
ロダクツとのライセンシー契約により、
ピーターラビットのアイシングクッ
キーや練り切りアート、
デコカップケーキの講座も期間限定で開講。株式会
社富澤商店との共同開発により、
「デコ食パン®」認定講座を開発している。

海外からの注目度も高い
「練り切りアート®」

講師の育成に向け経営ノウハウを伝授、成長の機会を提供
2018年秋より、
サロネーゼ育成講座を開講。経営ノウハウを所属講師に
わかりやすく伝授するために、
カリキュラムやテキストを作成した。
「10年後
もサロネーゼとして活躍できるように」社長自らが経営のノウハウを講師に
教え、
サロネーゼとしてのそれぞれの経営ビジョンの考え方や経営力を身
に着ける機会を作っている。
また、全国にいる9,500名以上の認定講師がと
もに活動し、成長できるコミュニティや交流会、勉強会、
チャリティーイベン
ト、
年に1度全国から講師が集まるカンファレンスを開催している。
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サロネーゼ育成講座で経営ノウハウを伝授

株式会社神戸工業試験場

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

兵庫県加古郡播磨町

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

フランスの国営研究機関と業務提携開始
地域産業や振動試験機メーカーと協力
素材が一定の基準を満たしているかどうかを、種々の観点から試験を実施して数値化
し、解析や評価を行っている。1947年の創業以来、試験片加工、材料試験、化学分析と
事業範囲を拡大し、現在は、総合的な受託試験・分析会社として、航空・宇宙、エネル
ギー、
自動車、
ライフサイエンス等日本の基幹産業を支援している。金属から複合材料ま
で幅広く対応できる、
日本国内初の独立系民間試験場である。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

兵庫県加古郡播磨町新島47-13
079-435-5010／079-435-5335
https://www.kmtl.co.jp/ja/
代表取締役社長 鶴井 昌徹

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1947年
5,000万円
392人

サービス

フランスの国営研究機関であるCetimと業務提携
2017年にフランス国営研究機関Cetimと業務提携した。同社の東アジ
アにおける立地的優位性を生かし、試験業界のビジネスハブとして機能す
ることを目指し、欧米企業との連携を一層強化している。
同社は、米ボーイングから試験の認証を受けており、仏エアバスと関係が
深いCetimと提携することで、航空機二大メーカー関連の受注増加を見込
んでいる。
また、近年の海外売上高は、韓国の自動車メーカーや重工業向け
等を中心に、
急伸している。

Cetim本社Senlisにて

材料試験のトップカンパニーとして地域や産学の研究にも参画
同社は、神戸航空機産業クラスター（KAN）
に特殊工程グループとして参
加している。兵庫県下の中小企業20社と協力し、神戸に存在する重工業各
社へ輸入航空部品の国産化をアピールする等、地域の航空機産業の発展
に貢献している。
また、神戸大学・アシックス・バンドー化学等の地場の大学や企業とSIP
（戦略的イノベーション創造プログラム）
に参画、世界初のラバー用3Dプリ
ンタのマシン研究開発チームのリーダーとして参加し、
高い評価を受けている。

航空・宇宙関連にも対応可能な疲労試験機

「なぜその振動で壊れたのか？」 損傷調査業務を拡大
同社は、
一級技能士をはじめとする国家資格取得者が多数在籍しているこ
とに加えて、試験所としての各種国際認定を保有している。
これらにより、
プ
ライムメーカー認証試験は同社にしか提供できないサービスとなり、
特命発
注を多数受託している。
また、
2018年10月より振動試験機メーカーのエミック株式会社との協業
を開始し、
振動試験後に破面解析等、
同社が得意とする損傷調査を行い、
な
ぜその振動で壊れたのかという顧客ニーズに答えることも可能となった。
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一級技能士をはじめとする国家資格取得者

竹森鐵工株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

兵庫県朝来市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

59年の技術ノウハウがある鉄筋加工会社
革新性のある
「鉄筋結束具」
を開発
昭和30年に創業し、昭和35年から、
コンクリートの補強財として使用される、鉄筋の
加工を行っている。同社が加工した鉄筋は、
身近なところでは、橋の基礎や崩落防止用
品に用いられるほか、道路の側溝やその上の蓋にまで使用されている。鉄筋の大半は人
目に触れることはないが、社会にとって必要不可欠な製品である。特に、下水用マンホー
ルの鉄筋については全国シェアの50%を有する。平成23年5月からは鉄筋加工技術を
応用し、有害鳥獣用捕獲檻の製造・販売を開始している。
兵庫県朝来市和田山町土田285
079-672-2896／079-672-1240
http://t-takemori.jp/
代表取締役 竹森 寛

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1955年
1,000万円
43人

ものづくり

「鉄筋結束具」
は国内販売をステップに、海外市場へ進出
鉄筋は潮風によって腐食、塩害を受ける。エポキシ樹脂加工された鉄筋
は塩害を防ぐが、組立結束に時間と技術を要する。
同社が開発した
「鉄筋結
束具」
は、特殊樹脂加工の金属線をクリップ状に加工したもので、簡単に結
束ができ組立を容易にする点が革新的であり、
まず国内の土木・建築業界
へ販路を拡大する。次に、国際インフラ工事に携わる大手ゼネコンに対して
販売展開し、
今後、東南アジアへの進出を構想している。
同社が開発した革新的「鉄筋結束具」

企業間協力関係を確立し、地域の雇用確保にも貢献
創業の地、兵庫県朝来市の和田山工場で
「鉄筋結束具」
を製造している。
次に、
それを西脇市の同社兵庫工場及び神戸西区にある丸栄コンクリート
工業株式会社の神戸工場に運び、強度確認を行う。地域企業同士で協力し
て、確認を実施している。外注先とも協力関係を確立している。
「 鉄筋結束
具」のエポキシ樹脂用クリップは三井物産鋼材販売株式会社やトワロン株
式会社に協力を仰ぎ、開発したものである。
地域企業同士で協力して、強度確認を実施

組立方法はシンプルかつ容易で、誰でも組み立て可能
同社では、
「鉄筋結束具」
だけではなく、
それと共に使用する作業用工具も開
発している。
それを使うことで、
高度な技術を持たなくても、
誰でも、
エポキシ樹
脂加工の鉄筋を容易に組み立てることが可能となる。
日本海側、
特に北陸以北
では道路橋が塩害に遭っており、
塩害に強いエポキシ樹脂加工鉄筋に対する需
要増が見込まれる。
人手不足のコンクリート補強材業界において、
時間短縮及
び技術者不足の解消につながる結束具の使用価値は高く、
競争力が認められ
る。
社員は地元からその都度採用しており、
地域の雇用確保にも貢献している。
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「鉄筋結束具」
と共に使用する作業用工具

別所電線株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

兵庫県尼崎市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

高品質で多用途の総合特殊電線メーカー
電線の製造を目的として設立。業界では中規模の位置づけながら、長年の業歴を有し
建機等の産業機械用ワイヤーハーネスの製造販売を主体に多くの大手企業を顧客とし
て抱え、安定した営業基盤を構築している。品質管理には定評があり、過度な価格競争
に巻き込まれることなく、継続的に収益確保できている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

兵庫県尼崎市潮江2-11-5
06-4960-9170／06-4960-9173
http://www.bessho-densen.com/
代表取締役 別處 耕治

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1930年
1,000万円
24人

ものづくり

技術の承継に裏打ちされた徹底した品質管理
香川県丸亀市周辺で提携工場を3拠点運営、主に建機等の産業機械用ワ
イヤーハーネスの製造を行っており、高い技術を持ったベテラン工員のも
と徹底的な品質管理が行われている。
また、従業員の長期雇用を通じて熟
練した技術を持つ職人を多く抱えており、技術の承継にも力を入れている。
当社のワイヤーハーネスの品質管理はこの技術の承継に裏打ちされてお
り、
その品質の高さにより顧客からの信頼を得ている。
ワイヤ―ハーネス

技術力を生かし幅広い分野へ展開
同社の製品は建機、
自動車のワイヤ―ハーネス、送電用の一般電線のほ
か、
特殊な用途に用いられる特殊電線も製造している。
特殊電線はさまざま
な精密機械に用いられ、
用途に合わせ耐熱性、伸縮性の特性が付加された
電線であり、
そのニーズはさまざまである。
同社は顧客の多種多様なニーズ
に対して、総合特殊電線メーカーとして幅広く対応できることが特徴であ
る。
特殊電線、
オーダー電線

タイに進出し海外展開を加速
建設機械業界の好況によるワイヤーハーネスの需要増等から、近年、同
社の国内生産による供給だけでは国内およびアジアを中心とする海外需
要への対応が追い付かない状況。生産能力の拡大及び製造・輸送コストの
低減による利益率の向上を目的としてタイへの初の海外進出を決定。
当面
は日本の顧客向けの販売が主になるが、
タイにおける現地での取引拡大も
計画している。
タイでの生産開始（2019年春以降）
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日乃本食産株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

兵庫県三田市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ハラール認証を取得しムスリム市場に進出
未利用食材の活用による新製品の開発
1985年設立の食品の加工・販売業者で、栗、松茸、黒豆等丹波の特産一時農産物の
販売、一時農産物を加工した安全・安心・高品質な商品開発・販売を行い、料亭、百貨店
向けに販路を築いている。国内市場に加えて、
ハラール認証の取得によりムスリム市場
向けの販売拡大に取組んでいる。更に、地元関連機関等との連携により未利用食材を活
用した新商品開発を推進している。

兵庫県三田市志手原882番地
079-564-2222／079-564-3355
http://matutake.com/
代表取締役 見野 裕重

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1985年
6,600万円
13人

ものづくり

ハラール認証を取得しムスリム市場向け商品を製造・販売
調味料を始めとする全食材及び生産工場をハラール化し、
マレーシア政
府の認証機関( JAKIM)やUAEのハラール認証機関(ESAMA)の基準に
則ったNPO法人日本ハラール協会のハラールキッチン認証を取得。
ムスリ
ム市場向けのハラール惣菜をはじめとしたハラール対応食品を製造し高
付加価値化を実現。国際線機内食にハラール食品を展開。
マレーシアでの
商談会に参加し、
海外の販路拡大に取組んでいる。
ハラール対応の食品

地元関係機関との連携による事業強化
丹波産の栗、松茸、黒豆等を用いた商品開発やハラール対応による商品
の国内外展開の取組が注目され、地元関係機関との連携を拡大。2010年、
農工商連携促進法に基づく農商工等連携事業計画として国の認定を受け、
「丹波産・三田産栗の未利用分を活用する新しい地域ブランド商品の開発・
製造・販売」事業として、JA丹波ささやま、湖梅園等の農林漁業者との連携
により新たな加工食品事業を展開している。
地元関係機関との連携による加工食品事業

未利用食材の活用による新たな付加価値の提供
地元農林漁業者との連携、三田市観光協会、兵庫県中小企業団体中央
会、神戸商工会議所、三田市商工会、
ひょうご産業活性化センター、中小基
盤整備機構近畿本部、新産業創造研究機構等のサポートを得て、
これまで
未使用であった小粒の栗や渋皮を活用したスイーツの新商品開発や栗パ
ウダー等の新加工食事業を開始。
これにより、未利用であった栗20.8トン
の廃棄の解消による経営改善を図り、5年で5,000万円を上回る売上増と
収益率の向上、
地元雇用の改善に寄与している。

未利用の原料を使用した栗きんとん
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株式会社ヴァイオス

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

和歌山県和歌山市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

技術の海外展開により環境課題の解決
廃棄物処理ノウハウ活用による技術開発
昭和53年創業。和歌山県北部を中心に一般家庭から大型スーパー等の浄化槽の維
持管理等を行う。
また紀の川市に有機性汚泥リサイクルセンターを建設し、
汚泥リサイク
ルの循環システムを構築。水処理のエキスパートとして躍進している。
また近年において
はメタン発酵システムの構築に着手。経営理念は、
「資源循環のループを構築し、地域と
共に歩む水再生企業となる」。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

和歌山県和歌山市西庄295番地の9
073-452-9356／073-451-3056
http://voice.jp/company/
代表取締役社長 吉村 英樹

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1978年
3,000万円
52人

ものづくり

メタン発電と高度排水処理を海外に展開
東南アジアで処理が課題となっている豚の糞尿を活用して、
メタンガス発電
を行うとともに、
CO2排出量を削減。
また、
発電機の廃熱を利用して加温・殺
菌処理を施し、
処理水を豚舎の洗浄に使えるようにするゼロエミッションを実
現する取組を行っている。
2016年タイ、
2017年パラオでJICAの中小企業海外
展開調査事業に採択されるなど、
マレーシア、
タイ、
ベトナム、
パラオ等で需要
を見込んでおり、
まずは、
マレーシア・ペナン州で実証を開始を見込んでいる。
マレーシアで予定のバイオガスプラント

先進的に研究開発を行い、様々なノウハウにより付加価値の高い製品を開発
代表者の吉村英樹氏は現在和歌山市清掃連合会の会長として地域を束ね
る役割を果たす一方、
一社）
和歌山県清掃連合会の常任理事として、
一般廃棄
物業界を取りまとめる地域団体に参加し、
地域の適切な廃棄物処理、
リサイク
ルの推進に貢献している。
一方で、
㈱ヴァイオスのリサイクル業務の受入れ廃
棄物の処理の中で出てくる副産物品として、
有機肥料
「ばいおこんぽ
（和歌山
県リサイクル製品認定取得）
」
の施肥試験の実証として始めた有機農業を発展
させ、
紀の川市桃山町を中心に、
農業生産法人㈱ヨシムラファームを起業、
現

ヨシムラファームのホワイトにんにく

在4町歩の農地で桃・ニンニク・ハウストマトなどを生産・出荷し、
特にニンニク
では年30万個出荷し、
県下の一事業所としては最大の出荷量を誇っている。

ごみ処理とリサイクルの同時実現システムを開発
ヴァイオスの開発した小型メタンガス発電システムは、
リチウム
（蓄）電池
を備え、通常はエネルギーマネジメントシステムが、
プラントの自給電力を
賄いつつ、停電時にはBCPとして施設全体へ非常電源として供給する機構
を有している。
このシステムが災害時に災害現場で活躍が見込まれるとし
て、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会よりジャパン・レジリエ
ンス・アワード2016優良賞を受賞している。
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コンテナ式小型プラント

中紀バス株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

和歌山県日高郡由良町

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

地元観光資源を活用したツアールートや体
験型ツアーの開発、産学官金連携の実現
1933年創業。路線・貸切バス事業を主体として、地元公共交通機関としての役割を果
たすとともに、観光面でも地域に貢献。観光バスは、関西の玄関口、関西空港の近くりん
くうタウンに営業所を有し、着地型観光に力を入れている。安全を最優先し、近畿では最
長の22年以上無事故により平成26年に近畿運輸局から表彰された。
さらに、総合旅行
業者として旅行業や観光開発業等にも事業領域を拡大。関西空港や成田国際空港近く
に拠点を設けインバウンド需要の取込みにも注力している。
和歌山県日高郡由良町里480-3
● 設立
0738-32-3234／0738-24-1700
● 資本金
http://www.chukibus-group.co.jp/ ● 従業員数
代表取締役社長 高垣 太郎

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1933年
1,200万円
43人

サービス

「ゴールデンルート＋和歌山の観光資源」
ツアールートの提供
和歌山県内のインバウンドを主体とした、新しい観光総合事業を展開し
ている。海外のエージェントと連携したツアーの企画・開発に取組み、特に
インバウンドに好評である
「ゴールデンルート」
に地元和歌山の観光資源を
組込んだツアールートを提供し、中国・台湾・韓国観光客から好評を博して
いる。2018年には、
「イン&アウト」の拠点として、関西空港の近くに旅行営
業所を新たに開設。
さらに、東京には成田国際空港の近くに新拠点を設け、
2020年開催のオリンピックに向けて体制を整備している。

関西空港近くに新設した大阪営業本部

地域の観光資源を活用した体験型ツアーの企画開発
地元湯浅町は醤油発祥の地として
「醤油醸造文化」に関するストーリー
が日本遺産に認定されている。同社は、
「湯浅町」
をアピールするため、
自治
体や商店と連携し、町全体を
「湯浅まちごと醤油博物館」
に見立て、古い町
並みの散策に加えて醤油の手作り体験や醤油を使った料理を味わう体験
型ツアーを企画開発。
さらに、物産センターの運営も手掛け、観光開発を通
じた地域活性化に貢献している。
その点が高く評価され、地域経済牽引事
業の中核企業として、経済産業省の
「地域未来牽引企業」
に選定された。

湯浅町の観光拠点特産物流通物販センター

産学官金連携による
「医療・健康ツーリズム」推進体制の実現
県内大学と共同で「お医者さんと行く～観光医療ツアー～」
を企画した
経験を活かして、近年高まりを見せているインバウンド富裕層の「観光医
療」
ニーズに対応するため、
「医療・健康ツーリズム」
を計画。同社が主体と
なり、湯浅町・地元医療法人・大学・金融機関による
「産学官金」連携体制を
実現した。湯浅町が推進する
「美味しい日本遺産」
を主軸に、和食の重要な
調味料である醤油や和歌山県産新鮮食材のヘルシーさと医療インバウンド
とを組合せた独自性の高いサービスの枠組み構築に取組んでいる。
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病院と連携した医療ツーリズムの開発

有限会社米村木工

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

鳥取県鳥取市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

高い技術力による高付加価値製品の展開
企業との連携、雇用創出により地域貢献
1930年に小物木製品の挽き物業（木製品を回転させ、刃物を当てて加工する技術）
と
して創業し1988年10月に法人化した。1983年に大手スポーツ品メーカーとグラウンド
ゴルフクラブを共同開発し、
同製品の製造取引を開始した。
それ以降、
グラウンドゴルフ市場の約6割を占有している前述の大手スポーツ品メー
カーのOEM生産を受け持ち、順調に売上を伸ばしてきた。近年では長年培ってきた木
製品加工の技術を活用し、
けん玉や福祉器具の生産も手掛けている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

鳥取県鳥取市青谷町吉川102
0857-85-0805／0857-85-0809
http://yonemoc.com/
代表取締役 米村 安弘

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1988年
300万円
30人

ものづくり

競技用けん玉への方向転換による海外販路の開拓
工芸品的な木工製品として観賞用のけん玉を開発し、
けん玉の製造・販
売事業へ参入。高い技術力が認められ世界的なけん玉普及ネットワークを
持つ
「一般社団法人グローバルけん玉ネットワーク」
との共同開発で新ブラ
ンド
「レガシス」
を完成させた。
これを機に競技用けん玉へ方向転換した。
「けん玉ワールドカップ2017」
で同社製品を使ったユーザーから反響が
相次ぎ、
アメリカで高いシェアを誇るハイクオリティけん玉ブランドである
「グレイン・セオリー」
から製造依頼を受託し、今後も月平均200本の受注を

競技用けん玉レガシス

見込んでいる。

地域企業との連携と地域雇用の創出
地元鳥取県で新スポーツとして1982年に開発されたグラウンドゴルフに
ついては、
当初から木材加工技術を活かしスポーツ用品メーカーと共同で
クラブの開発、
製造を行っている。
長年培ってきた木材加工技術は他業種の
企業からも高い評価を得ており、様々な分野から相談を受け地域企業と連
携して商品開発している。更に、現在地元出身者を中心に30名の雇用を創
出しており、
地域雇用の受け皿として地域経済活性化の一端を担っている。

高付加価値製品による他社製品との差別化

社員の集合写真

グラウンドゴルフクラブの製造においては、
木材加工技術を駆使し他社製
品とは異なる形状を採用することが可能である。更に、塗装技術も優れてお
り、
バラエティーに富んだデザインの商品を製作し付加価値の高い製品提供
が可能となっている。製材から完成に至るまでの一貫生産が可能であるた
め、
顧客の要望にも柔軟に対応して他社との差別化を図っている。
競技用けん玉においては、
高難度の技の成功率を高めるためにミリ単位で
各部位の調整を行っており、
一般的な競技用商品との差別化を図っている。
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グラウンドゴルフクラブ

大昌株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

島根県松江市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

梱包設計のノウハウ、
ユニークな商品開発
で、
顧客の細かな要望に応える
ダンボールケースを主とした各種包装製品や樹脂製品、包装資材の製造・販売、
およ
び包装技術を提供している。顧客の細かな要望にも迅速に応える3DCADの設計技術
で小ロット、多品種、短納期に対応可能な体制を構築している。
さらに、重量物や振動に
耐えうる梱包設計のノウハウ、社員のアイデアを積極的に採用したユニークな製品開
発が同社の特長である。
同社の技術をいかした製品開発で、
地域企業の活性化やインバ
ウンド誘客への貢献に繋げている。
島根県松江市玉湯町布志名767-51
0852-22-2665／0852-27-1528
http://daisho-d.co.jp/
代表取締役社長 下手 将人

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1957年
4,300万円
42人

ものづくり

梱包設計ノウハウを生かし、企業の海外ビジネスに貢献
同社は、3DCADを用いた設計に強みを持ち、顧客の細かな要望にも迅
速に応える技術を保有する。
また、重量物に耐える梱包設計、不慮の落下や
運送時の振動に耐える梱包設計のノウハウも保有する。地域で生産された
日本酒や食料品などの輸出時には、重量物や振動に耐える同社の梱包材や
輸出用パレット等が採用され地域企業の輸出に貢献している。
また、
自転車
等の高価商品の航空機輸送用梱包製品の開発・展開にも取り組み、東南ア
ジアを中心としたサイクリストの国内への誘致に繋げようとしている。

段ボール製オリジナルパレット

社員の自由でユニークな発想を商品化し地域活性化に貢献
同社は、顧客の要望に対して、設計・提案から製作まで一貫したものづく
りを進め、社員の自由な発想により、
「包む」
という固定概念を捨てたユニー
クな製品を展開し、地域活性化にも寄与している。地元プロバスケットチー
ム向けに開発したテーブル・イスセットは、段ボール材を工夫し高強度で安
全であるとともに、チームロゴ入りのデザインで来場者に好評である。ま
た、地域の醤油メーカー向けに開発した醤油持ち帰り用クリアケースは、見
た目の美しさと商品包装の作業性向上に繋がったと喜ばれている。

チームデザイン入りテーブル・イスセット

異業種との連携で新たな梱包・輸送サービスを実現
同社は、合同会社S-WORKS、
日本航空株式会社、
せとうちDMOが共同
を合同会社
開発した自転車輸送用受託手荷物専用ボックス
「SBCONTM」
S-WORKSとともに製品化した。複雑な構造の検討、
ミリ単位での調整、数
十体ものモデルの試作・実証を行って製品化し、
日本航空株式会社で採用
されている。高級ロードバイクを簡単に梱包し、かつ、安全に飛行機で輸送
は、
たいへん画期的でありサイクリストの
できるという同社の「SBCONTM」
注目を浴びており、新たな梱包・輸送サービスに繋がっている。
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自転車輸送用ボックス
「SBCONTM」

アケボノ株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

島根県益田市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

需要を見据えた海外展開と加工技術を磨い
て新たな販路を開拓
1978年にアケボノ彫刻を創業した。1988年からはプラスチック金型部門を立ち上
げ、
プラスチック・ゴム・MIM（金属粉末射出成形）等の金型設計・製造を行っている。
自
動車の電装部品や弱電・強電スイッチをはじめ、家電・IT、住設・日用雑貨、医療機器等
幅広い分野において、高精度・高能率な金型を設計から試作成型まで、一貫して生産を
行っている。2005年にはISO9001を認証取得し、2011年には、
タイ工場を設立、現地
での金型加工業務を開始した。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

島根県益田市左ヶ山町ロ167番地1
0856-23-1682／0856-22-2982
http://www.e-akebono.jp/
代表取締役社長 吉部 大史朗

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1978年
3,150万円
40人

ものづくり

自動車業界の海外進出に伴う現地需要を見据えた海外展開
リーマンショックにおける景気停滞や、
主要取引先の
「チャイナプラスワン
（中国の他に一つアジアに拠点を持つ動き）」に伴い、金型の製造において
現地調達の需要が増加していた。一方、国内では安定した受注が難しくな
り、業務量の減少を余儀なくされていた。
これを受けて、2011年に、東南ア
ジアでの生産拠点となるタイに進出を果たした。現地工場を建設し、現地
メーカーを中心に金型の設計や製作、
メンテナンスを展開している。
自動車
業界の海外進出に伴い、
タイでの金型の需要は活発な状況にある。

アケボノ株式会社の金型

地域内での協力関係の確立による経済活性化への多大な貢献
島根県内の同業14社と、
しまね金型研究会を結成し、支援機関と連携し
ながら、先進地視察、研修会等に積極的に取組んでいる。
また、金型研究会
に所属しているプラスチック加工業者から、新製品のためのプラスチック射
出成形機の特殊な金型の相談を受け、連携して金型製作を受注するなど、
地域内での企業間の協力関係の確立に尽力している。更に、若手人材の雇
用においても、地域の様々な場で採用活動を行っており、多大に貢献してい
る。
このように地域の経済の活性化に尽くした業績は大きい。

地域に貢献するアケボノ株式会社の社屋

新たな工作機械導入により高精度加工が実現、医療分野へ進出
今までも医療用金型の製作を手がけるなどの実績はあったものの、
自動
車用金型に比べ数段の高品質化、多数個取り、ハイサイクル等が求められ
ていた。
そこで、高剛性の工作機械等を新たに導入したことにより、多数個
取りや、寸法のばらつきの減少が図られ、高精度加工が実現できた。
これに
より付加価値が向上し、医療用金型製造等に向けた量産が可能となった。
そして医療用金型の試作開発を受注することに成功した。今後は、医療用
金型製造に向けて、医療用金型等の新規の販路開拓に取組んでいく。
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新たに導入した高剛性工作機械

有限会社漂流岡山

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岡山県岡山市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

山間部で農業を営む若手生産者たちが、
安
定的に儲かる仕組み作りに貢献する企業
同社は、2001年よりインターネット販売による
『岡山果物カタログ』
を開始。県内産の
特色ある白桃をはじめとした果物の販売を通じて若手農業者との関係を築いたのち、
安心・安全な地元産の野菜を求める量販店や小売店のニーズにも対応すべく、地場野菜
の取扱も行なっている。
同社は、地域の中間流通商社として、大規模量販店への流通や小規模な直売所との
間で、生産者が安定的に儲かる仕組みづくりに貢献している。

需要獲得

● 所在地
岡山県岡山市北区大元駅前9-25
● 設立
● 電話／FAX 086-226-0503／086-238-2544
● 資本金
● URL
h t t p s : / / w w w . hyo u r y u u . c o . j p / ● 従業員数
company/
● 代表者
代表取締役 阿部 憲三

2001年
1,300万円
30人

サービス

岡山県内の特徴ある果物・野菜の販売
同社は、県内の各地域で作られる特徴的で良質な果物を、消費者のニー
ズを考慮した上で、
インターネットを通じて高付加価値品として販売してい
る。
また、安心・安全な地場の野菜を求める地域量販店に対しても、卸売を
行っている。同社の取り組みは、農業が基幹産業となっている中山間部地
域の経済活性化にも大きく貢献した。若い世代を中心とした生産者の収益
力は大幅に向上し、補助金や助成金等を活用しなくても営農を続けられる
ようなっており、
耕作放棄地も減少している。

岡山の代表的な白桃『清水白桃』

ストーリー性のある企画や提案を活かした販売
同社の強みのひとつである販売先への企画力・提案力を活かし、量販店
の店内で自らタペストリーやPOP、動画等を配置し、競合店にはない地場
野菜販売コーナーづくりを行っており、販売先の量販店にとっては欠かせ
ない存在となっている。
ネット通販による果物販売では、
ネット販売のデメ
リットを克服すべく、
生産者の写真・動画等を掲載するようにしている。
更に、
『桃食べ尽くし』
といった興味を引きつける企画も継続的に実施しており、
リ
ピーターの獲得につなげている。

県内の量販店内で掲示中のタペストリー

需要予測等のシステム化による在庫ロスの削減
同社では、需要予測（販売先店舗の必要数予測）、生産者カルテ、単価付
け、生産スケジュール等をシステム化し、計画を基に高精度化することによ
り、経験や勘を見える化して在庫ロスを減らしている。
さらには、地域の歴
史や食文化を網羅したうえで、小回りが効く地域のプロデューサーとして、
農家に生産を依頼して果物や野菜の仕入れを行っている。
これにより、
中山
間地域においても再現性、
および利益率の高いビジネスモデルとなってい
る。

需要予測のシステム化で在庫ロスを削減
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協和ファインテック株式会社
岡山県岡山市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

専門性の高い優れた技術で海外事業の推進、
新規の業界、
マーケットへ販路拡大
精密ギヤポンプ、化学合成繊維製造設備、
チューブ・フィルム製造設備、溶剤吸着処理
装置、海水淡水化装置、人工透析装置等を開発、製造、
メンテナンスまで一貫して行う。
特に精密ギヤポンプは、吐出精度99%を誇り、高精度、高品質の機器として高く評価さ
れ、合成繊維製造設備の分野では国内トップクラスの実績を持つ。海外販路開拓にも積
極的に取り組み、溶剤吸着処理装置、人工透析装置など、環境・医療といった先端分野
でも実績を上げている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

岡山県岡山市東区金岡西町948‐9
086-948-2134
http://www.kyowa-ft.co.jp
代表取締役 橋本 宗幸

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1955年
3,700万円
198人

ものづくり

JETROや大手メーカーと連携し海外輸出を積極的に推進
繊維プラント用ギヤポンプは直接・間接的に中国、東南アジアへ輸出、環
境関連用溶剤回収装置は中国へ間接輸出、医療関連については北中南米
等へ間接輸出を行っている。
また、
インドネシアには製造関連企業に一部出
資、中国には独資の貿易会社を設立している。JETROを通じ、Metalex,
Manufacturing Indonesiaといった主要な海外展示会へも積極的に出展
を果たしている。OEM先の製品であっても納入国へ積極的に足を運び、現
地のニーズを把握、設計にフィードバックを行っている。

JETROと連携し海外展示会を開催

地元の次世代の人材育成、医療機器産業の発展に寄与
地元岡山の高等学校で教育水準の向上を目指し、私募債を発行してIT
機器を提供、次世代人材の育成に貢献している。
また同社会長は、全国の
先進医療メーカーから部品加工の受注獲得を図りながら、
岡山県内での医
療機器クラスターの形成を目指している。岡山県を次世代医療機器産業の
拠点とすることを目標にしたグループ「メディカルネット岡山」の会長に就
任し、
地元産業の長期的かつ持続的な発展に寄与している。
地元高校に寄付を贈呈

技術力を活かし、
異なる業界への応用と新しい価値創造へ
同社のギヤポンプは0.2-32,000mL/minと幅広い流量に対応でき、吐
出精度99%と非常に高精度で、世界最速を要求されるポリエステルフィラ
メントの製造で、最速3,000-5,000m/minの糸製造にも使用されている。
この優れた技術・ノウハウを、他業界の粘性の高い材料（塗料、接着剤等）
の塗布工程に応用することで、従来より正確な吐出が可能となり、塗布工
程の歩留まりを改善するという新しい価値も提供している。
定量性、安定性の高い塗布装置を開発
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オカネツ工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岡山県岡山市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

一貫生産体制と自社ブランドの確立
地元農家と連携したアイスのお店を出店
1948年創業の農業機械分野を中心に建設機械、産業機械等の動力伝達装置を主に
生産するモノづくり企業。
具体的には農業･産業用機械のトランスミッション、
フロントア
クスル等のアッセンブリー製品を大手農業機械メーカー他へ供給している。
また、最終
ユーザーである農家のお悩み解決の一環としてアイスクリームブレンダーを開発し、
自
社で岡山県産食材を使用したアイスクリーム店を出店。

岡山県岡山市東区九蟠1119-1
086-948-3981／086-948-3986
http://www.okanetsu.co.jp
代表取締役 和田 俊博

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1964年
7,000万円
230人

ものづくり

設計、開発、製造から配送までを一貫して請負える体制構築
農機具関連の部品であれば設計、開発、製造、配送まですべて対応可能。
設計、加工、熱処理、研磨、塗装、組立、製品出荷に至る各工程が相互にリン
ク、短期間で効率的に生産可能なラインを構築。多品種少量生産、超短納
期、
低コストにも対応可能。
日本国内だけでなく農作物の一大生産地である中国にも現法を有し国
内同スペックの工場設備あり。国内外での一貫体制を敷くことにより高品
質かつ低コストな農業機械の世界的なニーズにも対応。結果として国内主
要な全農機具メーカーに製品を納入。

単一拠点での一貫生産体制

自社ブランドの確立
従前は大手農業機械メーカーのOEM製品の製造が主体。
同製品製造で
培った設計、製造ノウハウをもとに2012年より自社ブランド製品の販売に
着手。5年後には本社売上高の15%を占めるべく、製品群の開発、販売店の
拡大、
強化を計画中。
また働き方改革や国内外での同業他社との競争差別化を図るため、
もの
づくり補助金等を利用しながら積極的に最新鋭設備の導入を実施。生産性
の向上を図っている。

地元農家と協力した
「アイスクリームブレンダー」販売

自社ブランドの電動ミニ耕運機「くるぽ」

最終ユーザーである地元農家の抱える課題を解決するため、余剰農作物
や廃棄農作物の活用を目的に、地元農家と協力し
「アイスクリームブレン
ダー」
を開発。同製品の販売と地元食材にこだわった
「畑でとれるアイスの
お店

AOBA」
を地元出身のベンチャー企業家と協業で出店。

岡山県を皮切りに、
ご当地の食材を利用した
「畑でとれるアイスのお店」
の全国展開を視野に入れている。
アイスクリームブレンダー
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晃立工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岡山県津山市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

高度成長期の経験をもとに海外展開
地元の産業振興や経済活性化に貢献
粉砕機の製造メーカー。
日本の高度成長期にインフラ整備用のコンクリート需要急
増に伴う天然砂乱獲によって自然破壊が進行することを危惧した創業者が、砕石場のく
ず石を人工砂にする粉砕機を開発し、以降順調に導入を伸ばして国内トップシェアを誇
る。
この固い原料を砂状にできる特性を生かし、昨今では都市鉱山リサイクル用や国内
初のハードディスク対応シュレッダーなどを開発。
また製砂用粉砕機は海外へ展開して
いる。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

岡山県津山市草加部1147
086-829-7057／086-829-7055
http://www.koritsu.com/
代表取締役社長 福廣 匡倫

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1956年
3,000万円
16人

ものづくり

高度成長期の経験をもとに、
インドでのビジネス展開目指す
同社の粉砕機は、
粒度バランスや砂粒の形も良く、
高品質の砂を得ること
ができる。
経済成長目覚しいインドで、
コンクリートの脆弱性と、
材料不足に
着目し、
同社の製品普及を目指す。
インドでは、
高度成長期の日本と同様に、
コ
ンクリート材料として天然川砂の需要が高く価格も高い。
そのため違法の川
砂採取が横行し、
水質悪化や河川枯渇など環境問題を引き起こしている。
同
社は日本の高度成長期から現在に至るまでの業界の経験から、
インドでも人
工砂の需要が高まると判断。
JICA事業を活用し、
現地でのビジネスを目指す。

製砂製品事例

市や県と連携し産業振興や地域経済活性化に貢献
同社は、
岡山県津山地区の地域の地場産業を目的とした
「つやま新産業創出
機構」
に加盟し、
地域の産業振興に取組むほか、
「岡山・わが社の技県知事賞」
受賞や、
「岡山県新商品による新事業分野開拓事業者」
に認定される等、
地域
の経済振興に努めている。
加えて
「おかやま子育て応援宣言企業」
に登録し、
人
手不足対策として、
出産や育児の両立を応援する環境づくりに取組んでいる。
また、
岡山県はインド・マハラシュトラ州プネ市との友好交流協定を締結してお
り、
同社のビジネス展開により県内の企業に対しても好影響が期待できる。

岡山県新事業分野新製品

定期的な消耗部品受注による持続的で安定した収益
粉砕機の使用に伴って定期的に内部の消耗部品交換が必要になり、
一度
機械装置を販売した後は、
この定期的な消耗部品の受注によって持続的に収
益をあげることができる。
なお、
この消耗部品については、
耐摩耗性を高める
ためにセラミックス製のハンマーなどの独自部品を開発するなど、
ユーザー
側の付加価値を追求して顧客満足度を高めることにより、
機械設備の増設要
求などにもつながっている。
海外ユーザーに対しても、
SNSツールなどを活用
し、
スピードよく機械の摩耗状況を判断、
部品交換を提案するなどしている。
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セラミックス製ハンマー等消耗部品

株式会社レニアス

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

広島県三原市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

耐衝撃性・超低歪ポリカーボネート窓材
海外からの発注増加で欧米にも積極展開
同社はポリカーボネート
（PC）樹脂加工一貫生産システムを擁し、建設機械のルーフ
やゴルフカートのフロントウィンドウなどで国内シェアNo1を誇る。軽くて透明で強度の
あるPC樹脂製品は鉄道、EV、工作機械などへ参入分野を広げ、警備盾等のセキュリ
ティ商品は、警備保障会社等とのタイアップにより開発した。
広島県三原市の本社工場、栃木県小山市の小山工場、米国イリノイ州の現地法人の3
拠点をベースに、
さらに欧州市場の開拓を推進している。
広島県三原市沼田西町小原200-76
0848-86-1137／0848-86-6377
http://www.renias.co.jp
代表取締役 前田 導

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1976年
7,000万円
121人

ものづくり

従来の概念を覆す製品力で海外からの発注増加、欧米比率拡大
同社は数年前より海外市場への拡販を強化し、欧米を中心としたマー
ケット調査を経て海外営業部門を設立、同時に外国人採用を進め、営業・
サービス体制を強化した。圧倒的な製品力が評価され、世界最大手の米国
農機・林業機械メーカーとの契約を手始めに他社を含めて拡販に成功。
2017年にはイリノイ州に米国法人を設立、欧州についても米国の後を追う
形で採用が決まった。
これにより同社事業の20%以上を海外輸出が占める
までに成長、
さらなる営業・サービス体制の強化を進めている。

観光バス用樹脂製リアウィンドウ

周辺企業からの調達や公設試験機関の活用など地域との関わり
地域に事業所を置く建設機械やキャビンメーカー、
自動車メーカー等の顧
客とともにポリカーボネート
（PC）
の市場形成を模索する過程で、
PC成形体
に周辺部品やフレームを装着したアセンブリー製品の展開や、
車両用アルミ
サッシ等の製造販売も合わせて行うこととなった。
これらの製品に取り付けら
れる部品の入手は、
周辺企業からの資材調達なくして成り立たず、
業容の拡
大と共に地域経済の活性化に繋がっている。
また、
性能試験や耐久試験等の
地域公設試験機関のサポートは、
当社技術の裾野の拡大にも役立っている。

複雑な曲げ技術を要するアルミサッシ製品

他分野のニーズに合わせた製品化による商機拡大
既存製品である建設機械用の窓やルーフへのポリカーボネート
（PC）適
用のみならず、
自動車、鉄道車両、
ゴルフカート等、他分野のニーズに合致し
た性能や機能、信頼性を追求することで、一つの生産工程で複数の分野に
提供できるPC成形体とその付加機能の開発が進んだ。
その結果、PC窓材
の基本性能（耐摩耗性、耐候性、耐熱性）
に加え、調光、断熱性向上のための
複層化や貼合技術、
超親水や超撥水化、透明発熱によるデフォッガー等、従
来ガラスで検討されてきた付加機能がPCでも実現、商機拡大に繋がった。
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特殊車両用フロントウィンドウの生産

盛川酒造株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

広島県呉市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

「日本文化を世界に伝える酒づくり」
を大
事にし、海外から評価を獲得
明治20年創業の同社は、
自然豊かな環境で広島杜氏伝統の技『軟水醸造法』
を受け
継ぐ日本酒を作り続け、国内外から高評価を得ている。7代目当主・盛川知則氏は、
日本
文化を世界に伝えたい想いから積極的に海外展開しており、各種スイーツや味噌を使っ
た新商品も県内の企業と共同開発し、付加価値の向上に努めている。
また、地域の環境保全に貢献するとともに、平成30年7月の西日本豪雨では、同社も
被害を受けながらも水を小学校等に供給する等、
地域に根ざした企業活動を行っている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

広島県呉市安浦町原畑44
0823-84-2022／0823-84-7006
http://morikawa-shuzo.com/
代表取締役 盛川 知則

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1887年
1,500万円
11人

ものづくり

日本酒ブームに先駆けて輸出に取り組み、海外で高評価を獲得
社長の
「日本文化を世界に伝える仕事がしたい」
という想いから、同社は
2008年に台湾への輸出を開始し、現在では、台湾や香港等、主に6つの国
や地域にむけて輸出しており、
同社売上の約10%を占めている。
同社の日本酒は、世界最大規模のワイン品評会『IWC』2014年純米酒部
門では
『金賞』、
同2017年純米大吟醸部門では
『銀賞』、
同2018年純米酒部
門では
『銀賞』
を受賞するなど評価を博し、
『ミシュランガイド発行記念パー
ティー』
ギフト商品にも採択された。
日EU・EPA協定の発効も想定し、県内
の酒蔵と共にフランスに向けた販路開拓にも取組んでいる。

『IWC』金賞【白鴻 四段仕込純米 赤ラベル】

超軟水を活かした日本酒の製造と地域連携による商品開発
広島県は、
ミネラル分が少ない軟水の豊かな土地である。
同社では、野呂
山系の良質な軟水を仕込み水として使用するが、広島杜氏伝統の『軟水醸
造法』により、米の旨味がしっかりと引き出された、芳醇で味わいのある日
本酒の製造が行われている。
また、広島県内の事業者や広島県食品工業技
術センターとは、相互の強みを活かした連携体を構築しており、
同社の日本
酒や酒粕を使った新商品開発を積極的に行い、海外への輸出にも取り組む
等、
地域経済の活性化にも貢献している。

良質な軟水である野呂山系の地下水を使用

無濾過生原酒の品質向上や量産体制の構築による市場開拓
同社では、大手酒造メーカーとの差別化を図るため、
日本酒本来の風味
をそのまま持つ無濾過生原酒を生産し、流通温度にも配慮しながら主力商
品の一つとしている。
その生産に不可欠な圧搾行程では、臭い移り防止等
による品質向上や冷蔵保存による品質維持のため、圧搾機の更新や冷蔵
貯蔵庫を導入して、付加価値の向上を図った。今年度は洗瓶機を導入し、
海外で人気のある小瓶の洗浄工程を改善し、作業の効率化による生産性
の向上に取組んでいる。

高品質な日本酒製造に欠かせない生産設備
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株式会社フェニックスバイオ
広島県東広島市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

大学発ベンチャー企業として、
実験用キメ
ラマウスの製造と新薬実験に貢献する
2002年に、広島大学のベンチャー企業として設立。人間とほぼ同じ機能の肝臓を持
つキメラマウスを製造し、同マウスを使用して医薬品開発の受託試験サービスを提供す
る。他社でもキメラマウスを扱うなか、
ヒト細胞とほぼ同一のマウスを大量生産できるの
は、世界でも同社のみである。近年では、肝炎分野に加え全種の新薬候補を対象に、薬
の効能や毒性、安全性などの評価・分析を行う。製薬メーカー等にとって不可欠な企業
であり、海外市場でも存在感があり競争力の高さを示している。
広島県東広島市鏡山3-4-1
082-431-0016／082-431-0017
https://phoenixbio.co.jp/
代表取締役社長 島田 卓

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

2002年
2,245百万円
63人

ものづくり

製薬業界で圧倒的なシェアを持つ米国市場での事業拡大
同社は、事業拡大に向けた取り組みとして、製薬業界で圧倒的な市場を
持つ米国で、海外顧客獲得や共同研究先確保を目的とした子会社2社を設
立した。北米ではサービス拡大を目的に、
カナダで
『ヒト肝細胞』
を持つキメ
ラマウスを用いた受託試験サービスを提供する会社を買収し子会社化して
いる。更に、
キメラマウスの北米での安定的な供給体制を確立すべく、設備
投資を行うと同時に、製造上の工程把握や各種トラブル等に対応できる人
材を育成し、
アフターサービス体制の構築に邁進している。

ヒト肝細胞を持つ
『PXB-mouse』

成長を遂げる大学発のバイオベンチャー
同社は、広島大学での研究シーズを土台に、2002年にベンチャー企業と
して設立された。
当時は、
日本国内で多くの大学発ベンチャー企業が生まれ
たものの、成功と言われる事例は少なかった。
「生命を科学することで人々
の健康増進に貢献する」
という企業理念のもと、保有技術の優位性を活か
し、開発力を持続的に高めていくことで大きく飛躍し、2016年にはマザー
ズ市場へ上場を果たしている。
その実績から雇用や収益性においても地域
経済に大きな貢献をしており、今後、更なる成長が期待される。

大躍進したのちマザーズ市場へ上場

動物愛護が求められる環境にも配慮した研究開発の実施
近年、動物実験に対して動物愛護が求められる環境を鑑み、同社では実
験動物倫理委員会を設置し、動物の飼育及び試験時の苦痛軽減への取り
組みや、飼育環境の整備を行う。
また、動物管理や仕様に関連した評価を実
施する国際的な機関『国際実験動物ケア評価認証協会』
の認証取得を目指
して、飼育環境等の更なる改善のための設備投資を計画している。
この認
証取得により、同社が手掛けるマウスへの理解が深まり、事業活動の持続
的な発展に繋がることが期待されている。

動物愛護に配慮して整備された飼育環境
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株式会社ジツタ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛媛県松山市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

新たな計測技術を活用した、
計測システムの開発と市場導入
同社は、測量機械やソフトウエアの販売事業に加え、計測技術を用いたシステムや、
位置情報と様々な空間情報を重ね合わせたGIS（地理情報システム）の開発を行ってい
る。開発したシステムは建設業や林業向け等で高い作業性や独創性を有し、市場から高
い評価を得ている。
また、計測方法に関する複数の特許を有し、測量機械とモバイル機
器、
ソフトウエアを組み合わせた計測システムの開発には定評がある。直近では、
ドロー
ン技術を活用したシステム開発を行い、新市場開拓に取組んでいる。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛媛県松山市中村二丁目8番1号
089-931-7175／089-934-7701
https://www.jitsuta.co.jp/
代表取締役 山内 延恭

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1949年
1,600万円
44人

サービス

既存技術を応用し新市場を切り開くシステムを開発
同社の主力商品である森林管理や地籍調査に係るシステムは、ICT技術
を活用することで、
これまで手作業で行われてきた測量作業や地理情報の
作成や更新を大幅に簡素化した。森林管理業務を革新させた同社のシステ
ムは、国内の森林組合の約70%のシェアを有している。直近では、
こうした
一連の技術にドローンを活用して森林の資源量を計測するシステムを全国
で初めて開発した。
ドローン誘導システム
（TSドローン）

林業関係者との連携体制で地域の産業振興に貢献
同社は、林業が盛んな地域に立地しており、
フィールド実証が容易な強み
を生かし、林業のICT化を牽引している。前述のドローン技術を活用した森
林資源量を把握するシステムは地元の林業関係者と共同開発を行う等、連
携体制の構築がなされている。
また、
インフラ点検を担うドローン制御シス
テムも法令により飛行制限がある都市部に比べ、同地域は開発環境として
大きな優位性を有している。今後、本システムがターゲットとするインフラ
点検市場は、2030年には1兆4546億円、伸び率は173%と推計されてお
り、
成長が期待できる市場を切り開いている。

林業関係者との連携

就労環境の改善で働き方改革を強力に推進
同社は、企業活動の効率化を図るため、社内の様々な情報(活動履歴や
予定や顧客情報)を集約、統合するためのシステム化を行った。今後は、業
務の組織的な運営と複数事業の集約化、企業ガバナンスの向上により、
「他
に類のない企業」
というブランドの確立を目指す。
また、利便性向上のため、
本社を新築移転と働き方改革を進め、
ワークスペースのフリーアドレス化、
文書管理のデジタル化・ペーパレス化、
テレワークの導入、売上在庫管理シ
ステムの一新等、様々な取組を行った。

新本社ビル
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道後プリンスホテル株式会社
愛媛県松山市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

インバウンド対応多言語HP構築と、和文化
体験プログラム提供を通じた地域活性化
1975年創業の道後地区内の温泉旅館。収容能力や多趣多様な館内施設、従業員教
育の高さから、旅行エージェントやOTA（インターネット上の旅行会社）、個人客からの
信用が厚く、安定した顧客基盤を築いている。創業当初から顧客目線に立ち
「あったら
いいな」
をモットーに様々なサービス提供に取り組んでおり、2018年にはおもてなし規
格認証の金を取得した。近年ではAIトリップコンシェルジュ
（AI活用の問合せ対応）等
の顧客満足度向上や業務効率化に積極的に取組んでいる。
愛媛県松山市道後姫塚100
089-947-2000／089-947-2001
http://www.dogoprince.co.jp/
代表取締役社長 河内 廣志

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1975年
5,000万円
87人

サービス

インバウンド対応多言語Webサイトの構築等による海外向け販促強化
外国人旅行客の増加に伴い、多言語Webサイトを構築し、外国人旅行者
が英語、中国語、韓国語で同社の情報を閲覧できる環境を整えている。ま
た、外国人社員採用や留学生のインターシップ受入により、動画やSNSに
よる情報を発信。海外での商談会、
プロモーション活動では、営業担当者が
直接現地に赴いて団体客の安定確保に取組んでいる。宿泊中の外国人旅
行客に対しては、讃岐うどんの製麺体験、宴会時の芸者さんの舞等、
日本の
伝統文化を感じることができるサービスを提供して高い評価を得ている。

中国語サイトトップ

和文化体験プログラム付宿泊プラン提供で顧客の思い出づくり
地元伝統工芸である砥部焼絵付け体験付宿泊プランを初めとした
「和文
化体験プログラム」
を用意し、地元産業を活かした顧客の思い出づくりに力
点をおいたサービスを提供。団体客の安定確保、
インバウンド需要の着実
な取込み等により、道後地域の活性化に注力。館内には「旅のコンシェル
ジュ」
カウンターを設置、
コーディネーターがお客様の要望に応じた体験型
ツアーを提案。人気ツアー付宿泊プランを販売する等、災害で被害を受け
た南予地域等を中心に愛媛県全体の経済活性化に積極的に取組んでいる。

砥部焼絵付け体験

IT技術を活用した顧客満足度向上及び従業員業務の負担削減
2018年6月よりWebサイトでホテルに問合せたいことを質問できるサー
ビス
（トリップAIコンシェルジュ）
を開始。現時点で900件超の問合せがあ
るが、当該サービスには、データを蓄積することにより、
より精度の高い回
答が可能となる学習機能がついている。顧客は人工知能とのチャット形式
でのやりとりであるため、気軽な質問、素早い解決が可能となり顧客満足
度向上につながっている。一方、従業員の電話応対の工数が目に見えて削
減されており、
接客サービス等への注力が可能となっている。
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トリップAIコンシェルジュ

株式会社ジェー・フィルズ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福岡県北九州市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

高度な水処理技術を核に、環境問題に取組む
北九州市と連携してベトナムへ進出
「特殊酵素活性補助資材を活用した排水処理システム」
は、従来の微生物を活用した
処理では不可能とされた高濃度有機廃液処理が可能な独自の研究開発技術である。新
設はもとより既存設備に追設することで、長期運用で低下した処理能力を回復・向上さ
せる革新的技術である。JICA事業をきっかけにベトナムに進出し、北九州市と連携し国
際環境事業を進めている。水路で使う半自動水門開閉機が防災用としてヒットし、ITを
活用したスマート水門開閉機の製品化等、
環境関連事業に積極的に取組んでいる。

需要獲得

● 所在地

福岡県北九州市小倉北区中井5丁目12- ● 設立
30
● 資本金
● 電話／FAX 093-571-2424／093-571-0856
● 従業員数
● URL
http://www.jfils.jp/
● 代表者
代表取締役 谷一身

2000年
300万円
9人

ものづくり

高負荷作業を行っている方々の声から生まれた
同社の方針である
「顧客の様々なニーズに技術力で応える」
ため、必要に
応じてアウトソーシングを活用し、少ない人的資源を設計・開発部門に集中
させ、社員の技術スキルを向上させている。
さらに、JICA事業に採択される
ことで会社の知名度・信用力をUPさせ、北九州市等が主催する国際会議で
のプレゼンを積極的に引き受けることでトップセールスに繋げるなど、卓越
した経営手腕を発揮している。
水門電動化

半自動開閉機「楽昇」

JICA事業をきっかけに技術が評価され、
ベトナムに進出
ベトナムで「高濃度有機排水処理」の技術セミナー、試験機のデモを
JICA支援で実施した際に、現地政府関係者から高い評価を得て、
ハイフォ
ン市と
「普及・実証事業推進に関する覚書」
を締結し、鮮魚卸売市場に20ト
ン／日級の排水処理設備を建設中である。
ベトナムでは急速な経済発展と
都市化・工業化が進む中、北九州市が過去に経験した深刻な水質汚染が顕
在化しており、
同社取り組みは、
ベトナムの環境課題の克服に資する我が国
の技術貢献事例であり、
かつ小規模事業者の先進事例となっている。

ハイフォン国際会議場で技術セミナー開催

ベトナムの大学と連携し、現地の技術普及と販路開拓を進める
同社は、
ハイフォン市での取り組みから、
ベトナム南部地域の需要開拓を
進め、2017年にホーチミン市で国際展示会「VietWater(ベトウォー
ター）」
のJETROブースに出展し、
ベトナム国内の水処理関係者から多くの
商談を獲得している。
また、
ホーチミン自然開発大学から強い要望で、
ベト
ナムの環境条件にマッチした付加価値の高い同社CMシステムの共同開発
事業に着手し、
同大学環境学科の技術セミナーや現地メディアを通じ、
ベト
ナム全土への技術普及と販路開拓を着実に進めている。
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ホーチミン大学家畜研究所内で実証テスト

株式会社篠崎

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福岡県朝倉市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

麹を使った面白い商品開発で、
伝統の技術
を活かしつつ、時代のニーズをつかむ
江戸後期より約220年間、福岡県朝倉市で酒造業を営む老舗蔵元である。
社是は、
「麹を使った商品で社会貢献をする」
であり、伝統産業でもある日本酒・焼酎・
甘酒の世界で、時代のニーズをとらえつつ
「麹を使った面白い商品」
の提供を目指し、技
術力を活かした革新的なものづくりを行っている。2017年の九州北部豪雨で大きな被
害を受けた朝倉市の復興を後押しするべく、朝倉産の農産物を多く使用した商品作り
を行う等、
「地域の価値を高めるものづくり」
にも努めている。
福岡県朝倉市比良松185番地
● 設立
0946-52-0005／0946-52-2165
● 資本金
http://www.shinozaki-shochu.co.jp/ ● 従業員数
代表取締役社長 篠崎博之

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1922年
3,170万円
63人

ものづくり

海外展開を目指し、商品開発と販売展開への基盤作りを実施
同社は、
中小企業では稀な清酒の四季醸造が可能な設備、多様な原料を
処理する行動な焼酎製造技術、甘酒を安定品質で生産できる製造技術を
有している。中国、香港等のアジアおよびアメリカ、
ヨーロッパへの酒類、食
品の販売を平成20年から展開してきており、今後のさらなる事業拡大を目
指している。各国の酒類、食品事情や地域特性等を踏まえたグローバル市
場向けの商品開発や販路開拓に向けて、社内体制の整備や海外ネットワー
クの活用、
自社ブランドの試作等を検討している。

ワイン＆スピリッツフェアー香港

サポイン事業を活用した地域資源を利用した新商品開発
同社は、平成27年より3年間、経済産業省戦略的基盤技術高度化支援事
業を活用し、4機関と共同で「麹菌及び醤油粕から抽出したセラミド」の開
発に成功し、主力製品の一つである甘酒にセラミドを配合した商品を開発
した。現在、開発した3種類の商品は品質等の安全確認を行っており、来年
の改元に合わせて販売を開始する計画である。地域資源を利用した商品開
発に力を入れており、甘酒は地元福岡県朝倉産の原料米を使用。
また、新た
に開発を進めるリキュール等は、地元特産品の梨を利用している。

一歩、一歩、
あさくら／地産原料の商品

高付加価値商品、高級化志向対応製品等で新規市場を開拓
酒類市場が縮小傾向の中、同社は、酒造りの原点に戻り、江戸時代から
受け継がれる高度な技術と安定性、及び高品質な製造技術を生かしつつ、
特徴のある高付加価値商品づくりに注力している。主力製品の甘酒にセラ
ミドを配合した製品は、高い吸収性と水分蒸散量を示し、機能性表示が可
能な高級志向製品として開発された。
また、焼酎の分野でも、新規市場向け
商品として国産の新規材質を使った木製の樽で長期間貯蔵熟成すること
で香味特性の高い焼酎を開発しており、来年度商品化予定となっている。
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静けさの中、深い眠りの原酒が出番を待つ

株式会社ジャパンシーフーズ
福岡県福岡市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

アジ刺身で海外市場開拓の先駆者に
高付加価値商品も開発し、
地域雇用を促進
同社は、
主にアジ及びサバの生食用
（刺身・寿司ネタ向け）
加工の水産メーカーである。
業
務用として全国の量販店に展開している。
近年は主力の業務用品以外に、
コンシューマ商品
の開発にも注力している。
生の刺身が入った海鮮お茶漬けシリーズ、
“いつでもお刺身”という
キャッチコピーの冷凍お刺身シリーズ、
真空低温加熱という特殊製法の調理済みサバ商品を
販売。
開発理念は
「今までなかった商品を」
であり、
これまで、
全国水産加工品総合品質審査
会において、
水産庁長官賞、
東京都知事賞、
水産加工連会長賞など、
多数の受賞実績がある。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

福岡県福岡市南区井尻5-20-29
092-593-7662／092-593-7663
http://www.jp-seafoods.jp/
代表取締役社長 井上 陽一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1987年
10,000万円
200人

ものづくり

和食文化の拡大を受け、アジ刺身の海外市場開拓に先駆的挑戦
和食が無形文化遺産に選ばれ、SASHIMIは世界の共通語となったが、
実態を見ると日本以外で食べている刺身はマグロ、サーモン、
ブリばかり
で、
アジ等の光モノ、青物は敬遠される傾向にある。裏を返せば、海外の青
物市場はブルーオーシャンで、成長余地が高い。海外の刺身文化が成熟す
るにつれ、魚種の多様化が見込まれ、いずれアジやサバといった青物の刺
身も口にするようになる。海外向け青物刺身のパイオニアとなるべく、現地

北京の水産商談会で鯵・鯖の刺身をPR

日系外食店を中心に寿司ネタとしてアジの生食用加工品を輸出している。

人口減少が著しい長崎県対馬市の雇用創出に貢献
長崎県対馬市は地元に若者が好む産業が無く、高校卒業者の9割が島を
出て行く状況で、島の人口は加速度的に減少している。
そのような状況下で
毎年、1名以上の高卒者及び3名以上の中途・パート社員を採用し、特に雇
用の少ない“上対馬”地域における雇用創出に大きく貢献。
また、地域貢献
活動として、慈善団体である九州プロレスを支援しており、九州プロレス初
の対馬興行を支援して成功させるなど、地域の課題を解決する取組みを
行っている。

上対馬高校出身の若さ溢れる社員達

高い技術力により高付加価値製品、“極みしめさば”を開発
済州島沖は古くから良質なサバの産地だが、
その認知度は低く、海外産
となることから、消費者からは敬遠されがちな商材である。
この良質なサバ
を用いて、需要の減る〆サバのおいしさを多くの人に再認識してもらうべ
く、仕入れやその他の原材料、
さらには製法にも拘った“極みしめさば”とい
う高級〆サバを開発。通常、
〆サバは1枚398円程度で取引されるが、本極
み〆サバは1枚1,000円程度という高価格で販売しているにも関わらず、売
上も向上、
高付加価値製品として主力製品の一つとなりつつある。
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評価は高く、昨年水産庁長官賞を受賞

株式会社東洋硬化

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福岡県久留米市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

再生技術でモノづくりに新たな付加価値を提供
めっき屋ではなく、再生企業です
硬質クロムめっきを使用した金属加工部品の製造、
及び摩耗した機械部品の修理・再
生。
単に再生するだけでなく、
新しい価値を加え高品質な部品として蘇らせ、
お客様が満
足出来るものとして納品するを目的とする機械部品の再生企業として、
国内外に販路を
広げている。
特殊技法による硬質クロムめっきを使用し、
特殊な機械部品や建設機械、
自動車部品
等様々な金属加工部品の製造、
修理再生で、
業界トップクラスの実績を持つ。

需要獲得

● 所在地
福岡県久留米市津福本町1978-1
● 設立
● 電話／FAX 0942-34-1387／0942-36-0520
● 資本金
● URL
http://www.toyokoka.com/index. ● 従業員数
html
● 代表者
代表取締役社長 小野賢太郎

1960年
1,000万円
80人

ものづくり

グローバル市場にあった日本品質の再生技術で、海外に積極展開
同社は、国内の高度な技術を発展させることにより、
日本のものづくりの
発展に寄与することを目指している。
また、
日本品質のめっき技術を活かし
た再生技術をもって、更なる企業発展、海外進出を目指している。世界市場
への取組みでは、海外人材活用やWebサイト多言語化を進めた結果、
ウク
ライナの鉱山運営会社から露天掘り鉄鉱山で使用される大型掘削機械部
品のめっきでの再生加工を受注し、最新鋭の設備で油圧機器の再生を行
なっている。
また、
台湾のバイク部品会社等と直接取引も実現している。

ウクライナからの受注に対応する生産設備

地域中小企業の経営力向上や、地域経済の活性化に大きく寄与
地域内の企業間連携として、2006年に近隣業種勉強会「中小製造業経
営研究会CRAFT」
を設立。定期的な情報交換、技術交流に加え、企業間連
携によるBCP計画策定の検討も始める等、地域の中小企業の経営力強化
に積極的に取組んでいる。
また、
環境課題と真摯に向き合い、
社会・地球の持続可能な発展に繋がる
「再生」
、
そして
「SDGs」
対応企業となるべく努力している。
更に、
当社の理念
や技術力をベースに、国内外市場への進出を図っている。

「CRAFT」
メンバーによる熱処理講習

企業間連携により顧客の課題を解決し、付加価値の高い製品を提供
同社は、
アークイオンプレーティングプロセス等の
「先端的な再生＋複合
技術」
で、新品以上の価値を提供する一方で、更なる付加価値向上を目指
し、
「中小製造業経営研究会CRAFT」参加企業と得意分野やコア技術等を
共有し、共同で顧客の課題解決にも取組んでいる。例えば、
同社単独では対
応が困難な依頼に対し、研究会のメンバーとともに製造方法の検討を行
い、役割を分担して課題を解決し、共同受注によるコスト低減、及び納期短
縮等、
顧客満足度の向上、地域の需要拡大にも大きく貢献している。
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機械部品への高硬度被膜作成品

株式会社エコウッド

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福岡県北九州市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

木材・プラスチック再生複合材に特化
高付加価値化に成功、
地産地消に貢献
廃木材と廃プラスチックを原材料とする「木材・プラスチック再生複合材（略称：
WPRC）」の開発・製造・販売に特化。国内最大級のプラントを有し、2002年創業以来、
技術開発を重ねながら実績を伸ばし、専業メーカーとしては最長寿企業となった。主原
料のほぼ100%にリサイクル材を使用しながら、機能性や意匠性の向上による高付加価
値化に成功し、確かな需要を獲得するとともに、地域の廃木材や未利用材を活用するこ
とで、地産地消の循環型まちづくりに貢献している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

福岡県北九州市若松区響町1-12-1
093-751-2424／093-751-2430
http://www.eco-wood.jp
代表取締役社長 石本 康治

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2002年
30,000万円
48人

ものづくり

製品の環境配慮性と信頼性を活かしヨーロッパやドバイにも販路開拓
海外においても、製品の環境配慮性と信頼性が高く評価されており、
ヨーロッパなどで販売の実績がある。
これまでに、
スペインのビルやスイス
のホテルに採用されたほか、
ドバイのホテルではプールサイドのデッキに使
用されており、意匠性と品質性が求められる市場の顧客ニーズにも対応し
てきた。今後は、MADE IN JAPANへの信頼性を活かし、富裕層の増加に
より商機が見込まれる東南アジアでの展開を計画するなど、販路の開拓・
拡大に取組んでいる。

アラブ首長国連邦ドバイにおける採用事例

地域の廃材等を活用した「新しい地産地消」により循環型まちづくりに貢献
建築解体廃材、間伐材や放置竹林など、地域で発生する廃木材や未利用
材の活用ニーズを掘り起こし、
「新しい地産地消」
としてオーダーメイド・リ
サイクルの取組を進め、循環型まちづくりに貢献。
ひとつの事例として、学校
の旧校舎で使用されていた木材からWPRCを製造し、新校舎のデッキ材と
して使用する取組も行っている。
また、従来法リサイクル製品のようにワン
ウェイでなく、多数回のリサイクルが可能なため、既設物件の改修等におけ
る廃棄物抑制に効果を発揮、
ストック型社会の構築を研究中。

高森高校デッキ納入事例

技術開発による高機能化と独自成型による高意匠化に成功
一般的なWPRCが有する耐候性・耐久性に加え、遮熱・自己消火・帯電抑
制性能の付加や軽量化・高強度化に係る技術を開発し、商品の高付加価値
化を進めてきた。
また、独自の表面木質加工や木質柄出し成型により、高い
意匠性が要求される建築ルーバーなどの新市場も開拓。
さらに、JISマーク
やエコマークへの認定、
グリーン購入法に基づく特定調達品目への指定等
により、製品の環境配慮性と信頼性が保証されており、公共・民間ともに高
い評価のもと多くの採用実績がある。

ルーバー使用例
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中島物産株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福岡県大牟田市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

創業から100年を超えた企業
産学官連携でファインバブル装置を開発
大正4年、福岡県大牟田市有明町で創業、昭和22年に法人化し、創業から100年を超
えた企業。創業時は中島印房と称し、印鑑の販売を開始。
その後工業用資材の卸売、空
調設備機器販売施工、太陽光設備販売施工等顧客の要求、時代の流れに合わせて販売
する商品を増やしてきた。近年では、産学官連携にも積極的に取り組み、
ファインバブル
装置を開発、養殖・水処理分野での応用を展開中である。
この技術を活かし、技術連携
や販路開拓に果敢にチャレンジしている。
福岡県大牟田市不知火町2丁目7番地の1 ● 設立
0944-55-3335／0944-52-0388
● 資本金
http://www.nakashimabussan.co.jp ● 従業員数
代表取締役 中島 康宏

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1947年
2,000万円
31人

サービス

事前調査に基づいた実証方法の選定とファインバブル技術展開の取組
ベトナムは、エビ養殖生産で世界第3位だが、政府が水産物の輸出拡大
政策を打ち出す一方、生産性向上に課題が多い現状であり、数年間にわた
る調査を行った結果、地方の人民委員会、現地大学・研究機関等、現地養殖
事業者との提携が実現。国内事業の安定化を図りつつ自社技術をさらに展
開させるため、海外事業へ注力することを事業計画に盛り込み、5年計画
で、海外水産養殖でのファインバブルの適応性の評価と事業化を推進。
こ
の取組は、
JICA案件化調査にも採択。

ベトナムでのファインバブル発生装置の運
転状況

地域の新産業可能性と商工会議所・自治体等との事業連携
地元自治体である大牟田市は、エコタウン事業を実施しており、環境産
業の育成に力を入れている。同社のファインバブル製造装置は、地元自治
体・商工団体等から持続可能な開発に向けた事業として期待されており、
ま
た地域貢献活動などが認められ、大牟田商工会議所経由でジェトロの新輸
出大国コンソーシアムの支援先企業として支援。
さらに、近隣市の荒尾市か
ら、中小企業によるベトナムへの展開事業に関して、先行事例として取り上
げられ、
情報交換等を行っている。

ファインバブル発生装置と試運転関係者

既存技術を独自ノウハウで組み合わせたソフト開発や、学術機関との共同研究
ファインバブルを製造するノズルは、
ステンレス製の無垢を加工して溶接
した一体化のものとして、分解できない構造にし、酸素供給装置等の既存
技術を独自のノウハウで組み合わせソフトとして提供することで、模造リス
クを回避。
また、地元の有明高専と連携して、
ファインバブル装置の開発等
について共同研究を行い、高専機構と共同出願で特許を取得。
さらに今後、
装置をIoT化して、遠隔操作が可能なシステムとし、
センサー、制御系機器、
バッテリー、
太陽光パネル等との周辺機器と連携を可能とする。
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ワーキンググループ発表

株式会社アステック入江

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

福岡県北九州市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

主力の鉄鋼事業からのリサイクル事業展開
メディア注目の技術によるアジアへ展開
製鉄会社の関連事業として各事業を展開しており、大きな柱は鉄事業と鉄関連事業
の2つ。祖業である鉄事業は、製鉄に対する鉄の成分調整、鋼管製造作業等を行ってお
り、
それらの鉄作りに係る設備エンジニアリング等も実施。鉄関連事業では、約25年前
から環境リサイクル分野に取り組んでおり、製鉄所内で発生する鉄粉ダストから精製し
た鉄粉を利用した塩化鉄液リサイクル、
さらに塩化鉄液リサイクルで培った技術を活用
した都市鉱山リサイクルに取り組んでおり、事業を拡大している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

福岡県北九州市八幡東区西本町3-1-1
093-872-6403／093-872-6575
https://www.astec-irie.co.jp/
代表取締役社長 髙橋 正幸

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1957年
10,000万円
750人

ものづくり

鉄鋼業派生技術の活用による、
リサイクル再生事業の積極展開
創業以来100年以上にわたり、北九州市で日本製鉄の協力会社として、
鉄鋼業（転炉、製鋼部門）に携わってきたが、
その鉄鋼業から派生した技術
として、エッチング使用済み塩化鉄液をリサイクル再生し、事業とすること
を見出した。最近では、
これまでの事業範囲を拡大するため、関東以北で販
路開拓を行い、
また国や県の支援事業等も活用しながら、積極的な事業拡
大に取り組んでいる。事業を拡大することにより、含有するニッケル等のリ
サイクル・販売量の拡大に貢献している。

リサイクル再生フロー図

特殊技術によるエッチング使用済塩化鉄廃液リサイクルの実現
塩化鉄リサイクル事業は、関東より西において成長が鈍化する傾向（九州
圏の大型ユーザーは網羅済みであり、
そのユーザーによる設備投資による
増加がなければ大幅な成長が期待できない）
にある。
そこで、関東以北での
事業及び別分野への販売を進めており、塩化鉄リサイクル事業を拡大する
ことにより、含有するニッケル等のリサイクル・販売量の拡大に貢献してい
る。
また、各地域でリサイクルができることになれば、
それにより採掘、精錬、
輸送等に伴うエネルギーの削減にも寄与する。

塩化第一鉄液

東南アジアにおける都市鉱山の貴金属回収とリサイクル技術の展開
平成30年2月にタイ環境調査ミッションに参加し、塩化鉄溶液を活用し
た東南アジア地域における都市鉱山からの貴金属回収事業の可能性の調
査を実施し、潜在的なニーズの掘り起こしに成功。
また、法規制等の手続き
面でクリアすべき課題を確定した結果、具体的な電子廃基盤等の輸入に向
けて、取組を開始した。
また、基盤の取引にとどまらず、東南アジア地域へ処
理施設等の展開も検討しており、同社のリサイクル技術を展開することで、
成長発展する途上国の環境問題の解決に資するものである。
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タイ環境調査ミッションの参加

ナチュラルブレスト株式会社
福岡県福岡市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

3Dプリンタで人工乳房と乳首の型を作成
医療ツーリズムとの連携で地域にも貢献
3Ｄ技術を用い3Ｄプリンタによる型の生産を日本で初めて実用化した。
その型を使用
し、貼り付けタイプのシリコーン人工乳房と人工乳首を女性目線で提供している。
「お客
様に喜びと感動を提供する」
と経営理念に掲げ、乳癌で乳房を失った女性の悩みを希望
に変えることを使命とし、女性スタッフのみで2014年に設立した。顧客満足度の向上を
優先し、
フィッテングサロンの整備、個々のニーズに対応できる製品群の拡大を3Ｄ技術
の活用にて実施しており現在も成長を続けている。
福岡県福岡市博多区住吉3丁目1番18号 ● 設立
福岡芸術センター507
● 資本金
● 電話／FAX 092-292-3883／092-291-7097
● 従業員数
● URL
https://www.naturalbreast.co.jp/
● 代表者
代表取締役 本田 幸恵

需要獲得

● 所在地

2014年
500万円
7人

サービス

医療ツーリズムを活用した九州地域への貢献
国外の顧客が国内の医療機関の治療や検診等を受けられるJTBの
「医療
ツーリズム」
と連携して、
同社の製品を購入できるプランを展開している。利
用者は同社のフィッテングサロンで製品をオーダーした後、
九州管内を3～
4日ほど旅行し、旅行中に仕上がった人工乳房を帰国前に受け取ることが
できる。
このサービスは同社の利用者の増加ばかりでなく、九州管内の各
観光地への消費にも貢献している。
JTBと連携した医療ツーリズム

中国向けの販売体制の構築
同社は現在、海外を含めた新しい販売チャネルや販売方法の創設にも力
を注いでいる。特に中国では、成都市の看護師グループが作る企業と代理
店契約を結び、現地に合わせた商品を開発しながら四川省、重慶、雲南省、
貴州省地区の営業を展開している。
また、
その企業とJTBとの提携も実施し
た。
さらに上海の乳癌用医療機器メーカーと契約し中国での販売ルートを
着々と創設している。
中国での説明会風景

理美容室の個室サロン活用による全国展開
親会社のナチュラル株式会社が持つウィッグの契約店舗の中で個室が
あり女性スタッフがいる理美容室を活用し、短期間に40数店舗のフィッテ
イングサロンを全国展開することができた。
これにより、あらゆる地域で
ユーザーの悩み、要望、生活スタイル等のヒアリングが可能となり、個々の
ニーズに対応できるサービス体制が確立された。乳がん手術の状況とライ
フスタイルの把握によって、
顧客に合せた商品の紹介と提供ができるように
なり、
顧客満足度が向上している。

全国に展開したフィッティングサロン
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宮島醤油株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

佐賀県唐津市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

販路拡大から、海外市場を自ら積極開拓
「地産地工」
と省エネで地域や社会に貢献
佐賀県唐津市で、醤油の醸造所として創業し137年。醤油、味噌などの発酵食品や各
種調味料、各種加工食品の製造、販売を手掛ける総合食品メーカーに発展した。伝統的
発酵技術を基礎とし、
ロングセラーとなっている粉末うどんスープ、
ちゃんぽんスープ、液
体スープ、焼き肉のたれ、
めんつゆ、
ドレッシング、
スパイス、缶詰、
レトルト食品、冷凍食
品へと食品製造技術の幅を広げてきた。伝統に根ざし、技術を磨き、人と時代の声に応
えながら、
さらにおいしく、豊かで、確かな味を求め続ける。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

佐賀県唐津市船宮町2318
0955-73-2151／0955-74-1160
https://www.miyajima-soy.co.jp/
代表取締役社長 宮島 清一

● 創業
● 資本金
● 従業員数

1882年
4,500万円
667人

ものづくり

経営方針を転換し、中国を中心に海外市場の拡大にも取組む
これまでは国内の取引先に任せて米国、
ロシアなどに同社商品が輸出さ
れていたが、2017年より自ら積極的に進める経営方針が打ち出され、
まず
は中国向けに輸出を開始。醤油や焼き肉のたれ、鍋スープ等を継続出荷中。
中国向けの商品としては畜産エキス不使用の焼き肉のたれも開発した。英
語版のWebページも充実させている。
また外部ネットワークとして、“さが
県産品流通デザイン公社”やJETROも活用し、
中国での展示会出展や商標
登録など、
海外市場拡大に向けた取組みを着実に推進している。

同社が中国に輸出している主力商品の数々

「地産地工」
を掲げ、地域に根差した商品開発で地域に貢献
地域とともに歩むことを目指す考えの下、佐賀牛や佐賀県産の米・麦・大
豆など、
地元の優れた食材を活用した商品を開発。
これら商品の売上1点に
つき1円を佐賀県のふるさと納税に寄付。
また、2014年新発売の商品「ミヤ
ジマ紫黒米酢」
（しこくまいす）は、佐賀県農業試験研究センターが育種し
た低アミロース米「佐賀40号」
を使い新商品を作れないかと、佐賀県から依
頼を受け開発したもの。地元で生まれた作物を地元で加工して全国で販売
し売上を地元に還元するという、
「地産地工」
の考えを大切にしている。

地産地工によるブランド商品
「ミヤジマ紫黒米酢」

地球環境への貢献を考え、各工場で燃料転換事業を推進
近年は環境対応にも力を入れている。工場で使う燃料は、CO2排出量の
多い石油から、
よりクリーンなLNG（液化天然ガス）
への切替えを進めてき
た。主力工場である妙見工場では、環境先進工場（スマート工場）
を目指し
た取組みを進める中で、2017年にはガスコージェネレーション設備の排熱
を利用した吸収式冷凍機を新設するなど、工場全体で大幅なエネルギー使
用の効率化に取組んでいる。
また、蛍光灯のLED化、水銀灯の廃止、各種省
エネの取組も推進している。

妙見工場に設置されたLNG貯蔵タンク
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佐賀冷凍食品株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

佐賀県小城市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

冷凍食品の卸売から製造へブランド構築
「地域に根差した商い」
を目標に地域連携
1892年雑貨商として創業。
その後、地元スーパーへ冷凍食品等の卸売を始め、1973
年に法人化。2014年以降、農商工連携事業を皮切りに、地域資源活用事業に取り組み、
冷凍食品製造業にまで事業を広げ、現在は
「かねすえキッチン」
という自社ブランドのも
と、
「冷凍おにぎり」
や
「レンジDEステーキ」等の開発・商品化を行う。
また、
「地域に根差
した商い」
を目標に、地元農業者や有名シェフと連携し、地域資源の活用や六次産業化
による商品の付加価値を高める事業を行う。
佐賀県小城市芦刈町芦溝128-3
0952-66-4521／0952-66-4523
http://kanesue-saga.jp/
代表取締役社長 古賀 正弘

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1892年
2,000万円
27人

ものづくり

日本の職人が作ったMADE IN JAPANの料理を海外へ
JAPANブランド育成支援事業を活用し、
九州産の食材を使用し、
日本人
シェフと共に調理した冷凍寿司・冷凍おにぎりを米国や東南アジアを中心
とした海外に輸出する取り組みを行っており、香港において冷凍おにぎり
の輸出を開始している。
九州経済連合会がアリババと連携し、
九州産のブリ
の輸出の促進のため、
ブリを使った冷凍寿司の取組みも行っている。
また、
香港での展示会に以前から商品を出展しており、
その際に交流のあった現
地の有名シェフからの提案で、香港での事業も開始予定である。

おもてなし寿司

「地域に根差した商い」をモットーに地元の食品（地域資源）を活用
佐賀の食材を活かした高付加価値商品作りを目指しており、2014年に
地域資源活用事業計画の認定を取得済。佐賀牛や米を活用した商品開発
を行い、
「レンジDEステーキ」
は商品化が実現。
当製品は、地元メディアでも
取り上げられ、展示会では林前農林水産大臣が試食するなど、高い注目を
浴びており、特産品の全国へのPR、地域を活性化に大きく貢献。
なお、佐賀
をはじめとする九州産の食材を使った冷凍料理の海外展開に取組んでい
るため、
更なる地域への波及効果が期待できる。

レンジDEステーキ

高付加価値商品提供に向け他社を巻き込んだ6次産業化を実現
2009年に農商工連携事業計画の認定を受けており、各地の具材を活用
した多種・多様な商品提供により新需要開拓を図るため、複数の農家と連
携し、
より効率的な収穫・供給・調理加工ルートをづくりを行った。
また、商
品の高付加価値化に向けて、2016年に
「さが6次産業ニュービジネス創出
支援事業助成金」
の採択をうけており、6次産業化に特化した製造拠点（製
造工場）
を新設。今後は、
「ALLさが6次化産業」構想を元に、佐賀県内全体
で高付加価値商品創出を目指す。

新設された製造工場
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重家酒造株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

長崎県壱岐市

需要獲得

ものづくり

地域資源を活用した付加価値の高い日本酒製造
先端設備導入による高品質な商品
麦焼酎発祥の地である壱岐で唯一、焼酎と日本酒の製造販売を行うメーカーである。
日本酒は売上不振により自社製造を中止していたが、
日本酒の文化を絶やしたくないとの
思いから、
2012年頃から山口県の蔵元と共同で純米大吟醸
「横山五十」
を開発した。
この
日本酒が鑑評会等で次々と受賞し、
販売開始5年間で当初の7.5倍まで売上が伸びた。
委
託先蔵元での製造量は上限に達したため、
日本酒を自社製造するための新工場の建設と
先端設備等の導入を行い、
高度な醸造技術を確立し、
平成30年秋に本格稼働させた。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

長崎県壱岐市石田町印通寺浦200
0920-44-5002／0920-44-8401
http://www.omoyashuzo.com
代表取締役 横山 雄三

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1924年
220万円
12人

ものづくり

ミラノ万博の出展を皮切りに海外展開をスタート
2015年からは海外販路開拓にも積極的に取り組んでいる。
きっかけと
なったのは
「地球に食料を、生命にエネルギーを」
がテーマのイタリア・ミラ
ノ万博の出展であった。
日本食の1分野として日本酒・焼酎が設定され、同
社が全国の有名酒蔵とともに日本酒30蔵の1つに選ばれ出品。
これを皮切
りに海外展示会にも参加した。現在ではイタリア、韓国、
イギリス、中国など
への輸出を行っている。現在の輸出額は売上全体の数%程度であるが、将
来的には売上の1割は海外で確保することを計画している。

ミラノ万博への出展風景

地元産の原料で地域経済に貢献するとともに地域環境へも配慮
日本酒製造にあたっては、
地域資源の活用や地域への波及効果も視野に地
域の農家に酒造好適米の栽培を依頼、
専売契約を結び所得増加に貢献してい
る。
焼酎の原料となる大麦・米にすべて壱岐産のものを使った製品を商品化。
将
来的には日本酒に用いる酒造好適米の栽培を広めすべて壱岐産の米で日本酒
をつくることを見据えている。
また、
工場排水についても水質汚濁にあたらない
ものの、
大規模浄化槽の設備投資を行い地域環境や近隣農家へ配慮している。
壱岐の水田

加工技術の高度化による生産性および付加価値向上
日本酒蔵の建設にあわせて醸造設備も最新鋭のものに対応し、伝統的な
技法は守りながらも随所で自動化やIT導入を図り生産性を向上させつつ
高付加価値製品の製造を可能としている。直近のものづくり補助金では、
こ
れまで人力に頼る部分が大きかった瓶詰や火入れ（殺菌）
といった工程の
全自動化を実現した。
この補助事業により、搾られた日本酒が外気温に触
れる前に素早く充填するため、
フレッシュな味質を維持した高品質な日本
酒の製造が可能となった。
また、製品分析には高度なシステムを導入し高
品質な製品を安定的かつ効率的に製造することが可能となっている。
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醸造設備

担い手確保
サービス

西海陶器株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

長崎県東彼杵郡波佐見町

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

波佐見焼の海外普及と自社PB商品開発
自社経営のみならず、商業施設の立上げ
同社は波佐見焼を中心に、肥前地区一帯の焼きものを取り扱う総合商社。
「ヒトとモ
ノの架け橋となり人々の暮らしを豊かにしたい」
という思いのもと、世界各地にも、波佐
見焼等の器を届ける。
また、元製陶所を活かした文化発信地「西の原」やNPO法人「グ
リーンクラフトツーリズム研究会」等を通して、波佐見焼の伝統をつなぐ活動、将来を見
据えた豊かなまちづくりにも精力的に取組んでいる。

長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2124 ● 設立
0956-85-5555／0956-85-2381
● 資本金
http://saikaitoki.com/
● 従業員数
代表取締役会長 児玉 盛介

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1957年
20,000万円
93人

サービス

海外にも波佐見焼の普及を進める
同社は日本国内において百貨店等への卸売に加え、長崎・東京にも小売
店舗を展開している他、
アメリカ・中国・シンガポール・オランダにも現地法
人を持ち、積極的な海外進出を行っている。
アメリカ現法では日用雑貨や
テーブルウェア商品を卸小売にて販売。中国現法ではネット販売を中心に
展開。
シンガポール現法では地元飲食店および百貨店への卸売を展開。
オ
ランダ現法では小売店向け販売行う他、展示会によるバイヤーへの商談を
積極的に進めている。

アメリカ現法

ギャラリーの展開や自社PB商品開発
同社は百貨店やデパート向け卸売の他、独自でギャラリーの展開も行い
ながら波佐見焼を全国に発信する等、直販による付加価値拡大に向けた取
り組みを行う。
また、同社製品のデザイン性やブランド力の強化のため海外
企業や外国人デザイナーとの共同プロジェクトにも積極的に取り組む。近
時ではスウェーデンのデザイナーとウェブショップ製作を手掛けた他、
フィ
ンランドのデザイナーとともに赤ちゃん向け食器の同社PB商品開発を行
う。

波佐見焼

製陶所跡地をリノベーションした商業施設の立ち上げ
同社会長が主導して、江戸時代より続く製陶所の跡地をリノベーション
した商業施設「西の原」
を立ち上げる。同施設は波佐見地区においても、若
者から年配までの様々な年齢層が訪問し、波佐見地区経済の活性化に貢
献している。同社としても同施設でショップを運営する他、
当地より賃料収
入を得ている等、地元地域資源を活かした取組を行い、同社収益の源泉と
して同施設を有効活用している。
西の原
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摂津工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

熊本県水俣市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

各種の高い技術力で、
顧客から高評価
多様な連携で地元経済や6次産業化に貢献
各種プラント設備や圧力容器の設計・製造、据付け、配管工事、工作機械加工、
メンテ
ナンスまで一貫した対応が出来る。
その高い技術力と品質は、国内外の取引先から高い
評価を獲得。
また地元の企業を
「チームみなまた」
として取り纏め、海外向けプラントの
受注に成功し、地域経済活性化にも貢献。更には高い技術力を生かし、玄米ペースト化
装置を開発して異分野にも参入。各地での6次産業化の実現に貢献している。
また、労働
環境や処遇改善への取組が県のブライト企業として認定された。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

熊本県水俣市浜松町4番101号
0966-63-5171／0966-63-2700
http://www.settsu-web.co.jp/
代表取締役社長 摂津 隆祐

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1945年
3,000万円
52人

ものづくり

地域の企業と幅広く連携し、海外向けの受注獲得に成功
水俣市は、古くから大手化学品メーカー周辺にプラント関連企業が集
積、連携・競合により高度なプラント技術を持つ中小企業群を形成している
という地域特性がある。この企業群内14社と連携、高度な技術力集団
「チームみなまた」
としてコンソーシアムを形成し、海外展開活動を開始。既
に海外市場では4か国ほど環境関連装置等の出荷実績がある。
営業面では、
地方の工場というハンディキャップを克服するため、
発注元企業とは、
積極
的にテレビ会議等を通して信頼関係を構築、
高い顧客満足を獲得している。

チームみなまたで作り上げた設備類

玄米ペースト化装置の開発で異分野に参入し需要拡大
農機具販売の中九州クボタの子会社である熊本玄米研究所が、米消費
拡大や健康増進への貢献を目指し、玄米ペースト事業に取組み始めたが、
安定稼働する装置が無く、事業化ネックとなり、
同ペースト市場へ参入が遅
れていた。摂津工業、同研究所と県産業技術センターと連携し装置開発に
着手、
全自動ペースト化装置の開発に業界初で成功、
本格的事業展開が可能
となる。
同社の技術力が、
異分野での需要拡大で、
農業から食・健康産業まで
の広範囲に渡った高い付加価値創出に貢献し、
今後の更なる展開を見込む。

共同開発した玄米ペースト化装置

全分野の用途に対応できる高い技術力で、顧客から高い評価
品質重視による安心提供を企業理念に掲げ、第一種・第二種圧力容器や
高圧ガス特定設備製造の許可を取得、
すべての分野の各種用途に対応でき
る高い技術力を蓄積。
プラント設備の設計から製作・据付工事及びメンテ
ナンス・機械加工まで一貫対応が可能で、
その高い品質を低コストと短納
期で提供し、顧客から高い評価を獲得している。将来を担う人事育成に力
を入れ、更なる技術力向上に全社で取組んでおり、毎年、国や県の溶接技術
競技会等で同社の技術力が高く評価されている。

高い技術力により溶接大会では多数受賞
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株式会社シークルーズ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

熊本県上天草市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

天草のクルーズ会社が旅行事業に本格参入
FIT(海外個人旅行者)向けの商品開発
1978年に小型船舶教習所として設立。
その後不定期航路事業としてしイルカウォッ
チングや、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」
の三角西港や天草五橋などをめぐる観
光クルージング船、
また定期航路事業として
「天草宝島ライン」の運航を開始。様々なマ
リン事業を手掛け、
クルーザーをはじめとするレジャーボートなどの新艇・中古艇販売
も行う。2014年にはシークルーズトラベルを設立し、旅行事業に本格参入。
スイーツク
ルーズなど多様なツアー商品を開発・販売中。
熊本県上天草市松島町合津6215-22
0969-56-2458／0969-56-2993
https://www.seacruise.jp
代表取締役社長 瀬﨑 公介

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1978年
1,000万円
19人

サービス

ニューツーリズムの開発でFITを呼び込む
国内マーケットが縮小していく中で、新たにFIT（海外個人旅行者）を
ターゲットにしたおもてなしによるニューツーリズムツアー商品を企画・造
成している。中でも日本で初めての「クルーズ＋スイーツ」
を融合したスイー
ツクルーズは国内外からの問い合わせが多い。代表が操船するツアーク
ルーズや海外でのプロモーションにおいて、直接「生の声」
を聴くことで、細
かいニーズにも対応することができ、
リピーター獲得に繋がっている。
FIT（海外個人旅行者）
おもてなし

地域内の連携による相乗効果により、顧客満足度と集客力を高める
天草の地域資源「雲仙天草国立公園、
イルカの生息地」等を活用し、
ガイ
ド付きクルーズ等の観光商品と宿泊を組み合わせた着地型観光商品の開
発・販売並びに、地域内の事業者と共同でインバウンドFITの誘客、wi-fi整
備や多言語対応など受け入れ環境の整備にも取り組んでいる。
また、地域
外の宿泊施設、観光施設、食事施設、交通機関等の事業者とも広く連携し、
地域活性化への貢献を図っている。
さらに、上天草市からは「ふるさと名物
応援宣言」
による支援を受けている。

シーカヤックと地域連携

FITへの柔軟で的確なニーズ対応によるリピーターの獲得
既存のイルカウォッチング、
スイーツクルーズ、天草五橋クルージングを、
FITに対応できる商品にアレンジし、
商品の付加価値を高めてニューツーリ
ズムのラインナップを拡大し、幅広い国籍の観光客のおもてなしをしてい
る。熊本県では2019年「ラグビーW杯」
「ハンドボール女子世界選手権」の
開催が予定され、対戦カード国の習慣やニーズ把握に努め対応すること
で、
受け入れ態勢の整備を図り、顧客満足度の向上を図る。
スイーツクルーズエルミラ号
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株式会社湯の児 海と夕やけ
熊本県水俣市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

熊本県南地域の新たな観光拠点づくりに
地域一体となって取り組んでいる
当館は、不知火海を望む熊本県と鹿児島県との県境に位置する湯の児温泉で
永年の経営に幕を閉じた老舗旅館の後継を待ち望んだ地域の願いを叶えるべく
地域再生事業として地元スタッフ中心で2011年に開業。
不知火海と夕日の景観から生まれる
「海の劇場」の中でお客様お一人お一人が気兼
ねなく、
自分らしく過ごしていただけることを一番のおもてなしと心がけ、
スタッフ全員が最高のパフォーマンスを発揮している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

熊本県水俣市大迫1213
0966-62-6262／0966-62-6263
http://umitoyuyake.com/
代表取締役 田尻 泰比古

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2011年
4,000万円
70人

サービス

地域資源を活かした取り組みによる観光交流人口の拡大
自然豊かなロケーションや地域素材を最大限に活かした情報発信を行
い、顧客満足向上を持続的に行うことで収益拡大につなげるモデルを構築
している。
また、
ダイビングやＳＵＰ等のマリンアクティビティ、第三セクターの肥薩
おれんじ鉄道、地元の漁師市やしらぬい海道等の水俣ならではの特色を活
かした着地型観光を提供することで観光交流人口の増加に積極的に取組
全日本ＳＵＰ選手権を湯の児へ誘致する会
が発足

んでいる。

豊かな地元食材の積極的な活用と新たな観光エリアで新規顧客創出
新規顧客創出を図るため、
地域独自性の高い地産地消メニューの開拓としら
ぬい海道周遊ルートエリアの市町村との連携強化を密にし、
新たな着地型観光
商品提供によりお客様の需要拡大を図る。
併せて地域内滞在時間延長により観光消費額増に直結した地域経済活性化
を行っている。
さらに、
熊本空港及び鹿児島空港直行便を有効活用し香港・台湾・タイの現地
旅行会社へ直接営業を行い、
地域エリアへのインバウンド誘致を促進している。

地元食材を活用した夕食和洋バイキング
（一例）

地域の雇用創出及び地元企業とのネットワーク強化
事業発展には地域密着や地元産業活性化が必要不可欠であるという強
い信念のもと、地元スタッフ雇用によるおもてなしを第一としており、創業
以来地元からの積極採用を行い雇用創出に取組んでいる。
また、
ホテルで提供する食材の８割近くを地元取引先による仕入れを行
うことで、
地元企業との強固なネットワークを構築している。
豊かな自然に囲まれた
「湯の児 海と夕やけ」
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株式会社トライテック

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大分県大分市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

高い技術で世界大手を相手に積極海外展開
雇用を始め様々な側面で地域経済も活性化
国内の製鉄メーカーに、高炉等で使用する微粉炭吹込みバーナー（PCバーナー）、
出
銑用開孔ドリル及び特殊工具を、
オーダーメイドで設計、製造、販売する。
当社の特徴は
2つあり、1つは経営理念に
「不可能を可能にする会社」
を掲げ、顧客、特に現場が困って
いることを解決するという、課題解決型の企業であること。
もう1つは知財戦略を経営の
柱とし、大分県内の中小企業ではほとんど無い、知財課を早くから設置し、開発品につ
いては特許を取得し、販路拡大を狙うこと、
である。
大分県大分市青崎一丁目3番42号
097-578-6156／097-578-6157
http://www.trytec-japan.com/
代表取締役 竹﨑 博

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

2005年
1,000万円
29人

ものづくり

世界大手高炉メーカーからも技術が認められ、海外展開を加速
回転式PCバーナーは、国内実績が高く評価され、海外の大手製鉄メー
カーにおいてテスト導入が決定する運びとなった。
その他の海外大手高炉
メーカーとも戦略的な提携を締結し、海外展開を加速している。取引におい
て、世界各国で特許出願中（既に4か国で特許取得）であることが強みと
なっており、海外展開においても知財を経営戦略として有効に活用してい
る。海外大手製鉄メーカーとの取引獲得は、
日本の中小企業としては快挙
と言える。

同社が海外にも誇る回転式PCバーナー

ビジネス、雇用などのモデルとなる取組みで、地域経済を活性化
モノづくり産業は重要な地域資源。大分臨海コンビナート地帯の大手製
鉄所に当社テスト製品が採用されたのが起業のきっかけで、その後も、製
鉄所、
コンビナート企業の課題解決に取り組んだことが現在の飛躍に繋
がっている。近年では県内中小企業と連携、IoT活用プロジェクトに参画す
るなど、
他社との連携により大型案件も受注。従業員数もこの5年間で20名
以上増加しているが、今後も雇用を計画している。知財活用、海外展開、雇
用などで地域中小企業のモデルとなって、地域経済を活性化している。

同社の発展を下支えする従業員の姿

長年培った経験で医療分野へ新規参入し、企業価値を向上
異業種交流会での出会いをきっかけに、新分野へのチャレンジとして、国
立大学医学部と連携して、世界初となる医療機器を開発中。具体的には、鏡
視下手術で用いられる硬性内視鏡スコープのレンズを、体内で術中に洗浄
する装置の開発に挑戦。未だ世界で実用化されたものは無い、
「 医療業界
の有名課題の1つ」
を解決する。特許も取得済みで、非臨床試験、認証等を
経て、上市を目指す。長年培った経験で、医療分野でも社会に貢献する企業
として、
企業価値の向上を図っている。

特許を取得した硬性内視鏡スコープレンズ
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株式会社ワンチャー

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大分県豊後高田市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

世界各国の技術を活用した高付加価値商品
伝統技術の発掘に外国人留学生を活用
2002年に米国に法人を設立し、海外の文房具類の輸入や日本の文房具の輸出業務
を開始。2011年に同社を設立し、米国法人の業務を移管した。国内メーカーの万年筆
の卸売をしていたが、近年は、
自社ブランドの万年筆、時計、鞄等の製造も行っている。
ま
た、外国人材を積極的に採用して、世界の技術を組み合わせた、
オリジナリティのある万
年筆を製造・輸出しており、他社製品との差別化に努めている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

大分県豊後高田市高田宮町862-3
097-824-0588／FAX番号なし
https://jp.wancherpen.com/
代表取締役社長 岡垣 太造

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2011年
10万円
7人

ものづくり

高付加価値の商品割合を高めていく
同社の強みは自社製品を企画・製造して販売することである。
「安いから
海外」
ではなく、
その国ならではの技術を活用することで、付加価値が高い
商品を顧客の手に届けるとともに、海外の知られざる技術を知ってもらうこ
とを意識している。
まだ既存製品の卸販売が占める割合が大きいが、将来
的に高付加価値の自社製品の割合を徐々に高め、世界各国に販売していく
ことを考えている。
雑誌（Made in Japan世界へ！）
で紹介

クラウドファンディングを活用した資金調達
高級万年筆「夢 万年筆」の開発をするために、2018年にクラウドファン
ディングによる資金調達を実施した。
これは、立命館アジア太平洋大学出身
の外国人社員の発案による初めての試みであった。1本数万円と高価格帯
にもかかわらず、欧米や東南アジアの海外投資家を中心に、約700名から合
計約3,000万円の資金調達に成功した。
この資金を活用して、
日本の漆塗りや蒔絵を施したものを含む、6種類の

高級万年筆「夢 万年筆」

万年筆を開発。
将来的には一般販売も視野に入れている。

元留学生が開拓した販路を活用して輸出
以前はECサイトを活用して、国内メーカーの文房具類を米国や中国等に
輸出していた。近年は、海外の販売代理店や同社のウェブサイトを通して販
売・輸出している。販売代理店は、同社で勤務経験を積んだ元留学生が運
営しており、商品についての理解がある。
また、既に同社とは信頼関係が構
築されていることから、
トラブル等を気にすることなく安心して取引できる
のが強みである。現在、売上全体の約70%が輸出によるものである。
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社員登用した外国人留学生

株式会社教育情報サービス
宮崎県宮崎市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

他に類を見ない簡便で安価なeラーニングシステムで
開発途上国と日本の地方をつなぐ教育系IT企業
「世界のどこでも誰でも教育を受け、教育を発信できるシステムを創る」
というビジョ
ンのもと、
日本国内はもとより世界にその活動域を広げている。主な事業は
「ソフトウェ
ア開発」
「教育支援」
「海外事業」
の三つを軸にしており、ICT活用による顧客の課題解決
を行っている。
また地域の人材や海外の人材も積極的に雇用するとともに、
「地域と海外
を結ぶ」
ことにより地域経済に波及させ、産学官連携の取り組みによる地方創生の電源
地となっている。
宮崎県宮崎市橘通西3丁目10-36
ニシムラビル6F
● 電話／FAX 0985-35-7851／0985-35-7852
● URL
http://www.e-kjs.jp/
● 代表者
代表取締役社長 荻野 次信

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地

2008年
645万円
21人

サービス

JICA事業を通した途上国支援につながるソーシャルビジネスの構築
平成26年、JICA中小企業支援策（案件化調査）の採択を受け、バングラ
デシュのIT技術者向けのeラーニングシステムを構築。現在、現地の企業や
大学などへの事業拡大を行っている。
また、
バングラデシュのIT人材を宮崎
の企業に紹介するための子会社を設立した。更に平成28年からはJICAの
同スキームを活用してアフリカのケニアに進出。現地パートナー企業との
協業により出版社、政府機関（労働省）、大学への販売を予定している。
独自のeラーニングシステム
「ThinkBoard」
の操作指導（バングラデシュ）

途上国の人材を活用した地域活性化への産学官連携の取り組みの中核
平成29年11月に宮崎大学、宮崎市、宮崎市内IT企業及びJICAが参画す
る
「ミヤザキ－バングラデシュモデル」
と呼ばれる事業が始まった。
この事業
は、
バングラデシュの高度IT人材が現地で日本語を学び、
その後、留学生と
して宮崎に渡航。宮崎大学で更に日本語を学びながらIT企業でインターン
シップを行い、その企業に就職するというものである。同社はバングラデ
シュでの事業経験を活かし、
この産学官協働事業の中核企業として活躍し
ている。

宮崎に就職したバングラデシュ人IT技術者
の歓迎会（教育情報サービス会議室）

技術力を生かし、出版社や外国企業との協業で新たな教育サービスを構築
平成29年、同社は大手教科書出版社の啓林館やバングラデシュの企業
と協業し、
インターネットを用いた英文添削システムを構築した。
これは啓
林館の英作文用教科書の設問に対して生徒がネット上で英作文を提出し、
バングラデシュの英語人材が添削を行うサービスである。平成30年度はリ
リース直後にもかかわらず、進学校を中心に15校（3,000人以上）
の採択を
得ており、
平成31年度は50校、約1万人の採用を見込んでいる。
英作文添削サービス
（スマートレクチャー・
コレクション）
のイメージ
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福山黒酢株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

鹿児島県霧島市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

杜氏手造り黒酢を主軸に事業を多角化
醸造ノウハウを活かしクラフト発泡酒を開発
同社は
「10年先の健康を願い、毎日を励ます杜氏手造り黒酢」
の製造・販売を主事業
とする
「黒酢の伝道師・醸造メーカー」。
また、黒酢を使用した加工食品製造や日本初の
黒酢本舗によるレストラン経営を行っている。近年、天然壷づくりの黒酢醸造で培ったノ
ウハウや、同社独自の製麹技術を利用して上質な本格クラフト発泡酒を醸造し、販路開
拓に着手している。更に
「壷づくり黒酢」
の特徴である
「長期熟成・健康・壷づくり」
をテー
マに独自のクラフト発泡酒のブランド化にも挑戦中。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

鹿児島県霧島市福山町福山2888
099-218-8345／099-220-8546
https://www.kakuida.com/
代表取締役 津曲 泰作

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2003年
1,000万円
136人

ものづくり

地域資源の黒酢を活かした商品開発で鹿児島県の観光事業に貢献
鹿児島の壷づくり黒酢は、江戸時代から200年続く伝統製法。同社は、地
域資源である黒酢を活用した加工品の開発を進め、2010年の地域資源認
定事業ではフルーツ黒酢をはじめ、黒酢のドレッシング・マヨネーズ・ぽん
酢などの調味料等を商品化した。
また、地元の焼酎会社と連携してフルー
ツ黒酢を使ったリキュールの開発を進めている。
同社の黒酢レストラン
「黒酢本舗 桷志田」は13年目を迎え、九州のみな
らず、本州やアジアからのツアー客も増えており、年間来場者が20万人を超
える鹿児島の新たな観光拠点となっている。

黒酢から作られた商品の数

熟成技術と原料へのこだわりで新たな酢を開発し特許取得
同社は、壷づくりの伝統は守りつつも原料や熟成技術に拘った製品づく
りを検討してきた。
例えば、有機玄米や有機大豆など良質な原料を使用し、通常半年～1年
の熟成期間を3年にまで伸ばし、長期熟成黒酢として付加価値の向上を実
現した。尚、同商品は大学との共同研究により、通常よりもアミノ酸が多い
ことが明らかになっている。同社は、更に改良を加え、原料に大豆を加える
ことでアミノ酸を多く含む酢の開発に成功した。

黒酢を熟成している様子

韓国やシンガポール等アジア地域を中心に黒酢製品の販路拡大
同社の海外事業部は、現在2名体制（取締役1名とインバウンド担当者1
名）で海外販売に対応している。尚、韓国では、現地の輸入会社を介して、
ロッテ百貨店、新世界百貨店、現代百貨店などの高級ホテルの健康食品売
り場で黒酢商品を展開している。
また同社は10年前から定期的に黒酢の輸
出を行っているが、
シンガポールでは、現地の輸入会社100%出資の子会社
で黒酢専門のカフェ
「KAKUIDASカフェ」
をオープンさせた。
「KAKUIDASカフェ」
の様子
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小正醸造株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

鹿児島県日置市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

本格焼酎の製造技術で積極的な海外展開
ウイスキー事業への参入で新たな挑戦
明治16年に初代・小正市助が創業した酒造メーカー（昭和28年に法人化）
である。現
在は4代目の小正芳嗣社長の強力なリーダーシップのもと、焼酎やリキュール類の製造
を行い、国内はもとより世界各国に販路を拡げている。高い技術力と商品開発力を強み
としており、
これまでもISC2016（世界的な酒類品評会）等で最高賞を受賞した経歴を
持つ。最近ではウイスキーやGIN等の製品開発にも取組むなど、全社一丸となって
「薩
摩蒸留酒文化の創造」
を目指している。
鹿児島県日置市日吉町日置3309番地
099-292-3535／099-292-5080
http://www.komasa.co.jp/
代表取締役社長 小正 芳嗣

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1953年
3,000万円
119人

ものづくり

世界に通用する高い技術を強みとした積極的な海外展開
かねてより焼酎の海外展開に積極的に取組み、
中国やタイをはじめ25ヶ
国に輸出を展開してきた。平成23年に本格焼酎メーカーとして初の芋焼酎
テイスト飲料「小鶴ZERO」
の販売を開始。県産のコガネセンガン
（芋）
の豊
かな香りを封じ込め、味わい深い芋焼酎テイストに仕上げた結果、戒律で
酒が禁止されているイスラム圏にも波及し、各国の日本料理店で高評価を
受けている。
また、新規参入を果たしたウイスキーについては、2020年秋以
降、
欧州向けに本格的な出荷を開始予定である。

ノンアルコール芋焼酎「小鶴ZERO」

地域のさつま芋生産農家と一体となった焼酎づくりの推進
同社では、生産農家の「顔」が見える芋焼酎造りに取組んでおり、原料と
なるさつま芋の全量を県内の契約農家から調達することで生産農家の所
得安定化に大きく貢献している。平成13年度「農林水産祭」
で天皇賞を受
賞した東馬場伸氏が生産する高品質な甘藷を一手に引き受けて生産する
「蔵の師魂」
・
「眞酒」
は、同社を代表する高品質焼酎である。
また、同社の商
品は、地元日置市のふるさと納税返礼品にも採用されており、税収向上を
通じた地域発展にも貢献している。

かめ壺貯蔵の本格焼酎「蔵の師魂」

県産大麦を活用したウイスキーの付加価値向上に向けた取組み
これまで、
ウイスキーの原料となる大麦は、多くの国内製造とメーカー同
様にスコットランドからの輸入に依存してきたが、
他社との差別化を強化す
るために、今後は鹿児島県産の大麦を積極的に導入していく予定である。
海外産の大麦と比較すると倍以上のコストを要するものの、原料芋の契約
農家に裏作として大麦の生産を要請し、導入拡大を図っていく。
これにより
国産ウイスキーとしての更なる付加価値の向上を図るとともに、原料農家
の所得向上にも一層貢献していく意向である。

ウイスキー製造所「嘉之助蒸留所」
を新設
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株式会社ミヤギパッケージ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

沖縄県豊見城市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

付加価値の高いオリジナル自社商品を開発
海外販路の開拓ならびに販売体制の構築
1952年創業し60年以上にわたって、沖縄の包装、梱包資材を手がけてきたパッケー
ジ会社であり、
お客様のニーズに応える環境整備のため、2007年には本社工場機能を
移転。
箱だけに限定せず、包装関連全般を手掛け、企画やプロデュースまでのすべてをトー
タルプロデュースし、顧客の商品の個性を最大限に引き出すデザインと機能性で段ボー
ルやシール、
ポスター等の数多くの商品を取り扱っている。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

沖縄県豊見城市豊崎3-30
098-851-1185／098-851-2185
http://mp1185.jp/
代表取締役 宮城通治

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1972年
3,623千円
98人

ものづくり

「ORiGAMi SAMURAi」
による海外販路を開拓
海外展開にあたり、
フランス・パリで行われた国際見本市のメゾン・エ・オ
ブジェに
「ORiGAMi SAMURAi」
を出展した。
「ORiGAMi SAMURAi」
を
欧州をはじめアメリカ・フロリダのディズニーワールド等、
世界5カ国へ販売
し、海外への販路を開拓。2社の現地企業と代理店契約を行い、海外での販
売活動を行う体制を構築した。現在は欧州を中心に、美術博物館や有名百
貨店などに出展し、
「ORiGAMi SAMURAi」を切り口として、本業である
パッケージ製造も含めた事業の販路開拓を行っている。

メゾン・エ・オブジェへの出展風景

沖縄発JAPANブランドとしてインバウンド需要を取り込み
外国人に認知度の高いサムライの鎧兜をモチーフにした甲冑型ペーパク
ラフト
「ORiGAMi SAMURAi」
を自社開発した。海外での認知度向上を受
けて、
日本国内でも有名百貨店での展示会やイベントへの出展・販売、羽田
空港での販売などでの販路を開拓し沖縄発JAPANブランドとしてインバウ
ンド需要を取り込んでいる。
ものづくりフォローアップ事業で募集される県内外展示会へ出展し、県
内支援機関が募集する補助事業等の活用により、
販路拡大の機会を増やし

ORiGAMi SAMURAi

ている。

デザインと3D加飾機による高付加価値化
同社の強みであるデザイン性やユニークなパッケージ技術力と、
ものづく
り補助金で導入した3D加飾加工機により細やかなデザインを高付加価値
商品として提供することが可能となった。外注が必要な場合もあった3D印
刷、箔押し、細かなニス盛りに加え、従来は表現できなかった金箔加工など
を内製化し、外部に頼らず3Dによる魅力的な視覚効果と触覚効果のデザ
インによる商品を提供できるようになった。
3D加飾加工
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有限会社宮城菓子店

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

沖縄県石垣市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

ヒット商品を作り続ける石垣島の
菓子業界リーディングカンパニー
石垣島で95余年続く、老舗の菓子メーカー。地元の農作物、歴史文化といった地域
資源の活用にこだわったオリジナル菓子を中心に製造している。石垣島定番商品「石垣
の塩ちんすこう」
や、伝統菓子「くんぺん」等は土産品としてだけでなく、広く県民に愛さ
れている。石垣島における菓子製造業界のリーディングカンパニーとして、妥協しないも
のづくりでヒット商品を作り続ける。伝統を守りつつも新商品開発にも意欲的で、
そのた
めの設備投資や人材育成に積極的に取組んでいる。
沖縄県石垣市字石垣727-1
0980-83-4833／0980-83-4877
miyagikasiten.com
代表取締役 宮城 龍二

● 設立
● 資本金
● 従業員数

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1922年
900万円
31人

ものづくり

伝統的琉球菓子を現代ニーズに合わせた『新・琉球菓子』の展開
「石垣の塩ちんすこう」
は従来の伝統菓子である
「ちんすこう」
の味やパッ
ケージを一新して沖縄の人気観光土産品に育てた。
琉球伝統菓子
「くんぺん
（まんじゅう）」
を三重包餡にしたり、沖縄産EM牛乳を使用したしっとり感
のある食べきりサイズの
「ミルクくんぺん」等、
これまでの
「くんぺん」
の常識
を覆し、
人気商品となっている。
平成28年「地域資源を活用した
『新・琉球菓子』
の開発販売事業」
として、
地域産業資源活用事業の認定を受けた。

「石垣の塩ちんすこう」
と
「ミルクくんぺん」

設備投資と自社店舗で、付加価値向上と需要拡大につなげた
需要を拡大するため、北海道産バター、石垣の塩、波照間島の黒糖、沖縄
産EM牛乳等、素材にこだわった付加価値の高い製品を製造している。機械
装置の刷新で三重包餡を可能にしたことで、
これまでは自社で作れなかっ
た新商品の開発に成功すると同時に、生産効率を飛躍的に向上させ、価格
を抑えることができた。
こだわりの商品を自社店舗で販売し、作りたてを食
べてもらえるような取組により、需要拡大にしっかりとつなげることができ
た。

自社店舗

自社ブランドを中華圏へ展開予定
2年後海外展開を目指し、準備を進めている。平成30年、初めて海外バイ
ヤー等が参加する
「沖縄大交易会」に参加。現在香港の商社と商談が継続
中で、包材メーカーに依頼して包材のすり合わせを行なっている。沖縄本島
の糸満市西崎に、工場用地（700坪、床面積350坪）
を確保しており、2020
年着工、2021年稼働予定。新工場から海外に向けて、国内で実績をあげて
きた自社ブランドの焼き菓子を輸出する計画がある。
現在の本社工場作業風景
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ベナスタス株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

沖縄県沖縄市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

地域資源を活かした、
ブランド商品を開発
地元にも根差した社会貢献への取組み
一般消費者や県内のリゾートホテル、
スパなどに向け、天然由来の素材や沖縄の自然
素材を原料にした石鹸やバスソルト
（入浴剤）、
アロマ系商品、
ホテルアメニティ等の化
粧品製造・販売を手掛けている。近年では、設備導入により石鹸やバスソルトの生産量
を向上させ、機会損失の改善や新製品開発にも力を入れている。今後は沖縄発のアメニ
ティ品という強みを活かし、県内リゾートホテルへの取引増加や、直店舗とECサイトで
の販売増加、海外展開なども目指している。

需要獲得

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

沖縄県沖縄市中央2-6-46
098-934-7627／098-934-7628
https://venustus.co.jp/
代表取締役社長 遠山 健夫

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2004年
300万円
13人

ものづくり

地域資源を活かし沖縄発アメニティブランド
「YUKUI」を展開
沖縄リゾートがテーマの「YUKUI」
（ゆったり過ごすという沖縄言葉）
と
いうブランド名で、地域資源活用による沖縄発ブランドの確立を目指し、各
種商品を展開。
「ふるさと名物」補助金を使い試作開発や販促も実施。成熟
する沖縄リゾートとともに成長する天然原材料に拘ったバスアメニティを
中心としたライフスタイルブランドYUKUIは、海水塩、
月桃等のハーブ類、
シークワーサー等から採れる精油等、沖縄地域資源を使って地域に根ざす
独自性を打出し、
グローバル系競合ブランドとの差別化を図る。

YUKUIブランドによるアメニティ商品

上質でデリケートな植物の有効成分をそのまま商品に
市販の多くの石鹸は、加熱して1日で完成する窯焚き製法が主流となっ
ているが、
同社
「La Cucina」
の石鹸は、熱を加えず、
自然発生する40℃程度
の熱だけで作る、
ヨーロッパ伝統のコールドプロセス製法を採用。約2か月
という長い熟成期間を設ける必要がある同製法は、加熱しないことで、上質
でデリケートな植物の有効成分を石鹸に含めることができる。
じっくり丁寧
に、
こだわりのある商品を作ることで、競争力強化・ブランド力向上などによ
り、
付加価値向上へと繋げている。

コールドプロセス製法による上質な石鹸

地元への社会貢献や多様性を目指して、様々な活動を実施
沖縄の資源への貢献という観点からは、沖縄の海洋保護団体への寄付
つきエシカル商品「YUKUI美ら海バスソルト
（全3種）」
を2018年から発売
しており、その売上の一部を沖縄のサンゴ保護活動団体「チーム美らサン
ゴ」
へ寄付している。多様性という観点からは、LGBTフレンドリーを積極的
に推進し、LGBT者の雇用や那覇店でのレインボーフラッグの掲示、那覇市
の
「ピンクドット沖縄」
への協賛などを行っている。
沖縄への貢献を視野に入れた商品も製造
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310

はばたく

中小企業・
小規模事業者

担い手確保

300

社

担い手確保

北海道
ものづくり

有限会社山内バット製材工場
北海道からバットの火を絶やさない
大手メーカーが信頼する検品と安定供給

サービス

株式会社インフィニットループ
優れたプログラマ集団による高品質・高付加価値サー
ビスの提供

ものづくり

株式会社今野鉄工所

地元に眠る潜在人材の発掘と地域教育機関と連携し
たものづくり人材の育成

319
320
321

岩手県
サービス

株式会社上町家守舎
マルカンビル大食堂の運営
上町エリアにおける事業開発

322

宮城県
ものづくり

株式会社 OLPASO

宮城県内企業と連携して技術高度化に貢献
海外展示会出展で世界に向け情報発信

サービス

株式会社ユーメディア

自社主催のプロモーション事業に注力 受託依存からの脱却
全社員が一丸となり「働きを誇れる」企業へ

323
324

秋田県
サービス

株式会社トラパンツ
足もとの課題をアイデアに
人口減少の中心でクリエイターを増やす

325

山形県
サービス

株式会社山田鶏卵

高品質な鶏卵の生産を核に、加工、販売、
サービスまで多角化経営を行う

312

326

担い手確保

栃木県
ものづくり

青木製作所

地域企業連携体の運営ハブを目指す
起業コンテストで学生の事業意識を刺激

327

埼玉県
サービス

株式会社ティー･アイ･シー
多様な働き方を実現できる人事制度を整備
研修も充実させ社員の高い定着率を確保

328

東京都
サービス

株式会社菊屋

パートスタッフを有効活用。正社員との格
差をなくし裁量をあたえ店舗経営で活躍

サービス

株式会社 e-ﬂat

従業員への権限移譲や女性人材・ベトナム
人材の有効活用により事業拡大に対応

329
330

神奈川県
サービス

向洋電機土木株式会社
社員の「働きやすさ・働きがい」を高める
環境を整備して、受注数や売上を増やす

331

新潟県
ものづくり

有限会社長谷川挽物製作所

「作る人を育て続けること」をモットーに
難切削材加工に挑戦し続ける企業

332

石川県
サービス

株式会社クラスコ

自社開発の IT ツールで生産性が 2.2 倍
やりがいが得られる職場で成長意欲が向上

313

333

担い手確保

山梨県
ものづくり

藤精機株式会社

多様な人材確保とものづくり技術の向上
により、あらゆる精密金属製品を実現

サービス

ジット株式会社

リサイクルインク事業を通して社会貢献
雇用を促進し働きやすい労働環境を実現

334
335

長野県
ものづくり

株式会社平出精密

地域や取引先との連携による後継者育成
人材の担い手確保とキャリアアップ支援

336

岐阜県
ものづくり

株式会社関ケ原製作所
会社は社員一人ひとりが輝く「人間村」
①学び舎、②技術村、③文化村で人材育成

337

静岡県
ものづくり

株式会社山崎製作所

女性社員の活用と自社ブランドの立上げ
社員各自と全社員・会社の思いを合わせる

ものづくり

株式会社山本食品

「わさびを、もっと、おもしろく」
WASABI 本来の味を引き出す「鋼鮫」の開発・販売

338
339

愛知県
サービス

株式会社くわこや

先進的な働き方改革で女性活躍を推進
やる気を引き出す経営で感動をシカケる

314

340

担い手確保

三重県
サービス

株式会社クラユニコーポレーション
顧客本位の製品サービスの継続的提供
担い手確保の人材育成と労働環境整備

341

京都府
ものづくり

二九精密機械工業株式会社
トップクラスの高精度微細加工技術を
生み出すダイバーシティ経営

ものづくり

マイクロニクス株式会社
従業員が働きやすい職場環境を整備
企業価値向上と地域との関係性強化

342
343

大阪府
サービス

株式会社アスコット

先駆けた働き方改革で毎年新卒採用達成
成功を共有し、やる気と一体感を引き出す

サービス

株式会社友安製作所

多様な人材を活用したダイバーシティ経営を実現
企画・制作・販売までの社内一貫体制

ものづくり

高石工業株式会社

多様な人材活用と将来を見据えた若手登用
創業 70 年の技術蓄積で独自の新技術開発

ものづくり

株式会社中農製作所
社員一人ひとりを尊重した経営の実現
ものづくりを支える人材の雇用・育成

サービス

株式会社大都

卸売業から小売業へ業態転換に成功
フラットな組織や委員会制度で社員が自律

344
345
346
347
348

兵庫県
ものづくり

佐藤精機株式会社

ワークライフバランスに重きをおいた経営の実践
個人に対する教育支援による従業員士気向上

315

349

担い手確保

奈良県
ものづくり

合同会社ヴァレイ

日本の縫製業を次世代に繋ぐ仕組みを構築
縫製技術・労働意欲の向上を積極的に支援

サービス

株式会社ルビー

350
351

経営革新で魅力ある企業へ変身
人として成長する社員教育に注力

広島県
サービス

広島管財株式会社

ありがとうがいっぱいの総合ビル管理
「感謝」をもとに「ありがとう経営」

352

徳島県
サービス

株式会社ときわ

社員の声を取り入れた透明な経営の実現
働きやすい職場環境の積極的な整備

353

香川県
ものづくり

有限会社広野牧場

事業承継した社長による主体的な経営の実現
社員の積極的な雇用育成と労働意欲向上

354

福岡県
サービス

油機エンジニアリング株式会社
建設機械アタッチメントのレンタル・修理・販売
メセナ活動の一環としてレストラン経営

355

長崎県
ものづくり

株式会社日本ベネックス
既存事業の強みを活かした新事業と
多様な人材採用・育成、地域貢献

316

356

担い手確保

熊本県
ものづくり

株式会社お菓子の香梅
職人技術の継承と働きやすい職場づくりで
飛躍する熊本県のトップ老舗菓子メーカー

357

宮崎県
サービス

株式会社新原産業

畜舎、農畜産設備資材のトータルプランナ
ーとして、畜産業界の未来の創造に貢献

317

358

318

有限会社山内バット製材工場
北海道中川郡本別町

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

北海道からバットの火を絶やさない
大手メーカーが信頼する検品と安定供給

担い手確保

北海道本別町に所在するバット用製材製造企業。かつて北海道に木製バット用原料
が豊富にあったことから関連企業が約60社も存在したが、原料不足や海外メーカーと
の競争等により淘汰され現在は3社まで減少。同社は「北海道からバットの火を絶やさ
ない」
という熱意のもと、社員全体の技術伝承を追求することで大手メーカーが求める
品質・価格・納期を徹底的に守り抜き、国内唯一の素材供給拠点としてその地位を獲
得。大手メーカー、
プロ野球選手、野球少年、指導者等から高い評価を獲得し続け、
プロ
野球用バットの国内素材供給シェア約7割を誇る少数精鋭の職人企業。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

北海道中川郡本別町北6丁目
0156-22-5737／0156-22-3633
―
代表取締役 山内 淳一

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1962年
1,000万円
10人

ものづくり

大手メーカーが信頼を寄せる仕入れから製造まで徹底した検品と安定供給
国内外の原木市場で何千本と並べられた丸太の中から、1本1本木目や
年輪、
キズ等を見極めることで良質な原料を獲得。
メーカーや製品によって
異なる細かい基準に沿って原料選別、天然乾燥、加工を施し各社に供給し
ている。
年間延べ10万本も生産される全製品に対して、工程ごとに徹底した検品
を行うことで
「確かな品質」
と
「安定供給」
を実現し、
プロ野球選手等にバッ
トを供給する大手スポーツメーカーから高い評価を獲得している。

海外仕入の様子

若手からシニアまで高い能力水準を実現する人材育成
地元を中心に若者からシニア、
女性までバランスよく人材を確保。
採用面で
は、
同社の事業内容や人材育成手法が口コミで広まっており、
募集を出さずと
も人材が集まる小規模企業の鑑。
全社的に若手社員の育成に取り組み、
原木
の目利きや加工技術を先輩社員が丁寧に指導しているほか、
海外での原料仕
入を若いうちから1人で経験させる等、
早期に高い能力を習得できる環境が整
備されており、
社員能力の平準化を確立。
後継者育成にも注力しており、
顧客
とのネットワーク構築や経営ノウハウの伝承を社長とマンツーマンで実施中。
後継者は廃材を活用した新事業を検討する等意欲的な承継を実行中である。

若手社員への原木目利き指導の様子

社員の質的向上を引き出す労働環境整備
利益は惜しみなく社員の給与に分配する経営を行っており、
収益が向上し
た場合には、向上した分を翌年度の昇給に充てるなど社員の意欲向上に努
めている。
また、
そうした経営手法から新規採用者の年収は同業種の平均年
収を上回る水準が設定されている。
さらに残業が極力少なるような人事配置を行うとともに、
年間有休取得数
を最初から決めずに個人の希望に対して全て有休扱いにする独自の有休休
暇制度を行うなど、
社員が仕事だけでなく私生活も充実できるような環境を
整備していることから中途退社もほとんどない。
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若手社員への製品加工指導の様子

株式会社インフィニットループ
北海道札幌市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

優れたプログラマ集団による高品質・高付加価値サー
ビスの提供
自らもプログラマである現代表者が2007年に同社を設立した。在籍するプログラマ
が自由な発想で存分に実力を発揮できるよう、社内環境・福利厚生を整備している。高
い技術力を持つプログラマ・エンジニアが多く在籍することが強みで
「最先端の最後尾
を独走する」
を社是とし、
「手の届く技術をアイデアで紡ぎ、他社に追随を許さない自分
達なりの最先端を生み出す」
ことを目指している。特に、近年、新領域としてVirtual

● 所在地

北海道札幌市中央区北一条東四丁目1 ● 設立
番地1 サッポロファクトリー1条館3階 ● 資本金
● 電話／FAX 011-271-1118／011-271-1118
● 従業員数
● URL
https://www.infiniteloop.co.jp/
● 代表者
代表取締役 松井健太郎

担い手確保

Reality分野への事業展開を積極的に行い、注目度は高い。
2007年
1,000万円
117人

サービス

多様な人材採用と円滑な社内コミュニケーションの実践
年齢・性別・学歴・国籍不問で社員を積極的に採用している。
また、
北海道
へのU・Iターン採用を積極的に実施し、将来、独立を考えているエンジニア
を歓迎。年齢や役職を排除して実力で勝負できるフラットな組織作りを常
に意識している。
また、実力・成果重視としながらも周囲の社員からの評価
を反映する相互評価制度を採用して公平性にも配慮。雇用環境改善や働き
やすい職場作りでも多くの取組を行っている。加えて無料の社内自動販売
機、年4回の食事会、部活動等、福利厚生も充実させ、社内のコミュニケー

札幌本社エントランス

ションを円滑にしている。

柔軟な働き方の実践と、社員のモチベーション向上の実践
フレックスタイム制で、個人の事情に応じた柔軟な働き方を推奨。
また、
チーム制で業務を進めることにより風通しの良い職場環境を構築し、職場
内チャットを用いたコミュニケーションを活用しながら業務を進めること
により、社員がそれぞれの立場で業務への貢献を感じられるような経営を
行っている。半年に一度、上司との打合せを通じて定期的に業務の進捗を
確認。
それにより、双方向の理解が高まり社員のモチベーション向上に繋
げている。

議論もコミュニケーションの場

切磋琢磨した技術力の向上
高いレベルが求められるIT開発環境に身を置くことにより、
プログラマ
の技術向上を実践している。
スピード感が重要なプログラミング現場にお
いて、週1回ペースでの社内技術勉強会や新人同士によるブラッシュアップ
勉強会によりそれぞれの技術レベルの向上に努めている。
また、将来的に
独立を考えているエンジニアの積極採用や、技術力が認められるアルバイ
ト、
契約社員の正社員への雇用変換も実施。
顔を合わせられるワンフロアのオフィス
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株式会社今野鉄工所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

北海道室蘭市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

地元に眠る潜在人材の発掘と地域教育機関と連携し
たものづくり人材の育成
昭和37年に鍛造、
製缶工事を主体として創業し、
大手鉄鋼メーカー納入品を主に機械切
削、
製缶鍛造工事を拡大した。
現在、
機械加工と製缶加工の2部門体制で、
大型鋼構造物製
造では材料調達から納入までの一貫生産が可能で、
コストを抑えた製造に強みがある。
最
も得意な厚鋼板曲げ加工は最大厚120mmまで対応し、
大手鉄鋼メーカーと同等の加工
技術がある地域唯一の企業である。
近年は、
人手不足対策として女性を積極採用し、
育児

担い手確保

と仕事を両立できる勤務時間や休日の設定により働き方改革を男女問わず実施している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

北海道室蘭市港北町1丁目25番地33
0143-55-7802／0143-55-7844
https://k-konno.com/
代表取締役 今野 香澄

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1962年
1,000万円
26人

ものづくり

女性が安心してものづくりに挑戦できる環境づくり
代表者
（女性）
の方針から、
ものづくりに興味があることのみを応募要件に、
女性
限定の新規募集を実施している。
募集開始から毎年採用し、
現在までに4名を採用
した。
次年度も自社ではインターンに参加した女性1名が採用予定である。
採用にあ
たっては、
代表者の子育てをしながらの業務経験から、
子育てを応援するため、
有
給休暇の取得や早退にも優先的に対応する仕組みを確立した。
現在では、
この仕
組みを男性にも適用し、
会社全体で子育て応援体制を構築した。
女性技術者への
教育は、
機械加工に関する基礎知識や図面の見方など基本技術から指導している。

新人育成実技講習を修了し精進する
女性技術者

技術・技能の積極的習得の推進による多能工化
技能・技術をステップアップさせるため、
男女問わず能力開発セミナーへの参加を
促進しており、
実践的な加工をはじめ、
CAD/CAM技術や品質改善のための計測デー
タ処理、
統計解析実践技術など、
多様なスキルアップ研修で従業員の潜在能力を発
揮させる育成を実施している。
従業員の多能工化を進めることにより、
業務の偏りへ
の柔軟な対応や得意を活かせる配置の実施など生産性向上に努めている。
この取り
組みは技能継承にあたる指導者の育成促進と技能指導活動の充実にもつながる。
ものづくり技術はやる気と素直さが大切

航空機産業への新規参入の挑戦
室蘭市では、
地域企業の航空機産業への参入促進に向けた取組を進めて
いる。
新たな需要獲得のため、
これまで培った技術力をもって、
航空機産業へ
の参入に向けてものづくりに対する前向きなチャレンジ精神で積極的に取り
組んでいる。
現場改善の一環として
『良い流れづくり』
を
「VSM」
手法で取り組
んで作業改善を図ってきた。
「北海道航空ビジネス検討会」
にも参加するとと
もに、国が行う航空機産業の川下企業とのビジネスマッチングにも応募し、
航空機産業の特徴である高品質製品へ挑戦することで、
既存製品の品質向
上や従業員の意識改革に取組み、
付加価値向上に努めている。
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「迅速」
「正確」
「丁寧」
そして 安全第一で
取り組む
『チーム今野』

株式会社上町家守舎

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岩手県花巻市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

マルカンビル大食堂の運営
上町エリアにおける事業開発
花巻市の上町商店街にあった
「マルカン百貨店」
が2016年6月に閉店することの発表
を受け、花巻駅近くで
「リノベーションまちづくり」
を営んでいる株式会社花巻家守舎が、
マルカンビル6階の食堂の経営の存続を検討した。
そこで、
「“マルカン大食堂を可能な
限りそのまま残す“と”上町を花巻の産業が育つ町にする”」のビジョンの下、新たに同
社を設立した。翌年2月には、
「マルカンビル大食堂」
として復活させ、行政と
（株）花巻家

● 所在地
岩手県花巻市上町6番2号マルカンビル ● 設立
● 電話／FAX 019-829-5588／019-829-5587
● 資本金
● URL
https://m.facebook.com/marukan ● 従業員数
shokudo/
代表取締役 小友 康広
● 代表者

担い手確保

守舎と連携し花巻の
「リノベーションまちづくり」
を推進している。
2016年
100万円
55人

サービス

雇用のベストミックス
（ベテラン社員と新マネージャー）
食堂経営を可能にしたのは食堂スタッフと経営者を結び、会社のビジョ
ンを推進する責任者として飲食店経営の経験を持つマネージャーの採用で
あった。
また、百貨店の食堂で働いていた従業員を継続して雇用できたこと
も大きな要因になった。再雇用にあたっては1人ひとりと面談し、
それぞれ
の悩みを聞き待遇の改善を図った。百貨店時代と変わらぬ味、変わらぬ雰
囲気、変わらぬ対応ができているのは、
ベテラン社員が新会社のビジョンに
共感して、
共に
「大食堂を残そう」
という思いが一致しているからである。

名物10段ソフトと子供たちの笑顔

「リノベーションまちづくり」
への挑戦！
同社は、
大食堂の運営のほか、
空き店舗所有者と交渉して物件を確保し、
新規事業者とマチッングを行い、
出店をサポートする
「リノベーションまちづ
くり」
に取組んでいる。
その一環として、
花巻市主催の
「リノベーションスクー
ル@花巻」
の開催を全面的にバックアップしている。
この活動を通じて、
新規
事業を行う人をサポートし、
新たなまちづくり人材の育成を行っている。
そ
の結果、
2018年度はマルカンビル周辺でさまざまな業態の4事業が立ち上
がり、
更に2019年度に向けて3物件で事業化を検討中である。

スクール参加者とマルカンビルの記念写真

より良い事業への継続的なバージョンアップ！
本大食堂の復活を、偶然だとか奇跡といわれる場合があるが、
この復活
は、緻密なコストの割り出しや過去の売上げからの収支計算の検討によ
る、事業計画に基づいているのである。
それにより、地元の金融機関などか
ら全面的な協力と支援を得て、資金調達等を行うことができたのである。今
後の事業計画は、更に食堂の収益力の増加と集客力を活かし、
マルカンビ
ルの空きフロアの活用を検討している。
そのための方針は、食堂の顧客と親
和性の高い事業の展開であると考えている。

老若男女が自然と集う大食堂の日常
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株式会社OLPASO

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

宮城県仙台市

需要獲得

ものづくり

宮城県内企業と連携して技術高度化に貢献
海外展示会出展で世界に向け情報発信
2009年に設立。医療現場の人手不足に対応するため、採血等の自動化をとおして各
病院の医療サービスの拡充を目指す。採血管搬送ロボット、採血管準備装置などの製品
の企画、開発、販売を行う。現在は中国、
トルコ、
スペイン、
インド、台湾、
ベトナム、韓国等
へ輸出しており、特に韓国は国内最大規模の病院であるサムソンメディカルセンターへ
大型採血準備装置などを納品している。今後は中東、
ロシア、東欧、南米地域への輸出を

担い手確保

検討している。
● 所在地

宮城県仙台市青葉区五橋1-4-24
ライオンズビル五橋 6F
● 電話／FAX 022-397-9370／022-397-9371
● URL
http://olpaso.co.jp
● 代表者
代表取締役 佐藤 満

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2009年
2,890万円
5人

ものづくり

営業戦略として海外の医療機器展示会に積極的に出展
海外医療展示会に積極的に出展し、
企業姿勢や商品価値などの情報を世
界に向けて発信している。
海外の展示会出展が功を奏して7カ国の企業と代
理店契約の締結に至ったほか、
新規の引き合いも多くなっている。
このような
営業戦略の結果、
中国をはじめとして韓国、
ベトナム、
台湾の大病院への導入
につながった。
具体例として韓国では500床以上を保有する大規模病院や、
ハノイでは軍関係の最大規模の病院へ導入されている。台湾では公立の大
規模病院へ導入されており、
今後もアジアを中心に導入が予定されている。

医療機器展示会

仕入れ・製造など地元企業と連携し、技術高度化にも尽力
部品調達は地元企業からの仕入れをメインとし、製造・生産管理も地元
企業に委託している。
これは各種コストを最小限に抑えることだけでなく、
生産性を高めて地元経済の活性化や協力関係の確立に寄与している。ま
た、県内企業の技術高度化および経営の革新を図り、高度電子機械市場に
おける取引の創出・拡大を目指す「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」
に加盟。県が進める人材確保・育成施策や技術研究開発施策、企業誘致施
策など、
高度電子機械産業の集積を目指した活動にも積極的に参画している。

製造現場

消費者ニーズに合った製品、印字機能を充実させる製品を開発
代理店との連携を生かし、複数回各国の消費者ニーズ調査を実施してい
る。使用環境や病院規模に合わせたサイズ設計・仕様を提案することで、
ユーザーのニーズに合った製品開発を行っている。特に印字機能を充実さ
せる製品を開発している。具体的には自由にフォントを入力できるように設
定することで、
例えば日本語ではなく、
その国の言語で結果を表示する機能
を開発。
このような取組みが幅広いユーザーから支持されている。
また、独
自に海外販路を開拓・拡充し、順調に黒字経営を継続している。
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印字機能充実させる製品

担い手確保
サービス

株式会社ユーメディア

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

宮城県仙台市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

自社主催のプロモーション事業に注力 受託依存からの脱却
全社員が一丸となり「働き方を誇れる」企業へ
同社は、
1960年に印刷会社として創業した。
印刷業界の需要縮小の中、
新事業進出のため、
自社
主催イベントや観光事業開発、
IT戦略・Web部門拡大を図るメディアプロモーション事業を展開。
主
催するプロモーション事業を増加させることで受託業務依存からの脱却を実現した。
主催事業を推
進するために、
多様な経験や知見を持つ社員が必要であったため、
育児・介護等の
「時間制約のある
社員」
の戦力化を目標に掲げ、
全社員で取り組む
「働き方改革」
の取組を促進。
「ワークイノベーショ

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

宮城県仙台市若林区土樋103番地
022-224-5151／022-714-8313
https://www.u-media.jp/
代表取締役社長 今野 均

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

ン委員会」
の設置やリモートワークの導入等を通じて、
「働き方を誇れる成長企業NO.1」
を目指す。
1960年
6,000万円
135人

サービス

「働き方を誇れる成長企業NO.1」
を目指す
育児などの事情で
「時間制約のある社員」
の戦力化しようと、
2015年より2つ
の部会を設置し、
ダイバーシティ経営への取組む。
1つ目が
「女性の視点」
をテー
マに、
女性社員で構成する部会を設置、
年2回以上の
「リフレッシュ休暇・アニ
バーサリー休暇」
の制度化、
有給休暇取得を促進するため、
徹底して
「属人的な
業務」
を無くし、
各部門での情報共有促進を実現した。
また
「育児をする男性の視
点」
をテーマに、
男性社員で構成する
「イクメン部会」
により、
定時退社日
「イクメン
デー」
を宣言、
「イクメンバッチ」
を身に付け確実に退社する仕組みを確立した。

定時退社日
「イクメンデー」
を示す
「イクメン
バッチ」

業務効率化に繋がる情報共有の仕組み
情報共有を促進するため、精神論ではなく、有形の仕組みを導入した。
グ
ループウェアで全社員のスケジュールを公開し、
共有すべき情報を
「掲示板」
に一元化している。
また、
営業フロアに
「コミュニケーションスペース」
「スタン
ディングミーティングスペース」
を設置し、
社員同士が日常の情報交換しやす
い環境を作った。
これらの仕組みによって情報共有とミーティング時間の削
減を実現した。
また、
営業社員を中心にタブレットPCを配布し、
リモートワー
クを導入、
対象社員の時間外労働時間は、
年間で25%の削減に成功した。

営業フロア内のコミュニケーションスペース

挑戦と成長を促す人財開発プログラム
人材育成も一方的な教育ではなく、
全社員参加型で進められる。
毎月1回開催さ
れる勉強会
「U-Lab.」
では、
社員が講師となり、
教える側も教わる側も、
それぞれの立
場で学ぶことを目的としている。
また、
成長著しい若手社員が積極的に経営に参画で
きる機会を増やすため、
新たな中期計画に基づき
「経営活性化部会」
を組織化した。
課長職の社員をリーダーとし、
全部門の若手社員10名が参画する社長直轄の部会
である。
ユニークな取り組みだけでなく、
個人の基礎力を高めるため、
UCDA認定、
印
刷技能士、
ウェブ解析士などの資格取得を推奨し、
受講料の補助を行っている。
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社員が講師になる
「U-Lab.」

株式会社トラパンツ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

秋田県秋田市

需要獲得

ものづくり

足もとの課題をアイデアに
人口減少の中心でクリエイターを増やす
同社は、Web&Movie制作プロダクションとして、2000年に秋田市で創業。代表的な
実績として、秋田県公式ウェブサイトや秋田県観光ポータルサイトなどがある。
企業理念は
「CREATE AKITA」。独自の取り組みで
「ここで働きたい」
と思えるような
仕事づくりと、秋田に雇用を増やすことを目標とし、順調に社員を増やしている。近年で
は、運転代行配車アプリの開発・運用（サービス提供済）、
クマによる人的被害をIoTで

担い手確保

解決を目指すアプリの開発（構想段階）
など秋田県ならではのサービスに力を入れる。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

秋田市旭北栄町1-46
018-883-1909
https://www.torapants.co.jp/
代表取締役 長谷川 敦

● 設立
● 資本金
● 従業員数

2000年
1,000万円
42人

サービス

クリエイターが働きやすい職場づくりを最重要視
クリエイター＝
「なにかをつくりたくて仕方のない人々」が働きやすい環
境づくりを最重要視している。
ビジネスキャリア
（やりたい仕事）
とライフイ
ベント
（結婚や子育て）
を分離思考せず、
両立する風土が定着している。
制度
としては、結婚休暇、妊娠中の休暇、子の看護休暇などがあり、短時間勤務
制度やテレワークも導入。2018年には社内にキッズスペースを整備し
「秋
田市元気な子どものまちづくり企業」
に認定される。
キッズスペース

人口減少の中心は世界の最先端
秋田県は人口減少の最先端。
少子高齢の進む日本の未来地図とも言われ
ている。
そんな地域にいるからこそ、
秋田と世界の技術・歴史・文化を同軸で
体験し、
自分たちのアイデアで、
世界中の田舎に住む人たちにイノベーション
が起こせると信じている。
そのための取組を多数実施しているが、例として
は、
リベラルアーツ研修旅行
「社長と征く報奨旅行タイガーツアー」
「
、海外視
察研修」などが挙げられる。海外視察研修は隔年で実施され、研修先はス
タッフ全員が企画提案者となりプレゼンテーションで決まる。

ユニークな社内イベント

クリエイター育成の虎の穴、
コンテンツスクールの展開
同社では2011年より、
トラパンツコンテンツスクールとして、地域にクリ
エイターを育成すべく、
スクール事業を展開。求職者支援訓練として、厚生
労働省の認定を受けたクラスを開講している。現在まで約1,000人のデザ
イナー・プログラマーを排出し、2011年以降同社の入社スタッフのおよそ4
分の1がスクール出身者であるほか、各地域でクリエイターとして活躍して
いる。2012年からは岩手校を開校、現在は3校でクリエイターを育成してい
る。

コンテンツスクール
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担い手確保
サービス

株式会社山田鶏卵

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

山形市米沢市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

高品質な鶏卵の生産を核に、
加工、
販売、
サービスまで多角化経営を行う
養鶏業として高品質な鶏卵の生産を行っており、
クイックデリバリーを強みとして鶏
卵及び鶏卵加工品流通・販売、飲食・サービスなども含め、6次産業化を展開し幅広い事
業を行っている。
自社卵を扱うカフェ
「ufu uhu garden」
、
憩いの場として整備した
「ufu
uhu FARM」
のほか、米沢の中心市街地にオープンした飲食店「BANK BOOK BAR」
など、多角化経営によりそれぞれの相乗効果を図っている。

山形県米沢市成島町1丁目5-18
023-822-1000／023-822-5250
www.yamada-egg.com
代表取締役 山田 浩樹

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

1975年
2,000万円
78人

サービス

地元農業高校・大学等からの採用と若手社員向け教育の充実
地域密着をモットーに、地元の農業高校から毎年計画的に採用・育成を
行っているほか地元のデザイン系大学からの採用も行い、商品開発や資材
等のデザイン分野において若者の活躍の場を広げている。
また労務の専門
家と連携して社員教育、研修を徹底。
特に若手社員が活躍、
チャレンジできる職場の環境づくりを実施。効果的
なOJT、意見・声・アイデアの吸い上げにより、社内の活性化や生産性向上
につながっている。

若手社員のOJT研修、教育の現場

女性を積極的に採用また管理職へ登用し、経営に生かす
食品の安全と品質管理、衛生管理が同社の高品質鶏卵生産のベースで
ある。
デリケートな鶏の観察、体調管理などには女性の細やかな心遣い、対
応が適している。女性の採用や管理職への登用も積極的。社員の4割が女
性で管理職も多い。
特に鶏舎には女性管理職を配置し集卵後の鶏舎清掃を徹底し日々全羽
を観察して体調をしっかりチェックしている。
また、
カフェなど多角化経営
のなかで女性が大いに活躍をしている。

デリケートな鶏の品質管理を女性が行う

若手社員活性化による経営改善の一例
積極的な若手社員の活性化は社内の生産性向上につながる。同社では
インターネットを使った通信販売にも力を入れているが、以前は、通信販売
では産みたての卵を発送するため短時間での作業を強いられ出荷数量に
限りがあった。
そこで若手を中心にして社内で検討チームを立ち上げ、梱包資材メー
カーとともに作業手順を検証。
自由な意見や改善提案をもとに発送用の箱
を改善することによって出荷数を20%向上することができた。

326

通信販売の箱詰め作業風景

株式会社青木製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

栃木県真岡市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

地域企業連携体の運営ハブを目指す
起業コンテストで学生の事業意識を刺激
自動車関連分野を中心とした治工具の切削加工を主事業としている。最新の装置や
プログラムを駆使した1,000分の1mm単位での精密な部品加工・測定や、製造機械の
設備ライン構築からメンテナンスまでの一貫対応を得意とする。新規事業開発に取組む
とともに、地域からより多く仕入れ、地域外により多く販売する“コネクターハブ企業”と
しての実績を背景に、
「 地域内の同業企業が連携して、品質・生産性の向上、受注の拡

担い手確保

大、信頼性の確保を図る集合体の形成」
を構想し、挑戦している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

栃木県真岡市鬼怒ヶ丘1丁目15番地10 ● 設立
0285-80-1361／0285-82-1053
● 資本金
http://aoki-seisakusyo.co.jp/
● 従業員数
代表取締役 青木 圭太

1995年
10,000万円
90人

ものづくり

同業他社と連携し、
パートナーグループとして活動幅を拡大
事業環境の変化に鑑みて、従来競合してきた同業他社に対する見方を、
ライバルからパートナーへと大転換。
自社の得意案件は自社で手掛け、
パー
トナーの得意案件は任せるような「地域のパートナー企業全体で“グルー
プ”体制を形成し、全体としての対応力および受注量・売上の拡大」
を志向
している。
そこで、
自社が窓口となり、県内外の広範な取引先から案件を一
括して受注し、
パートナーに外注する形で割り振る形態の業務提携を推進
し、
自社とパートナーの安定的な売上確保・売上向上を図っている。

成長を可能にする環境を整備

パートナー企業の社員を自社に受け入れ育成し、信頼感を醸成
業務提携したパートナー企業の後継者や社員を、
自社への出向・派遣と
して受け入れて技術提供したり、
自社の技術担当者をパートナー企業に派
遣して、製品の品質・精度向上や生産性向上・時間短縮に資する加工方法
等を指導することにより、地域のパートナー企業“グループ”全体の育成・技
術向上を図っている。
こうしたパートナーの売上確保と社員育成に向けた
自社の取組み全体が、パートナーとの信頼感の醸成に結びついており、業
績は2017年度において前期比159%の29億円を計上した。

ものづくり技術で想像をカタチに

学生にビジネスプランを考える機会を与えるコンテストの運営
栃木県内の学生にビジネスプラン発表の場を提供する“実践的起業家教
育プログラム”である
「とちぎアントレプレナー・コンテスト」は、2018年度
に第6回を迎えた。社長が県やメディア等に働きかけ自らの資金を提供して
始まったものであり、栃木県内の中小企業経営者の有志が集い運営してい
る。優勝したビジネスモデルのうち4つはすでに企業化されており、応募者
は年々増加傾向にある。本コンテストは、多くの学生の目をビジネスに向か
わせ、
事業の仕組みを主体的に考える機会となっている。
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アントレプレナーコンテスト表彰式にて

株式会社ティー･アイ･シー

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

埼玉県越谷市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

多様な働き方を実現できる人事制度を整備
研修も充実させ社員の高い定着率を確保
同社は、
公共、
医療、
金融、
流通等の社会基盤を支えるｼｽﾃﾑ開発を事業領域としている。
具体的には、地方自治体での介護保険や国民健康保険などの公共分野、地域中核病
院の医療情報連携ｼｽﾃﾑや電子ｶﾙﾃ等の医療分野、電子商取引の基盤となるEDIや金融
取引における認証等の民間分野で幅広い開発実績がある。
また、近年は事業規模の拡大にともない、ﾕｰｻﾞｰからの要望に答えるべく
「より便利で

● 所在地

埼玉県越谷市南越谷1-16-13
日本生命越谷ビル
● 電話／FAX 048-989-2111／FAX番号なし
● URL
http://www.ticstage.co.jp/
● 代表者
代表取締役社長 小河原 清治

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

快適で安心な」
をﾓｯﾄｰに従来の事業ﾄﾞﾒｲﾝから派生したｼｽﾃﾑの開発にも注力している。
1972年
10,000万円
139人

サービス

人材が要の業種で多様な働き方を実現できる人事制度を整備
仕事と子育て等の両立を支援するため、短時間勤務やフレックスタイム
など多様な働き方を実践している企業等を埼玉県が認定する
「多様な働き
方実践企業認定制度」
の
「ゴールド認定」
を受けている。
この制度は、女性が
多様な働き方を選べる企業子育てや介護をしやすくする多様な働き方制
度を複数導入し、過去3か年度で利用実績があること、法定義務を上回る
短時間勤務制度等が職場に定着している、などを要件にして県が調査・認
定している。同社は、働き方改革・ワークライフバランスを推進し、研修の実

社内風景

施や各種規程に反映させることで育児休暇取得率90%以上、育児・介護制
度利用率50%以上、20代社員比率30%以上を実現している。

新卒社員に対するきめ細かな研修を通じて高い定着率を確保
新卒者に対して、
内定期間中から通信教育や希望者への入社前研修など
で情報処理の基礎知識を学び、
その後入社時研修を2か月をかけて行い、
さらに配属先ではOJTで丁寧に指導を受けられる仕組みを整えている。
さ
らに、社員の自律的成長と資格取得を促すため、資格手当も設けている
（情
報処理資格、業種に特化した資格等）。加えて、経営管理や能力開発に係る
研修として中小企業大学校の研修にも派遣する機会を設けている。
この結
果、
この業界の中では特記すべき90%以上の従業員定着率を維持している。

新入社員研修風景

ソリューション提供と運用を通じ環境保全を意識した取組み
CSR活動として、
地球環境問題は企業が果たす経営課題の重要なテーマと位
置づけて、
5つの基本方針を掲げウェブサイトで公開している。
具体的には、
省資
源、
省エネルギーおよび3Rに努めるほか、
同社の提供するソリューションを通じ
お客様の環境負荷低減に寄与すること、
その他、
紙資源の削減、
エネルギーの削
減、
空調設備の温度設定による削減、
エコ電子機器の調達など挙げられる。
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社内にエコロジー加湿器を各所配置

株式会社菊屋

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都東久留米市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

パートスタッフを有効活用
正社員との格差をなくし裁量をあたえ店舗経営で活躍
1949年に吉祥寺にて
「菊屋陶器店」
として創業。食器・キッチン雑貨を中心とした小
売店を関東地方に48店舗展開。
「日々の生活に楽しさと豊かさを」
をモットーに、
日本の
伝統工芸品である和食器の良さを消費者に発信している。
従業員の9割以上が女性かつパートスタッフであり、多様なライフステージに対応す
るため、
パートスタッフでも同一労働・同一賃金、店長等への昇格、人材育成等の働きや

担い手確保

すい環境作りに他社に先駆け注力し積極的な店舗展開ながら人材を確保している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

東京都東久留米市前沢3-12-28
042-420-1275／042-420-1276
http://www.k-kikuya.co.jp
代表取締役社長 宮﨑 浩彰

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1949年
4,900万円
310人

サービス

同一労働・同一賃金でパートスタッフのやりがいを確保
従業員の9割以上が女性の同社では、結婚や出産等のライフステージに
合わせ、
パートスタッフとして労働時間という点で柔軟な働き方を可能にし
た。正社員との格差もなくし、パートスタッフであっても同一労働・同一賃
金、福利厚生の向上、店長等役職への昇格を早くから導入。現在9割以上の
店舗でパートスタッフが店長になっているほか、本社課長も任せている。
や
りがいがある職場のため勤続年数は長く、商品知識豊富な従業員がお客様
に積極的な提案をすることで顧客満足度を高めている。

商品整理を行う女性スタッフ

店長に裁量権付与、各店の経営者兼バイヤーとして活躍
店長には、女性ならではの感性や現場のリアルな声を聞くことで各店の
特色を出した品揃えを期待しており、仕入の2～3割は各店長の目利きを活
かした裁量で対応し、地域事情に応じた各店ごとの特色を出した商品展開
を実践している。
また、パートスタッフと正社員の格差はないのでフラット
な組織体制で、パートスタッフの店長も店舗の経営に責任を持つ。毎月の
店長会議では売上等数値報告、各店の取組み発表、商品知識向上のための
研修等を行い店長の経営者兼バイヤーとしての能力底上げを図っている。

お店ごとに店長裁量による商品展開を実施

人材育成の要は商品知識習得と接客研修
同社が販売する和食器は伝統工芸品の陶磁器であり、
日本全国の窯元
から直接仕入れている。国産の和食器を通じて日々の生活に楽しさや豊さ
を提案する上で、窯元の思いや特長をお客様に伝えることが肝心であるた
め、
もともと食器が好きで入社し知識のある従業員も多いが、更なる商品
知識の習得のため毎月勉強会を実施し、窯元まで行くこともある。
また、小
売業として接客が重要であり、接客研修をするとともに接客ロールプレイン
グ大会に参加し優勝することも多い。

地方まで出張しての商品研修会
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株式会社e-flat

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

東京都中央区

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

従業員への権限移譲や女性人材・ベトナム
人材の有効活用により事業拡大に対応
同社は不動産業や、建築・設計・リフォーム等の事業で培ったノウハウを活かし企画
設計段階からのお客様の資産運用に取組んでいる。太陽光発電事業では、土地探しか
ら発電所の設計・工事まで一貫して行い分譲販売しており、
お客様に手間暇をかけない
スタイルが好評で急成長中である。
また、太陽光設備のメンテナンス会社、植物栽培で
太陽光設備の付加価値を高める農業法人、
メンテナンス・農業人材確保するベトナム人

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

東京都中央区京橋3-6-17
03-3538-1441／03-3538-1440
http://www.east-flat.com/
代表取締役社長 東平 豊三

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

材派遣会社を設立しお客様の期待に総合的に応える事業を展開している。
2010年
3,000万円
11人

サービス

経営への女性人材の活用やベトナム人材の活用を実現
女性の創業社長で経営陣は過半数が女性。女性ならではの木目細かさ
や、少人数体制による柔軟性・行動力を活かし
「お客様の心配事を真っ先に
解決する」
を繰り返すことで、
お客様から高い信頼を獲得している。
また、太
陽光設備の保守を担う株式会社e-karatや農業法人の株式会社e-farmは
人手が必要なため、
株式会社e-personを設立しベトナム人材を自社グルー
プで活用している。e-personでは元ベトナム人（日本に帰化）
の社長がベト
ナム人と同社の双方にとって良い働き方を追求している。

グループの事業を支えるベトナム人従業員

迅速な経営判断や従業員への権限と責任移譲により事業を拡大
同社は創業時から少数精鋭で、社長まで一気通貫で意見を通しやすい
体制となっているため社長の経営判断は早い。
また、従業員一人一人の権
限と責任が大きく、社長自らが実践する失敗を恐れないチャレンジを従業
員にも促しており、
チャレンジ精神をベースに時代を先取りした連続的な事
業拡大を実現している。事業拡大に合わせて、意欲、実力のある従業員はグ
ループ会社の代表や役員に就く機会を与え、従業員の成長を促し継続的な
モチベーションアップにも繋げている。

年頭に従業員と意思疎通を図る東平社長

社内ベンチャー事業による従業員育成及び起業希望者支援
同社は社内ベンチャー事業「e-challenge」
を立ち上げ、従業員や外部の
起業希望者の事業経営力を養う事に取組んでいる。社会に求められている
こと、未来のためになることを
「ビジネス」にしていけるよう、創業者である
社長自らが講師となりセミナーや個別指導を行う他、外部コンサルタント
のセミナーや指導を通じて、事業プランの作成や実践的な経営思考を身に
つける支援を行っている。
マネジメントができる人材の育成・成長を促す仕
組みを作り、
社会への貢献を果たしている。

従業員や起業希望者を指導する東平社長
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向洋電機土木株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

神奈川県横浜市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

社員の
「働きやすさ・働きがい」
を高める
環境を整備して、受注数や売上を増やす
同社は、
スポーツ施設や商業施設、住戸等の電気設備工事を手がけている。
「CS（顧
客満足）
にはES（従業員満足）
やFS（家族の満足）
の向上が必要で、
それを根底から支え
るのがPS（個人満足）
である」
との考えに基づき、独自の働き方改革を推進している。
建設現場でのテレワーク活用では、現場と本社の情報共有を推進し業務効率化を図
る。
この生産性向上によって生まれた時間や経費を、社員の資格取得奨励等に活かし、

担い手確保

社内全体のスキル向上を実現。受注拡大を図っている。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町16-6 ● 設立
045-743-4411／045-743-1994
● 資本金
http://www.kouyo-dd.jp/
● 従業員数
代表取締役 倉澤 俊郎

1965年
3,700万円
39人

サービス

柔軟な働き方が可能な職場づくりを目指し、社内制度を改革
同社では、介護や育児等のライフイベントが発生しても働き続けられる、
柔軟な働き方が可能な職場づくりを目指すべく、社内制度を構築している。
現在、
介護休暇制度や育児短時間勤務制度、
フレックス制度等を整備し、
多
くの社員が活用している。業務の属人化を防ぐためジョブローテーション
も行い、困った時に助け合える環境を整備している。積極的に女性採用も
進め、現在、社員39名中13名の女性が、経理・積算・安全・広報部門に従事
し、
更なる戦力化を進めている。

柔軟な働き方を活かして働く社員たち

業務の関連資格を持つ従業員増加による受注件数の拡大
同社では、
テレワーク活用により生産性が向上し、削減した労働時間や
経費を社員の資格取得推進に充てている。例えば、社内での資格取得講習
会の開催や、会社負担による外部有料講習会への参加奨励等によって、資
格保持者が増加し、会社全体の技術レベルの向上が図られた。
これにより、
受注可能な業務が増え、取引先数や売上も拡大する等、業績にも好影響が
表れている。近年では、
『日産スタジアム』
の電気設備工事等の業務も、受注
するに至っている。

同社で工事を受注した
『日産スタジアム』

建設現場でテレワークを活用し、労働時間と固定費を大幅削減
建設業の特性上、社員は各工事現場と本社、
自宅間を移動しなければな
らず、長時間労働による身体的・精神的負担も大きかった。
そこで、現場事
務所をサテライトオフィス化した事でテレワークを可能にし、移動コスト
（時間、
ガソリン代）や、光熱費、
自動車保険料といった固定費を直近10年
で2割ほど削減することができた。現場や自宅で業務ができる環境を整備し
ていった結果、今では介護や育児等の事情を抱えた社員でも働き続けられ
るような環境を整えることができている。

サテライトオフィス化した現場事務所
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有限会社長谷川挽物製作所
新潟県燕市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上
ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

「作る人を育て続けること」
をモットーに
難切削材加工に挑戦し続ける企業
主に金属材料を切削加工し、一般的なネジ形状から複雑形状まで、各種精密部品を
製造。難切削材として知られるニッケル基合金（インコネル・ハステロイ等）の加工を得
意とし、熟練工技術のデータ化や適合する条件や加工方法の研究により、安定的な製
品供給に成功。
「技術のハセヒキ」
として全国でも高く評価されている。
また、全国の展示
会へ積極的に出展、支援機関と連携しながら燕三条地区全体の技術力をPR。その結

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

新潟県燕市小関681‐18
0256-63-8622／0256-64-3567
http://hasehiki.co.jp/
代表取締役 長谷川 克紀

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

果、
取引先数は約400社に増加、従業員も12名から50名に拡大した。
1953年
510万円
45人

ものづくり

産学官連携も活用したダイバーシティ人材の獲得、育成、活用
同社の社長は、
インターンシップ受入組織「つばめ産学協創スクエア」の
理事を務める一方、新潟大学の
「協創経営プログラム」
を支援、早稲田大学
主催の産研フォーラムでパネリストを務める等、産学官連携での人材獲得
事業に貢献。
インターンシップではタイの留学生を受入れる等、外国人材の
育成にも協力している。
また、従業員の1/3にあたる女性人材の活用に向け
て、女性が働きやすい職場環境の整備や、産休取得者の復帰を後押しする
ため担当業務の改善を行っている。

現場で活躍する女性従業員たち

「社員にとって理想の会社」
を創る
「社員にとって理想の会社を創ること」
を目標に、全従業員に向けてアン
ケートを実施。その内容を踏まえて、
「 明るく清潔感のある綺麗な職場」の
実現に向けた工場・事業所の修繕を行った他、毎年のベースアップ、年間休
日の増加（105日⇒111日）
を実現した。
また、全職員の「会社の目標」
「プラ
イベートの目標」
を社内に掲示することで、
ゴールを明確化しやる気を引き
出すとともに、
お互いを知ることで良好なコミュニケーションが築けるよう
な仕組みづくりに努めている。

明るく清潔感のある職場で生産性アップ

次世代のリーダーを育てる
「品質技術会議」
を実施
「作る人を育て続けること」を経営理念とする同社では、人材育成に尽
力。難削材の製品を安定供給するため、技術の習熟やノウハウを共有する
「品質技術会議」
を週1回実施。若手リーダー6人を中心に①受発注を通じ
た経営スキルの向上、②加工技術の向上、③次世代経営層の育成を研究し
ており、技術面の向上だけでなく、意思決定体制の構築を目的とし、全体の
スキルアップを目標としている。
また、作業工程をマニュアル化し、製造工程
の“見える化”を推進、若手人材の積極的な活用にも努めている。
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若手リーダーによる
「品質技術会議」

株式会社クラスコ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

石川県金沢市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

自社開発のITツールで生産性が2.2倍
やりがいが得られる職場で成長意欲が向上
創業55周年を迎えた石川県の不動産事業者で、2013年に企業名を
「クラスコ」へ改
名している。
不動産の枠組みにとらわれず、
社会に役立つアイデアを次々と生み出す、
「暮
らしのフラスコ」
として、事業内容や企業ブランドを再構築した。
近年はITを積極的に活用したデジタルトランスフォーメーションに成功している。
ま
た、
そこで開発した成功モデルを、業界向けソリューションモデルとしてシステムやサー

担い手確保

ビスとして提供し、業界変革の一翼を担っている。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

石川県金沢市西念4丁目24-21
076-222-1111／076-264-9156
https://www.crasco.jp/
代表取締役社長 小村 典弘

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1963年
8,410万円
97人

サービス

組織構成の見直しとデジタルトランスフォーメーションの推進
平成26年に現社長に事業継承を行い、その社長のリーダーシップのも
と、働き方改革に挑戦した。組織構成を見直したり、不動産業界に特化した
ITツール
（crasco Retech）
の自社開発を進めることで、作業効率が飛躍的
に向上し、全体の残業時間を46%削減、
さらに年間休日も26日増加させて
いる。
その結果、正社員はより創造性の高い仕事に集中することができ、従業
員一人当たりの労働生産性を3年間で2.2倍にまで伸ばしている。

未経験者でも即戦力、賃貸管理マニュアル

社員が成長を実感・やりがいを得られる職場づくり
社員のモチベーションアップと知恵の共有を目的に、年間で最も優れた
仕事の取り組みを発表・表彰するイベント
「クラデミーアワード」
を2015年
より開催している。成長する社員を表彰することがモチベーションアップに
つながるほか、個人の中で留まっていた業務改善のアイデアが全社員に共
有されることで、会社全体の能力の底上げを実現した。
また、
アイデアを全
社員で共有できるイベント
「クラスコンペ」
を開催。
ひとつのアイデアが個人
や会社の枠を超えて、大きな影響を与えている。

イベント活用で個人の知を組織の知へ

属人的なノウハウを見える化し組織の成長を実現
経験者のノウハウをWEBマニュアルやアプリに落とし込み、教育のプ
ラットフォーム
（eラーニング）化をすることで、
「誰でも学べる・できる」仕組
みを構築し、パート社員でも働きやすく成長できる業務環境を整えた。e
ラーニングでは、学習定着率が従来の4倍に向上している。
さらに、4半期に
一度、
目標を達成した社員全員で祝賀会を開催し、
やりがい向上のほか、部
署間を超えたコミュニケーションが活性化するなど、働きやすい環境作り
に取組んでいる。

eラーニングで学びやすくレベルUP実現
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藤精機株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

山梨県中巨摩郡昭和町

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

多様な人材確保とものづくり技術の向上
により、
あらゆる精密金属製品を実現
同社は、精密板金加工（切断、曲げ、溶接）、
プレス金型製作、
プレス加工、切削加工技
術を保有し、試作から量産までものづくりのトータルサポートを行っている。
また、新た
な設備投資により、顧客のニーズに対応した設計・開発提案を推進し、複合機能を有す
る保有設備を活用して難加工材の加工等を自社で完結している。更に、2018年に選定
された地域未来牽引企業としての意識を強く持ち、地域の事業者等に対する経済的波

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

山梨県中巨摩郡昭和町築地新居1648-7 ● 設立
055-275-6644／055-275-5035
● 資本金
http://fuji-seiki.com/jp
● 従業員数
代表取締役 新藤 淳

担い手確保

及効果を図り、地域の経済成長を牽引すべく積極的に活動している。
1968年
1,000万円
89人

ものづくり

新たな事業展開に向けた多様な人材の確保と職場環境の整備
現社長
（2代目）
は、
平成19年に先代より事業を引き継ぎ、
新たな事業展開に向
けて、
若者、
女性、
シニア、
外国人等、
多様な人材の採用に積極的に取組んでいる。
そのために、
本社工場以外にも東京神田に多様な人材採用に向けた拠点
を設けている。
更に、
多様な人材の確保に終わらず、
その人材が定着し、
活躍
できる職場環境の構築にも積極的に取組んでいる。
なお、
同社女性初の溶接
工として採用した社員は2児の母親であるが、
有給休暇を取得する場合でも、
子育てがしやすいようにと同じ部署の社員が譲り合ったり調整したりするな

溶接で活躍する女性リーダー

ど仕事と子育ての両立を周囲が応援するような職場環境が整っている。

社員が活躍できる環境と現場主義によるものづくり技術の向上
社内は少数チームで開発・製造にあたっているので、
自分の考えやアイデ
アが実現しやすく、
ひとりひとりが活躍できる環境づくりにも取組んでいる。
また、経営方針策定や新たな事業を立ち上げる際には、社員の意見にも十
分耳を傾ける等、現場主義を実践する等により、若手の自立化も図ってい
る。更に、職場環境に男女差がなく、女性も積極的に活躍できる雰囲気の
中、従業員すべてがものづくり技術の向上に努められる環境を構築してい
る。

サバイバルカプセル

外部機関の活用による技能向上とOJTによる技能継承
外部の人材養成講座やセミナー・シンポジウムを始め、山梨県が主導す
る燃料電池バレー創出に向けたプロジェクト等へ従業員が積極的に参加
し、
知識・技能向上に努めている。
一方、
シニア人材が技術顧問・アドバイザーとして、効果的なOJTにより
技能承継を行っている。
受け継がれてきた溶接技術
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ジット株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

山梨県南アルプス市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

リサイクルインク事業を通して社会貢献
雇用を促進し働きやすい労働環境を実現
使用済みインクカートリッジを回収して再製品を製造。廃プラスチック削減という社
会課題に対して先駆的に取り組み、
家庭のみならず全国の自治体との連携により空カー
トリッジ回収強化。環境に係る消費者の意識向上に伴い、
シェア拡大。パートから準社
員への登用制度の新設や社内に認可保育園を設置するなど働き方改革も進める。子会
社である葬祭会社を通じ県内7市町村と災害協定を結び、
グループを挙げて地域貢献

担い手確保

を展開。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

山梨県南アルプス市和泉984‐1
055-280-8105／055-280-8103
http://www.jit-c.co.jp/
代表取締役 石坂 正人

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1991年
10,000万円
157人

サービス

傑出した障害者雇用率、社内に認可保育園を設置し、環境整備
ダイバーシティの観点からグループ内NPOを通じ60名以上の障害者を
雇用し主要業務に従事。生産活動の多数を占める主婦のため社内に認可
保育園を設置し、多様な人材が活躍できる仕組みづくりを実践。特に、障害
者雇用については会社単体での雇用率3.3%、グループ全体の雇用率
43.6%と傑出している。
また、直近5年で結婚や出産を理由に退職した社員
はゼロであった
（17名中17名）。ほか、
インターンシップにより年間100名
の学生を受け入れ、
これからを担う人材の育成に尽力している。

社内に認可保育園を設置

多能工化と勤務時間柔軟化で生産性向上と労働環境改善を両立
生産性向上のため、生産部門の各従業員のスキルマップを作成、個人別
の技能レベルを可視化し、賞与査定と紐づけることで多能工化を促進。
ま
た、準社員の勤務開始時間を9時から10時に変更することにより、多様な
勤務形態を設けて従業員の活躍可能性を広げ、生産現場における人員投
入の柔軟化にも繋げ、生産性向上に寄与している。
さらに、
「生産前の30分
間清掃」
を導入し、作業者自身が細部まで掃除し、設備のねじのゆるみや、
部品の消耗にも気が付いてもらい、品質維持に役立てる。

ジットリサイクルインクカートリッジ製品

教育関連投資を増強し、多能工の育成に向けた研修を奨励
社内外のさまざなな研修（中小企業大学校主催のものも含む）
への参加
を奨励すると同時に、受講内容を深く理解するために研修報告会（月に1
度）
を実施している。期間中、研修に参加した社員が得たこと、研修後の改
善の実施事項を発表し、全社員への共有化を図る。なお、同社の教育関連
投資は、前決算期が36,951千円であり、前々決算期の21,644千円から大
きく増加している。
研修成果を全社員で共有化
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株式会社平出精密

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

長野県岡谷市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

地域や取引先との連携による後継者育成
人材の担い手確保とキャリアアップ支援
同社は戦前の航空機板金技術をもとに高精度・ 高速化を追求してきた高精度精密板金
メーカー。
職人技術をCNC化・IT化で発展させた。
3次元CADによる板金設計から部品加
工、
組み立てまで、
迅速かつリーズナブルに対応。
IoT等を駆使し顧客の要望に応じて1個か
ら数百個までの試作・量産を提供している。
また、
課題解決力・提案力を武器に、
テクニカル
パートナーとして大手クライアントやベンチャー企業、
大学の研究機関の開発など数多くサ

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

長野県岡谷市今井1680-1
0266-22-8866／0266-23-8555
http://www.hiraide.co.jp/
代表取締役社長 平出 正彦

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

ポートしている。
現在、
一般的な業種名となっている
「精密板金」
は、
同社が造語したもの。
1964年
2,400万円
134人

ものづくり

地域や取引先との連携による後継者育成
同社は、
円滑な事業承継を図るため、取引先である大手企業と共同で、後
継者育成プログラムを開発。当該プログラムは、同社や大手企業の工場で
実践的な加工技術を習得することから始まり、
マネジメントのイロハまでを
少人数・短期間で徹底的に叩き込むもの。同社所在地の諏訪・岡谷地区は、
古くから産業が集積し、経営者の多くが地域の先輩経営者に育てられ、連
携し同世代の2世・3世といった後継者も切磋琢磨している環境にある。同
社はこうした環境が継続的、発展するよう企業家や後継者が連携・向上し
ていく仕組み作りにも努めている。

ものづくりフェア
（未来のモノづくりの担い手）

多様な人材活用による担い手確保・組織強化
同社は人手不足が続く中IoT活用・最新設備の導入による省力化を推進
し女性や外国人が活躍できる職場をつくり事業拡大を図っている。
さらに
作業時間2時間内ですべき作業や目標を明確にしてパートタイマーや子育
て中の主婦でも勤務できる体制を整備した。90年代前半からの海外進出に
よりアジアの現地語や英語で技術を教えられる社員が育ち、新入社員のス
キルマップ整備など外国人材を早期育成できる体制も整備した。育った外
国人材が母国に戻り、企業家や地元企業の主要ポストにつき人的ネット
ワークの新たな人材確保にもつながっている。

すべての工程での女性活躍

技術スキルの明確化によるキャリアアップ支援
同社は、
技術スキルを明確化し、入社4年間で相応のレベル水準に引きあ
げ、
その後5・6年目は全社活動の事務局となるようなカリキュラムを組んで
いる。女性・外国人等多様な人材の受け入れに向けて制度運用を工夫し人
材育成を強固なものにしている。
キャリア支援は、社員の目標や希望等に合
わせて、
マネジメント、
スペシャリスト、一般といった3つの道筋で社員の能
力開発をサポートしている。
その結果、板金技能検定や技能オリンピックで
上位入賞者を輩出し、特級技能士も多数輩出している。

5S実践塾岡谷研修風景
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株式会社関ケ原製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

岐阜県不破郡関ケ原町

ものづくり

会社は社員一人ひとりが輝く
「人間村」
①学び舎、②技術村、③文化村で人材育成
同社は精度が求められる精密石材製品から船舶用クレーンの大型製品等、開発・設
計・製造からアフターサービスまで一気通貫のモノづくり体制に強みをもつ産業機械
メーカーである。
「限りなく人間ひろばを求めて」
を基本理念とし、会社を社員が充実し
た豊かな毎日を送るための「人間村」
と定義して、
その基盤となる人づくりのために
「学
び舎」
「技術村」
「文化村」
の3つの活動を通じ、積極的に人材育成に取組んでいる。

担い手確保

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

岐阜県不破郡関ヶ原町2067
058-443-1212／058-443-1929
https://www.sekigahara.co.jp
代表取締役社長 矢橋 英明

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1946年
24,700万円
390人

ものづくり

「学び舎」～
「21世紀経営塾」
における経営幹部の育成～
将来の経営を担う人材を育成するために
「21世紀経営塾」
という管理職
や各部門のリーダー格を集めた講義を通年で開講している。同塾では、同
社の経営に対する考え方の整理や、
自身の仕事人生の振り返りをしていく
中で、
リーダーとしての
「ありたい姿」
を見出していくことを目的としている。
また、同塾に参加している仲間たちとの「ワイガヤ」
や、先輩社員のアドバイ
スによる気づきを整理、
プロパーの社員が同社の企業理念を自分の事とし
て捉えられる組織体制を時間をかけながら構築している。

21世紀経営塾

「技術村」～
「匠道場」
による技術の自己研鑽～
工場内に技術力向上のため練習施設「匠道場」
を設置し、技能技術伝承
の場として若手社員への指導、社内大会、外部大会に向けた練習、技能検
定や資格取得の挑戦の場として活用している。
また、技術・技能の向上のた
め、毎年社内で
「セキガハラ技能競技大会」
を開催し、若手～中堅技術者の
技術の向上に励んでいる。加えて、
トヨタが取り入れているJKK(自工程完
結)手法を工場及び間接部門に導入し、業務の中の課題を洗い出してマ
ニュアル化することで、属人的な作業を極小化している。

匠道場

「文化村」～人と会社と地域のつながりの構築～
「会社はみんなのもの」
という創業の精神のもと、工場敷地内に公園・
ミュージアムを作る等、人と企業と地域をつなげる取組を積極的に行って
いる。夏祭り、創立記念イベント等、四季を通して様々なイベントを行い、社
員や家族、地域の住民も含め、
みんなが参画できるひろばづくりを行ってい
る。
また、2018年6月には工場敷地内に
「mirai」
というカフェをオープンし、
カフェ営業のかたわら、様々なワークショップ等を通じて、地域住民の憩い
の場、
学びの場、
交流の場に進化させていく活動を行っている。
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cafe mirai

需要獲得

担い手確保
サービス

株式会社山崎製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

静岡県静岡市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

女性社員の活用と自社ブランドの立上げ
社員各自と全社員・会社の思いを合わせる
医療・自動車・電気制御盤・工場設備等の部品の精密板金加工全般を受託する町工
場。高性能工作機械と熟練職人による高度な技術力・対応力で、表面処理・組立作業を
含めた製品の一貫生産から、
パーツ部品製作まで、対応している。
また、2015年から、
自
社技術を活用してアクセサリーやインテリア用品などを製造し、
自社ブランド
「三代目板
金屋」
で海外にも展開している。女性目線での企画・加工・開発も加えて、板金職人のや

● 所在地
静岡県静岡市清水区長崎241
● 設立
● 電話／FAX 0543-45-2186／0543-46-4392
● 資本金
● URL
h t t p s : / / w w w . ya m a z a k i - m e t a l . ● 従業員数
co.jp/
● 代表者
代表取締役社長 山崎 かおり

担い手確保

りがいや夢を作り、技術を次代につなぐ取組を進めている。
1970年
300万円
24人

ものづくり

女性社員の活躍と自社ブランド
「三代目板金屋」の立ち上げ
従来の板金加工品の開発は、企画・設計・製造まで、
男性の視点で進めら
れてきた。
自社ブランド
「三代目板金屋」の板金加工品では、精密板金加工
職人と女性社員が連携して創ることにより、製品に対して、女性の視点や感
性を吹き込み、
ものづくりの現場に女性が活躍する場を持ち込んだ。
また、
展示会やSNS等を通じて、消費者・女性にも伝わるよう板金技術と職人の
「カッコよさ」
について発信している。
この効果で多くの関心を高め、熟練の
板金職人の働き甲斐や若い職人の技術承継への意欲を高めている。

三代目板金屋「KANZASHI」

社員の声を直に会社経営に反映
これまで男性だけが使うことを想定して設計、設備配置されてきた作業
場について、女性社員の声を反映して、重量物を持たなくてもよいような設
備の導入や棚の高さの低めの設定等により、女性にも働きやすい職場へと
変更した。
また女性の視点での5S活動も実施している。
コミュニケーション
面では、社長と社員それぞれとの対話の機会を設けるなど、社員の自発性
を引き出す取組みを進めることにより、特に自社製品開発などの企画・提案
力が求められる業務において、議論が活発になされるようになっている。

板金女子と男子の力の合わせ技

全社会議・小グループ活動で、社員一人ひとりと意識合わせ
社長は、
人材育成について、
画一的にではなく、
社員各自の状態や考えに
合わせて行うものと考えている。
そのため、
社員が考える自己の成長と会社
の方向性について、
社員、
経営者が議論・意思疎通を図り、
社員と会社が同じ
目標に進めるように配慮している。
さらに、
社員各自が考える自己の成長と会
社の方向性については、
社員間での共有・すり合わせも必要と考え、
社員全
員参加の全社会議と小グループ活動を開催している。
現在の経営理念は、
全
社員で策定したもので築き上げられている。

老若男女でドリームマップを作成
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株式会社山本食品

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

静岡県三島市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

「わさびを、
もっと、
おもしろく」
WASABI本来の味を引き出す
「鋼鮫」
の開発・販売
同社は明治38年創業と、静岡県三島市内でも老舗のわさび漬等の製造・販売会社で
ある。多様化する消費者の嗜好に対応し、漬物や佃煮などの定番商品以外に、
わさびマ
ヨネーズ、わさび塩など様々な商品を開発しており、商品開発力は高い。特に、2年前に
開発した
「わさびオイルふりかけ」
は全国放送のTVで放映されるなど高い注目を浴び人
気商品に成長。最近では「鋼鮫」の開発により地元「静岡のわさび」のPRに大きく貢献。

担い手確保

また、
同社は、
道の駅などの実質的な店舗プロデュースを担い観光にも力を入れている。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

静岡県三島市御園103-2
● 設立
055-982-0892／055-982-0873
● 資本金
http://www.yamamotofoods.co.jp/ ● 従業員数
代表取締役 山本 豊

1905年
1,050万円
50人

ものづくり

女性の積極的活用と5代目への引き継ぎ
主婦の短時間での勤務等にも対応した勤務体制を整えている。
また、希
望する女性職員には正社員への登用や重要ポストを担ってもらうなど女性
を積極活用している。
また、現代表は4代目で、長男
（28）
が5代目として既に
入社し後継者指名により事業承継の準備をしている。現代表は56歳であり
すぐに事業承継に迫られてはいないが、将来的に円滑に事業承継するた
め、長男に各部門を経験させている。
また、後継者の人脈形成や経営能力を
高めるため、
セミナー等に積極的に参加させている。

女性の商品開発参加

付加価値・生産性向上による“働き方改革”術。
最近は、
他にはない商品を開発することで収益性の高い商品を生み出し
ている。
そのため、
一人当たりの売上高も増え、
この収益分を従業員に還元す
ることで士気を高めている。
また、
マスコミやSNSを積極的に活用し情報発
信を強化しており、
同時にECサイトの充実化することで売上増加や認知度
向上を図っており、
営業の時間を削減している。
更に、
生産ラインにおいても
補助金を積極的に利用し機械導入を推進し、
短時間での生産に努めている。
これらにより、従業員の働き方の改革を推し進めている。

ECサイト展開「わさび」和風からの脱却

地元町工場の下請けからの脱却支援
地元町工場の職人の技術力を一般消費者に伝え、下請けからの脱却を
図るため、高い技術力を持つ
「町工場の職人」
と販売を得意とする
「町の商
人」(当社)が共同で商品開発を行う商品開発チームを地元信用金庫の経
営者ネットワークを利用し構築している。互いの強みである技術力や販売
力、発想力を生かした商品開発を行うことで、町工場職人には直接消費者
の喜ぶ声が届けられ、当社も商品の幅が広がっている。
こうした取組によ
り、
工業系ものづくりの魅力を異業種の食品系からも発信している。
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町工場との“売れる”商品開発「鋼鮫」

株式会社くわこや

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

愛知県西尾市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

先進的な働き方改革で女性活躍を推進
やる気を引き出す経営で感動をシカケる
同社は昭和初期に現社長の曾祖母が西尾市で小間物屋として創業。1955年に実母
が化粧品販売を開始し、1972年に実父が法人設立。地元である西尾市を始め、愛知県
内のショッピングモールを中心に
「パルファン」
の店舗名で化粧品専門店を合計19店舗
展開。順調に業績推移している地元有数の小売業の会社である。多店舗展開によるブラ
ンド力、
スタッフの高いカウンセリング能力、多数のメーカーを取り扱うことによる商品

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

愛知県西尾市肴町24番地
0563-56-1868／0563-64-0080
http://www.kuwakoya.com
代表取締役社長 野村 和弘

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

提案力で、他社との優位性を有している。
1972年
2,000万円
221人

サービス

働きやすい環境の整備で主要役職に女性を積極的活用
ダイバーシティの観点から、運営部部長・商品部部長・スーパーバイザー
など主要な役職に適切に女性を配置し、女性ならではの工夫をこらした運
営を行うことで競争力を確保している。同社は女性従業員が約97%を占め
ており、若者、女性人材を確保し、働き方改革を積極的に推進している。産
休・育休の取得を積極的に勧めており、復帰後も
「短時間正社員制度」
を導
入するなど、
子育て支援、就労条件等、雇用環境の改善に取組んでいる。
女性が働きやすい職場づくりを推進

スタッフの声を反映した
「やる気を引き出す」経営改善
同社の「スマートワーク10」は、残業時間や有給休暇取得数の目標を達
成できるようにする取組である。具体的には、①月あたり平均残業時間を
10時間以内とし、達成した場合は報奨金を支給、②有給取得目標を年間
10日以上とし、10日間の連続休暇「ハッピー10（テン）」
を取得できるよう
取組んでいる。
また、夏季・冬季賞与の前に自己申告書や配属調査書などを
配布し、上長考課を行い社長まで目を通す制度を導入。
スタッフのやる気
を引き出すとともに、
スタッフの声を反映した経営改革を行っている。

スタッフのやる気が顧客の感動を呼ぶ

若手でも責任ある仕事を担える体系的な教育体制の整備
「人が店を作り、
店が人を作る」
という方針のもと、
社員研修を①社外研修
（各ブランドごとの研修）②社内研修（スタッフミーティング・OJTなど）③
特別研修（店長研修など）の3つに分類し、経験やポジションに応じた効果
的な教育体制を整備。商品知識や接客ノウハウだけなく心理学や女性のラ
イフスタイル、
モチベーション向上のためのメンタルコントロール等の研修
もあり、早ければ2年目で副店長、3年目で店長を任される等、若手でも責任
ある仕事を担える環境づくりに取組んでいる。

多彩な研修でスタッフのスキルをアップ
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株式会社クラユニコーポレーション
三重県津市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

担い手確保

ものづくり

サービス

顧客本位の製品サービスの継続的提供
担い手確保の人材育成と労働環境整備
1912年に白衣専門業者として創業し、現在では、
白衣・事務服・作業服などの業務用
衣料の製造販売、
および、
ユニフォームの販売・レンタルを行っている。医療・福祉介護・
事務・製造系作業・食品工場・運輸・ビルメンテナンス・サービスホテル・レストラン・外食
産業・アミューズメントなど総合ユニフォームの取り扱いがある。

担い手確保

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

三重県津市中央12-1
059-226-8911／059-225-8911
http://www.kurauni.co.jp/
代表取締役 倉田 基史

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1912年
2,000万円
46人

サービス

会社と社員が共に成長する事を理念に掲げた人材育成の実行
入社1年目には、
社会人としてのマナー研修や製造メーカー主催の衣料業
界営業研修を行い、2年目にフォローアップ研修を実施している。
その他、
カ
ラーコーディネーターや電話対応技能検定、
ユニフォームソムリエ検定などの
資格取得の推進、
ジョブローテーションによる多能工化を図っている。
毎朝の
朝礼や月一回の営業研修会、
年二回の全社員研修を実施。
研修では、
外部講
師による商品勉強会、
営業手法のディスカッションなどの勉強、
外部研修を受
けた社員が講師となる勉強会も行っている。
さらには、
育児休暇制度を社内
規定に定めており、
子育て中の女性社員が働きやすい環境を整備している。

研修会風景

常に顧客本位の視点に立った製品サービスの提供。
ユニフォームは販売だけでなく、刺繍やプリント、修理を自社で行えるよ
うに工場を有している。
そのため、定番商品以外に、小ロットでもお客様の
希望に合った別注商品を作ることができる。
また、
レンタルシステムを導入
し、費用分散により計画的経費管理を可能としている。
また、小ロットでの
別注生産では、商品の納入と同時に商品のアンケートを渡し、商品につい
て6項目の評価を求め、
その点数を確認したうえで、今後の商品検討に生か
している。顧客へ継続的にユニフォームを提供するために、一枚のみでも注
文を受け付けたり、売れ切れとならないよう在庫配慮を行っている。

小ロット生産も可能なソーイングセンター

IT技術を活用した生産性の向上と社員の意識向上
商品のバーコード化を導入し、
入出荷の管理を行うなど、
業務の効率化で、
無駄な残業を行うことのないように、
労務環境の改善を進めている。
また、
従
来手書きでの受発注や、
返品作業においてもシステムを使用することで、
極力
手書きを減らし、
同一レベルで効率的、
かつ、
質の高い業務を誰でもこなせる
ようにしている。
その他の業務でも紙の使用を極力減らすために、
情報共有シ
ステムを導入し、全社員が同じ情報を共有できるようにするとともに個々の
技術の見える化することで、
社員の意識向上と作業効率を図っている。
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ジョブヒアリングシート
部署

氏名

日付

■ジョブ・ヒアリングシートⅠ（現状行っている仕事）
仕事区分

仕事項目

仕事内容・手順・仕事を行う上でのポイント

業務時間の
比率（％）

問題点・課題

全体の比率

㻜㻑

㻜㻑

㻜㻑
㻜㻑

■ジョブ・ヒアリングシートⅡ （現状やれてないが本当はやりたい、やらなければならないと思っている仕事）
仕事区分

仕事項目

仕事内容

阻害要因手がけるために必要なこと

仕事効率を図る為のジョブヒアリングシート

二九精密機械工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

京都府京都市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

トップクラスの高精度微細加工技術を
生み出すダイバーシティ経営

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

京都市南区唐橋経田町33-3
075-661-2931／075-661-2937
https://futaku.co.jp/
代表取締役社長 二九 良三

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

難加工金属材の高精度加工技術を持ち、
特にβチタン小径パイプは、
鉄の2倍の強度で自
在に曲がり、
かつ形状回復する。
この生体適合性と耐久性などチタンの性質を最大限に活か
した製品は、
その難易度の高さから世界で唯一製造できる企業であり、
精密医療機器に世界
190以上の国や地域で使用される。
一方で、
従業員のライフステージに応じた短時間勤務制
度や再雇用制度、
アシスト器具による障害者雇用の環境をいち早く整備し、
多様な人材を活
用して企業価値の向上を実現。
さらに、
地元企業との取引を増やし、
外注加工費のうち約
50％を京都府内企業が占め、
地域経済の活性化に大きく貢献する地域経済牽引企業である。
1953年
3,000万円
220人

ものづくり

従業員の働きやすさを追求するダイバーシティ経営で企業業績を向上
従業員の短時間勤務や結婚退職後の再雇用、
アシスト器具を利用することで
障害者も健常者と同様に働ける環境作りなど、
従業員が働きやすい社内体制を
整備し、
多様な働き方ができる体制を確立。
特に育児休業中にはメールや電話
などで定期的に会社の状況などを伝え、
職場へのスムーズな復帰を支援する育
児短時間勤務は子供が小学校を卒業するまでとし、
４年連続で育児休業取得後
の離職率ゼロを達成。
結果、
従業員が培った経験とスキルを途切れさせないこと
で業績を向上させた。
また、
経済産業省
「健康経営優良法人」
に、
2017年、
2018
年、
2019年と3年連続で認定される等、
従業員の健康づくりを支援している。
フェムト秒レーザー加工機

「家庭が一番、仕事はその次」をモットーとした柔軟な勤務体制と部門主体の意思決定体制
家庭が安寧でなければ仕事も全力でできない。仕事は代わりの社員でも
できるが、家庭では一人ひとりが何よりも大切。
この信念のもと、家庭とい
う基盤を何よりも大切にし、従業員の事情に合わせた勤務体制を可能な限
り認め、
モチベーションアップを図る。一方、業務目標を全社→部門→個人
へブレイクダウンし、個々の従業員の目標を具体化して、企業全体の目標を
達成する仕組みを構築した。
トップは企業全体の到達目標は決めるが、具
体的な方針や取組内容に関しては部門責任者に大幅な裁量を与え、柔軟
な意思決定体制で部門責任者のモチベーションアップに繋げる。

2018年12月の忘年会にて

自分の頭で多方面から考える事の出来る「人財」を育てる人材育成制度
売上の約10%を設備や人材強化・育成に投資。各部門で年間の人材育
成計画を作成し、部門全体のレベルアップを図る。
また、社内で技能勉強会
を実施し、品質管理やマシンオペレーション、研磨など各分野のスペシャリ
ストを育成。
さらに、国の支援制度を活用して、若手技能者にものづくりマ
イスターによる実技指導の機会を設けるなど、
スキルアップに繋がる取組
も実施。一方、文部科学大臣や京都府知事から発明等功労者表彰を受賞す
るなど、創意工夫した従業員を積極的に表彰して、
モチベーションと技能の
向上を図っている。
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自ら考えられる人材を育成するための研修

マイクロ二クス株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

京都府久世郡久御山町

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

従業員が働きやすい職場環境を整備
企業価値向上と地域との関係性強化
機械、
バイオ等の幅広い専門人材を駆使した
「顧客の要望に寄り添う」製品開発を強
みとする研究開発型企業である。顧客の課題に対して設計・提案という形で解決策を具
現化し、今まで世の中にない装置を一から製作するだけでなく、納品後のメンテナンス
まで一貫して行い顧客ニーズに対応している。近年では再生医療分野に参入し、細胞培
養から充填、凍結までの一連の工程を完全無人化した閉鎖型細胞培養システムを製作

担い手確保

している。
● 所在地

京都府久世郡久御山町田井新荒見24 ● 設立
番地1
● 資本金
● 電話／FAX 0774-46-8303／0774-41-2771
● 従業員数
● URL
http://www.micronix.co.jp/index.
php
● 代表者
代表取締役社長 八木 良樹

1983年
1,200万円
50人

ものづくり

全社員が継続して働くことができる環境を整備
同社の従業員50名のうち15名が女性であり、
そのうち1名が取締役専務
として活躍している。
また、事務担当の女性従業員であっても品質検査等他
の作業に従事することができる多能工化を進め、育児中急な休みにも対応
可能にしている。
また、65歳までの再雇用制度も導入しており、全従業員が
継続して働くことができる環境を整備している。更に大学と連携して積極的
な若手採用を行い、先輩社員が新入社員のメンターとなって精神面でのケ
アを行い、
離職のリスク低減を図るような取組も行っている。

働きやすい職場で活躍する女性従業員

全従業員の多能工化による企業価値の向上
同社の強みは、設計から製造・保守管理までの工程を一貫して行えるこ
とであるが、個々の従業員は、機械、電気、
バイオ等の知識を身につけて、顧
客ニーズへの迅速な対応が図れるように多能工化を図っている。特に、新
人従業員には、入社後約半年間は機械装置の原理学習・納品作業・修理作
業等のジョブローテーション研修を行い、本人の適性を見極めた上で配属
を行っている。
また、同社には、大学で開催される細胞製造に関わる人材育
成プログラムに積極的に参加して、能力向上が図れる制度がある。

顧客ニーズへ迅速に対応できる多能工

外注の8割以上を地元企業へ発注し、関係性の強化を図る
同社は、京都市内の大手メーカーを高い技術で支え機械加工や板金、樹
脂加工といった下請け企業が多く集積する京都南地区に本社を構えてい
る。
同社は、外注の80%以上をこの地域内の地元企業に発注しており、企業
間連携を強化しながら地域経済の発展に大きく貢献している。
また、再生
医療分野においても、早期に産業化が見込まれるiPS細胞を使った新薬候
補の化合物探索装置を製造する等、比較的需要の見通せる分野に取り組
んで、
関係企業の付加価値向上に努めている。

地元企業の協力を得て製造した製品
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株式会社アスコット

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪府大阪市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

先駆けた働き方改革で毎年新卒採用達成
成功を共有し、
やる気と一体感を引き出す
中堅・中小企業に対して、真に役立つ情報システムをより安価に提供できるように、業
種・業態別にビジネスモデルを深く研究しパッケージソフトを開発している。
SE人材を何よりも重要な財産として捉え、学生の採用を積極的に行うとともに、独自
の教育制度を導入した。
その結果、課題解決を提案できるコンサルタントSEを育成する
ことができている。2018年10月に経産省の「スマートSMEサポーター制度」のITベン

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

大阪府大阪市中央区大手通1-4-10
06-6944-9211／06-6944-3233
http://www.ascot.co.jp/
代表取締役会長 森井 良雄

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

ダーに認定された。
1993年
5,000万円
124人

サービス

業界に先駆けた働き方改革で毎年、安定的な新卒者採用に成功
ブラック業界との印象が強いIT分野において、明るい職場イメージを訴
える働き方改革に着手した。
ノー残業デイ・在宅ワーク制の導入、電子会議
の推進、
さらに、SE作業の生産性向上を実現するための作業標準方式を開
発し、
多様な働き方を推進している。
採用活動時には「企業の経営課題解決に貢献する」
という自社の社会的
使命を強く訴え、共感する優秀な学生の採用に繋げている。2018年9月に
大阪府経営合理化協会から
「学生に教えたい働きがいのある企業大賞」
を

学生に教えたい働きがいのある企業大賞

受賞した。

“良き”できごとを共有し社員のやる気と一体感を引き出す
社員が困難な開発業務等を成し遂げた際、
それを全社員に周知し、社内
表彰を行っている。
また、
システムを受注した際は金額の大小にかかわらず
「吉報」
として社内で共有し、社員全員で祝福し、情報処理技術者試験や簿
記等の資格取得者を、年末に社内ニュースとして公表している。
これらの“良き”できごとを社内で共有することで、社員の動機付け・やる
気を引き出すとともに、会社としての一体感を醸成している。
社内表彰風景

SE人材を重視し中小企業の課題解決を提案できる人財に育成
SE人材は何よりも重要な財産である。
「中小企業の課題解決を提案でき
る人材」
を育成するため、
同社独自の教育制度を制定し導入している。
具体的には、独自の体系化されたカリキュラムにより、
プログラミング、
シ
ステム設計技術をOJTで学び、学生時代にITを学んでいない文化系、経営
学の知識のない技術系であっても5年程度で一人前のSEに、8年程度でコ
ンサルタントSEに成長できる仕組みを構築している。
研修カリキュラム
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株式会社友安製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪府八尾市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

多様な人材を活用したダイバーシティ経営を実現
企画・制作・販売までの社内一貫体制
国内外から仕入れたインテリア商品の加工販売会社。元来地場産業である線材加工
業者だったが、事業承継と共にインテリア用品を扱うブランドを確立。先代が築き上げ
た技術を活かし商品に手を加えることで、他社にない高付加価値商品を提供し、現在で
は売上の80%を自社ブランドが占有。
また
『ものづくり』
だけでなく、
ブランドを活かした
カフェ運営、
さらには工務店事業まで手掛けることで、多様な人材を経営に活かし市場

担い手確保

拡大を実現する成長企業。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

大阪府八尾市神武町1番36号
072-922-8789／072-922-8788
https://tomoyasu.co.jp/
代表取締役社長 友安 啓則

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1963年
300万円
85人

サービス

互いの強みを認め合い、活かし合うダイバーシティ経営
急速な事業拡大において、多様な人材の活用が不可欠であり、以下を重
点的に実施している。
まず、
女性が活躍できる環境作りに関しては、
産前産後
休暇・育児休業は勿論、時短勤務や業務フォローの体制を整備するととも
に、
女性の管理職登用にも力を入れており、
管理職7名中6名が女性である。
また、
アメリカ人、台湾人、
イタリア人を1名ずつ雇用するなど外国人雇用に
も力を入れており、
現在、
動画制作やWEBカタログ制作、
翻訳など外国人な
らではの発想と語学力を活かしながらクリエイティブに活躍している。
さらに
は、
高齢者雇用では定年制度を70歳に延長し、
60歳以上でも給与引き下げ
は行わないなど、
長年培った知識や経験は会社の財産であると捉えている。

クリエイティブな職種に外国人を積極採用

牽引するだけでなく、従業員と共に成長する企業経営
急速に成長する企業において、
従業員と意思疎通を重視。
半期毎に、
全従業
員が面談シート(自己評価、
分析、
啓発、
目標)を記入し、
社長と面談を実施。
成長
する会社の中で必要な変革(新社屋を建てて、
社員毎のパーソナルスペースを確
保してほしい等)をボトムアップで汲み取っている。
また賞与も面談を踏まえ社
員毎に社長自ら個別査定コメントと共に支給することで満足度を高めている。
さ
らに従業員同士でも半期に一度ずつ努力を称える相互投票のアワードを実施。
別途賞与を支給することで、
別角度からのモチベーション向上も図っている。

従業員の声から実現した新社屋オフィス

ブランド戦略を実現する多様な人材による社内一貫体制
商品開発では、
企画から制作・プロモーションまで社員が一貫して対応し
ている。
これにより保有する線材曲げ機や印刷機などを備え、仕入れ材料
に加工することで、独自性を持った製品を安価に提供することが可能であ
る。
また、商品を撮影するスタジオや撮影機材を持つだけでなく、
ウェブデ
ザイナーも多数在籍するため、商品カタログや動画などを社内で製作でき
る。
「使い方」
も含めたプロモーションが可能となりネットを中心に販売ま
で実施する販売力、
そして実際に施工できる優位性を持つ、
といった多様な
人材を確保することで、一貫したブランド戦略を実現している。
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自社商品でのトータルコーディネート

高石工業株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪府茨木市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

多様な人材活用と将来を見据えた若手登用
創業70年の技術蓄積で独自の新技術開発
工業用ゴムパッキン製造。水栓機器・ガス機器・エアポンプなどの精密ゴムパッキン・
Oリング等を得意とし、大手メーカーと長年の取引がある。
ゴム材料の練りから成形・仕
上・検査まで一貫して社内工場で生産し、量産品のみならず試作品でも小回りを利かし
て顧客のニーズに対応している。
また研究開発にも熱心に取り組んでおり、近年では水
素ステーション向けの耐高圧水素ゴム材料を開発し、
国内外のステーションで採用され

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

大阪府茨木市主原町3-18
072-632-3365／072-635-1287
https://takaishi-ind.co.jp/
代表取締役 高石秀之

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

ている。
1948年
1,000万円
85人

ものづくり

若者・海外・女性を適材適所に登用
女性の比率が10年前と比べて大幅に増加（35％→55％）。役職に女性を
登用
（課長1名・班長2名）
し、役職経験者・長期雇用者のシニア人財を65歳
以降も積極的に受け入れている
（現在3名）。
3年前より海外（ベトナム）
からの実習生を受け入れ
（現在4人）、将来ベト
ナム工場での活躍も見込んで多様な人財活用に取り組んでいる。
また技術
面では大阪大学との産学連携を行っており、若手技術者の育成と新規人財
の獲得に効果を発揮している。現経営者は2011年に事業承継を行い、10
年先を見据えて40代未満のより若い層の登用を積極的に行っている。

適材適所の人財登用
（大阪本社工場の製造
現場）

創業70年の技術の蓄積を元に、世界でも類を見ない新技術を開発
10年先を見据えて持続的に収益が向上していくために、
日本では「痒い
ところに手が届く提案技術型営業」、欧米等の先進国では
「最先端の技術を
最先端の分野に売り込んで勝負する」、
など明確な戦略を立てて実践してい
る。
さらにはアジアでは
「日本の品質・アジアの価格」
に対応できるようにベ
トナム工場の設立を含め、
さらなる海外展開に取り組むべくベトナムからの
実習生を受け入れ、将来ベトナム工場での活躍に向けて、技術の向上にも
努めている。

世界でもユニークな水素ステーション用O
リング

「もの作りは人づくり」。人財こそわが社の一番の財産・ノウハウ。
新入社員の教育訓練、各種研修制度の充実。各部署で目指す姿の明確
化。特に職人仕事であるロール工程の従事者に積極的な技術移転を行って
いる。
また他工程でもジョブローテーションを実践し、人財のレベルアップ
と一人二役化を図っている。
年二回「社会人としての成長」
と
「技能の習得・熟練」の二本柱で評価し、
給与・賞与査定に結び付けている。
また更なる成長を促すために個々に目
標設定をし、毎月上司と部下で面談を行って、
コミュニケーションを通じて
人財の成長を図っている。
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毎年行われる有志合宿での一コマ/人財育
成の一コマ

株式会社中農製作所

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪府東大阪市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

社員一人ひとりを尊重した経営の実現
ものづくりを支える人材の雇用・育成
半導体製造装置、
ロボットなどの先進分野をはじめ、20業種を超える顧客の産業機
械部品試作・量産加工ニーズに対応する、精密切削加工のエキスパート企業である。
日
本とベトナムの2拠点に生産拠点を設置し、国際分業体制を構築している。独自の精密
加工技術により、高精度な金属加工製品をあらゆる分野に提供している。

担い手確保

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

大阪府東大阪市足代北1丁目18番26号 ● 設立
072-981-0969／072-982-4561
● 資本金
http://www.nakanos-s.co.jp
● 従業員数
代表取締役会長 中農 康久

1949年
1,450万円
60人

ものづくり

若手・女性・外国人材の積極的な雇用・育成
これまで同社では、高卒の若手社員や女性社員を積極採用し、将来を担
う有望人材の育成に力を入れてきたが、若手社員や女性従業員の登用は、
部署間を超えた潤滑油的な役割を果たし、職場の活性化に繋がっている。
また、同社は約15年前からベトナム人技能実習生を受入れてきたが、中に
はベトナム現地法人の社長として、事業拡大に大きく貢献するような中核
人材も登場してきている。
ちなみに、
当社ベトナム現地法人での離職率は、
他社と比較して非常に低いのも特徴の1つとなっている。

ベトナム現地法人の職場風景

社員一人ひとりがお互いの人格を尊重し、
ともに学び、育つ
同社では、月次決算等の財務情報を社員に開示して業績の共有化を図
り、経営方針発表会、活動計画発表会を定期的に開催し、社員の経営参画
の機会を設けている。更に、個人の目標管理や年4回の個人面談等を実施
し、社員のモチベーション向上と
「自分たちで考えて、動く」
といった組織風
土を醸成定着させている。近年、人材・組織構造・顧客関係等といった「知
的資産」に着目して新たなビジョンを策定したが、
そのビジョンのもと、事
業を実行することで取引先や金融機関との関係性が深まり、結果として業

社員の経営参画を実現する活動計画発表会

績の回復が図られた。

ものづくりを支える人材育成制度の導入と実施
同社では、
生産スタッフのスキル向上のため、
技能五輪指導者によるマン
ツーマン実技研修である
「ナカノテクノスクール」
を随時開催している。
これ
は、主に、切削加工の高度な技能と鋭敏な感性を養うことで、高度な製品づ
くりを推進するものである。
また、個々の社員は、業務上必要なスキル習得
のため、
「部門別 教育・訓練プログラム」
を参考に、全社員の個人面談の実
施と職種別スキルマップを用いて、1年間の個人目標の設定を行っている。
ナカノテクノスクールにおける技術指導
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株式会社大都

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

大阪府大阪市

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

卸売業から小売業へ業態転換に成功
フラットな組織や委員会制度で社員が自律
創業81年のベンチャー企業としてDIY市場を牽引している。元々は工具卸売だったが
業績悪化を機に、後継者だった現社長が当時としては珍しいEC事業を立ち上げ、卸売
業から小売業へ100%業態転換した。
現在は「DIYカルチャー創造」
を目指し、国内最大級のDIY関連ECサイトとDIYの楽
しさを伝える日本初の体験型DIYショップを運営、
カスタムメイド家具やオリジナル日

● 所在地

大阪府大阪市生野区生野東2-5-3
大都ビル1F
● 電話／FAX 06-6715-1172/06-6715-1666
● URL
https://www.daitotools.com/
● 代表者
代表取締役 山田 岳人

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

用雑貨販売、生活の中で植物を楽しむメディア事業等を展開している。
1937年
49,901万円
47人

サービス

事業承継を契機に、卸売業から小売業へ100%業態転換
創業以来工具卸売業を営んでいたが、
自社の売上げ低迷だけでなく、業
界全体の先行きに危機感を感じ、
2002年に現社長がECサイトを立ち上げた。
卸売業としてメーカーと密な関係性を築いていたため、他社が真似でき
ない120万以上のアイテムという品揃えを実現することができ、
ECサイトの
売上げを順調に伸ばし、2006年には小売業へ完全に業態転換した。2011
年に事業を承継した後も、業界初の体験型店舗の展開、大企業との資本提
携などに新たな取組み、
創業81年のベンチャー企業として挑戦している。

オンラインショップ

委員会制度で社員間コミュニケーションとモチベーション向上
2012年から毎年新卒採用を行い、全社員の半分が新卒採用となった。
半数以上を占める女性社員は、
地域の主婦や子育て中の方も採用している。
社員一人一人のモチベーション向上のため、産休・育休が取りやすく、休
みを取っても罪悪感を抱かせないようなフラットな組織作りを行っている。
また、社内のレクリエーション担当等の5つの委員会制度を設け、社員全員
がいずれかの委員会に所属することで、
チーム
（部署）
を超えた社員同士の
コミュニケーションを促進している。

朝礼

上下関係、役職のないフラットな組織による社員育成
上司・部下の上下関係、役職がないフラットな、
いわゆるホラクラシー型
組織を採用している。一人一人が担当業務について権限を持っているため、
責任感を持って働く仕組みとなっている。社内は12チームで構成されるが、
いわゆる管理職が存在しない。
各チームには役割としての
「キャプテン」
が存在し、新卒1年目で担う人も
いる。OJTが教育のメインであり、年齢を問わず社員全員が業務の中で成
長の機会が与えられている。

キャプテンとスタッフ

348

佐藤精機株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

兵庫県姫路市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

ワークライフバランスに重きをおいた経営の実践
個人に対する教育支援による従業員士気向上
精密部品の切削加工で高い技術力を持つ、高精度加工のオールラウンダー。他社が
二の足を踏む複雑な素材や形状の加工に挑み、上場企業約30社以上と直取引を行う。
近年は航空・宇宙分野でも存在感を高めている。従業員の技術レベル向上を積極的に
支援し、
それが取引先からの信頼の向上にも繋がっている。働きやすい環境整備にも注
力し、平成25年度ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰を受賞。地元の兵庫県播磨

担い手確保

地域に雇用の場を作りだしている。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

兵庫県姫路市余部区下余部240-6
079-274-1047／079-273-6964
http://ssc-e.co.jp/
代表取締役社長 佐藤 慎介

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1955年
1,800万円
46人

ものづくり

ダイバーシティの要素を取り入れた職場環境の創造
同社は、
色々な考え方や立場の異なる人々に合わせた就業体系の構築を継
続的に進めている。
例えば、
子育て世代の女性従業員に対して、
仕事との両立が
できるように1日6時間勤務を提案した。
年々増加し、
深刻化している介護の問
題を抱えた従業員に対しても、
在宅勤務を認めたり、
一度退職した人に週3日勤
務のパートタイムとして復職を促す等、
各人の実情に合わせた就業支援プログ
ラムに取り組んでいる。
平成25年度ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰受
賞。
また、
経営面の後継者は既に決定しており、
円滑な事業承継が予想される。

職場の様子

ワークライフバランスに重きをおいた経営思想と個人に対する教育支援
従業員満足度調査で要望の高かった、
仮眠もできるリラクゼーションルームを
新設するなど働きやすい環境整備に注力。
レクリエーション活動を充実させたこ
とが、
有給休暇の取得促進や生産性向上、
互いに助け合う風土の醸成につながっ
ている。
加えて、
働き続けられる環境の整備にも努めたことで、
従業員のモチベー
ションと職場への定着率が向上した。
さらに、
短時間でも付加価値の高い仕事が
でき、
会社全体の生産性が向上するよう、
「ものづくりマイスター」
の派遣を受ける
など外部のアドバイザーを活用し、
多種にわたる研修や勉強の場を提供している。

たつの工場のリラクゼーションサロン

働く人の個々の能力やスキルの「見える化」の促進（資格取得の奨励）
従業員教育に特に熱心で、
外部からベテランの技能工を招き、
手作業で実現
する高度な加工技能の教示を受けているほか、
兵庫県のものづくり大学校など
外部の研修施設を積極的に利用。
また、
全ての従業員に品質管理検定3級以上、
製造担当従業員には技能検定2級以上の資格取得を奨励しており、
現在、
前者
は約8割、
後者も約9割が取得済み。
従業員にやりがいのある仕事をしてもらうた
め、
兵庫ものづくり技能競技大会に参加して他者の技術レベルを体感してもらっ
たり、
海外の展示会に派遣し、
新規導入の加工設備の調査を担当させている。
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工場改善の創意工夫で県知事賞受賞

合同会社ヴァレイ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

奈良県北葛城郡上牧町

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

日本の縫製業を次世代に繋ぐ仕組みを構築
縫製技術・労働意欲の向上を積極的に支援
「縫製業は儲からない」
という家業の縫製工場の実情から、
「縫製職人の技術を守り、
日本の縫製業を次世代につなぐ」
という理念のもと、
アパレル企画会社を設立した。在宅
勤務を可能とする
「マイホームアトリエ」制度を構築し、全国の縫製工場や、結婚や出産
などを機に退職した潜在職人を発掘し、国内外有名ブランドから
「小ロット高品質」
に特
化した縫製を受注し製造を手がけている。

奈良県北葛城郡上牧町桜ヶ丘1-8-5
松井ビル2-C
● 電話／FAX 0745-31-5156／0742-90-1116
● URL
htttps://valleymode.com/
● 代表者
代表社員 谷 英希

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

● 所在地

2016年
100万円
8人

ものづくり

家業の経営資源を生かし後継者が新たなビジネスモデルを構築
社長は、家業の縫製工場の倒産危機や母親から
「縫製工場は儲からない
から会社は継がせられない」
といわれたことから、
日本の縫製業の厳しい現
実を認識していた。
しかし
「日本の縫製業を次世代につなぐ」
という意欲の
高まりから、家業の縫製工場の営業部門をアパレル企画会社として別会社
を設立した。同社が所在する地域だけでなく、全国において育児・介護など
の制約があり引退していた縫製職人や女性が在宅でも仕事が続けられる
仕組み
「マイホームアトリエ」制度を構築した。

新たなビジネスモデルを構築した谷社長

ブランド企業と縫製職人のマッチングによる労働意欲向上
新事業開始前、
日本国内では高い技術力を持つ縫製職人であっても安価
な製品を縫製しているケースが多く、保有する縫製技術を十分に活かすこ
とが困難な業界であった。同社では、高い技術力を必要とするトップアパレ
ルブランド企業と高い縫製技術力を保有する職人を相応の対価でマッチン
グしている。職人が自身の技術を活かしながら相応の対価を受け取ること
が可能となり、
職人の労働意欲向上と地位向上が図られている。
高い技術と労働意欲を持つ同社の職人

ITツールを活用した全国の縫製職人への技術フォローの実現
同社では、未経験者でも裁断から縫製までの工程をOJTにより段階的に
学習することで、一連の仕事ができる職人を育成している。
また、外部の専
門学校での技術習得も積極的に推奨しており、専門学校へ通学する場合、
退勤時間の柔軟な調整を可能にしている。
「マイホームアトリエ制度」
は、仕
事をする地域を限定しておらず、技術が身についたタイミングで結婚・出
産・転勤等により、現場を離れざるを得なかった職人の職場復帰を容易な
ものにし、業務ブランクをできるだけ短くしている。
また、ITツールの活用に
より、
全国の縫製職人の技術フォローを実現している。
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スカイプを活用した技術フォローの実施

株式会社ルビー

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

奈良県橿原市忌部町

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

経営革新で魅力ある企業へ変身
人として成長する社員教育に注力
同社は関連会社を含め、近畿一円約280店のクリーニング店を運営。
イオンやオーク
ワ等の大手スーパーを中心にインストア型ショップを展開し、売上規模では業界上位の
位置づけであるなど奈良県内を中心に
「ルビー」
の知名度は高い。現在の人手不足状況
下において人材を獲得できる魅力のある会社にすべく、働く場ではなく仕事を通じて人
として成長する場にしようと社員共育にも注力している。
また今年度から全パートナー

担い手確保

に年間最低5日の計画的な休暇取得を開始する等「働き方改革」
にも取組んでいる。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

奈良県橿原市忌部町164-6
0744-23-5213／0744-23-6408
https://www.rby.jp/
代表取締役 辻本 龍晃

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1976年
3,500万円
400人

サービス

共通の価値観を共有した、多様性を認めるチーム創り
社長は、
イノベーションを起こすためには多様性が絶対に必要である一方
で経営は綱引きと同じでベクトルを合わせることが何よりも大切と考えてい
る。共通の価値観【コア・バリュー】
を片手でしっかりと握ることで、
もう片方
の手で個性を発揮する多様性を認めるチーム創りを推進している。
たとえば
同社には約8割の女性パートナーが在籍、
そのなかでも10代から70代までと
幅広い世代の方が共に働いており、
育休や産休、
職場復帰の他に、
次世代
（お
孫さん）
への配慮も欠かさずに支援を実施しているようなことである。

コア・バリュー・ウォール前での集合写真

独自サービスの提供、従業員のモチベーションを維持し経営改善
クリーニングの繁閑による業務の平準化を図るべく、
「冬物お預かりサービ
ス」
で冬物を夏場にクリーニングする等、
生産性向上・働き方改革を推進し、
経
営改善に努めている。
また、
社長は、
「公平・公正な評価の人事評価制度導入は
難しいもの。
年間勤務時間2,080時間のなかでたった30分の評価では誰の納得
も得られない。
」
と考え、
数年前から
「1on1ミーティング」
を導入し、
コーチングの
スキル研修を実施。
月1回20～30分、
年に1回の評価を12回へと増やすことによ
り部下の成長のための時間を確保した。
それにより部下やメンバーのやる気や

社内研修会

業務改善に対する気持ちが180度変わり達成感を感じる機会が圧倒的に増加。

保管サービス都心部の顧客開拓と業務の平準化
クリーニングは衣替えの繁忙期と閑散期で売上の格差が3倍。都心部は
クローゼットも小さく保管スペースが少ない。奈良県の立地を活かし数年
前から保管サービスを開始。
コートやブルゾンといった急ぐ必要のない物
は業務を平準化しながら作業することで残業を抑制。工場のキャパシ
ティーをあけることで、付加価値の高いロイヤルも繁忙期に難なく作業でき
るようになり、
働き方改革・生産性向上につなげている。
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ロイヤルの染み抜き作業

広島管財株式会社

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

広島県広島市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

ありがとうがいっぱいの総合ビル管理
「感謝」
をもとに
「ありがとう経営」
現社長の祖父が創業した総合ビルメンテナンス企業。前社長（父親）
が同社の事業成
長を図るとともに、全国組織でも当業界の発展に尽力。現社長は、
「ありがとう経営」
（関
わる全ての人に感謝する）
を確立し、人を大切にする経営を実践。特に女性や高年齢者
が働きやすい職場環境を実現するとともに、人材育成に熱心に取り組んで成長を実感
できる企業へと発展。近年はハウスクリーニング事業へも進出したほか、清掃業務の全

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

広島県広島市中区大手町5-7-17
082-243-5501／082-241-4323
https://hr-kanzai.co.jp/
代表取締役社長 川妻 利絵

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

国大会で大賞を受賞するなど、技能・品質も大きく向上している。
1961年
1,000万円
280人

サービス

ダイバーシティ経営で高年齢者、女性、障がい者が元気に活躍
全社員平均年齢は60歳と高年齢者の比率が高く、中でもビル清掃業務
を担当する社員の多くは高年齢者であり、最高年齢は85歳と元気に長期
間勤務する従業員も珍しくない。女性社員の割合は5割、女性管理職も3割
を超えるなどその比率は高く、女性社員だけのハウスクリーニング事業も
新規に立ち上げた。2012年には女性の能力発揮などへの積極的な取組み

高年齢者、女性、障がい者が元気に活躍

を評価され、第7回広島市男女共同参画推進事業者として表彰された。障
がい者についても、近隣の社会福祉施設に業務委託を行って自立支援をし
ているほか、
積極的な採用により、
社員に占める比率は6%と高い水準である。

PDCAに基づく改善、清掃業務では全国大会にて大賞を受賞
全社員が数値・行動目標を設定し、
自発的に業務改善、
サービス品質の
向上等を図る仕組みを構築。清掃事業では、
ビルメンテナンス業務の品質
向上を図るインスペクター有資格者を中心に、PDCAサイクルに基づく品
質改善（業務評価、改善案作成、改善案による研修、改善実行）
を実施して
おり、2015年には、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会主催の
「第5回
ベスト･インスペクター賞」
にて大賞を受賞している。
「第5回ベスト・インスペクター賞」大賞を受
賞

紹介者制度による人材確保、社員による充実した社内研修
毎月、全社員に対して求人情報を発信する
「紹介者制度」
を実施。同社の
理念に関する研修を受けている社員からの紹介ということで、同社の経営
に賛同、共感してくれる人財が増え、定着に繋がっている。毎月実施される
新人教育を始め、社員を講師とした社内研修が充実。外部研修によって習
得した特殊な技能や新技術等についても、受講した社員が講師となって社
内研修を実施し、情報を還元するため、研修への取り組み意欲が非常に高
い。
なお、
社員の資格取得に係る経費は全て会社持ちである。
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研修風景

株式会社ときわ

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

徳島県徳島市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

社員の声を取り入れた透明な経営の実現
働きやすい職場環境の積極的な整備
同社は、貸衣装から海外挙式プロデュース・婚活支援まで行うブライダル関連の総合
サービスクリエート企業として全国で事業展開している。近年は、
ルカナモトブ（2017,
沖縄）、KITAHAMA CHAPEL（2018，高松）
など多数の店舗を新規出店している。
「私たちは自身とお客様にしあわせと感動を永続的に提供し、心温まる地域社会づく
りに貢献する」
という経営理念のもと、社員一人ひとりの幸せを通じて、質の高いサービ

担い手確保

スを提供している。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

徳島県徳島市下助任町3-20
088-622-0011／088-638-0138
http://bctokiwa.co.jp/
代表取締役社長 高畑 富士子

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1956年
3,600万円
123人

サービス

働きやすい環境整備による女性社員の定着率向上
同社では、20年前まで寿退社をする女性従業員が多く、定着率の向上が
課題であったため、仕事と子育てが両立できる環境整備に着手し、
コアタイ
ムなしのフレックス制度や就業中の中抜け制度および入学式・卒業式のた
めの休暇制度等を導入するとともに、事業所内保育園の開園等の取組みを
行った。
その結果、育休復帰率100%を実現し、従業員の未就学児は54名
となっている。
また、社員のうち70%は女性で、課長以上の管理職20名のう
ち女性が13名を占めるようになり、
女性が一層活躍できる職場となっている。

働きやすい職場で活躍する女性社員

社員の声を取り入れながら透明性の高い経営を実現
社長自らの言葉で社員に想いを伝えるため、社長は全社員と面談を実施
している。現在、同社は徳島県以外に香川県や沖縄県に進出しているが、
こ
の事業拡大戦略は、全社員との面談で意見を取り入れて実現したものであ
り、従来から高いシェアを維持してきた徳島県以外でも新たな需要獲得に
つながっている。
また、会社全体の業務進捗（売上高や行動計画の推移）
を
年2回、社員全員の前で報告し、経営の透明性を図っている。
これにより、社
員自らが主体性をもって業務に臨めるようにしている。

透明性の高い経営を実現している高畑社長

資格取得制度等の整備による人材育成
同社では、前向きにチャレンジする社員を応援するため、資格取得制度
を整備している。
また、県内外の研修会や講習会への参加を認めており、
ス
キルアップ支援も行っている。
ブライダルコンテストに自主的に応募する社
員の中には、
リクルートブライダル総研主催の
「GOOD WEDDING AWARD」
2016年および2018年で特別賞を受賞した社員もでている。更に、積極的
に取り組む社員を表彰する制度を整備して、
モチベーションの向上と社員
一人ひとりの個の力を高めながら、質の高いサービス提供を実現している。
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積極的に取り組む社員を表彰

有限会社広野牧場

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

香川県木田郡三木町

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

事業承継した社長による主体的な経営の実現
社員の積極的な雇用育成と労働意欲向上
高松市の東隣に位置する三木町、田んぼと豊かな緑に囲まれた山里に広野牧場はあ
る。約380頭の牛の飼育による生乳・肉用子牛の生産・出荷が主な業務内容であるが、
社長の広野豊氏は高齢化や離農によって、
田舎のコミュニティは崩壊へ向けて進んでい
るため、農業に対する危機感を持っている。農業や酪農は、
やり方次第できちんと収益を
上げることができる仕事であるので、
この危機感を打破するため広野豊社長は、全国各

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

香川県木田郡三木町鹿庭215
087-899-0555／087-899-0555
http://www.hirono-farm.com
代表取締役社長 広野豊

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

地で講演会を行い、地元大学の教授とも意見交換を行っている。
1979年創業
2001年設立
6,120万円
26人

ものづくり

経営ノウハウを引き継いだ後継者による主体的な経営の実現
同社は、昭和54年に創業者の広野正則氏が12頭の子牛の育成を始め、
酪農経営をスタートした。平成17年に正則氏が一気に牛60頭から200頭
へ規模拡大を計画した際に、正則氏の息子で現社長の広野豊氏は、顧問税
理士から同社の経営状態についての説明を受けた。
それを機に、父ととも
に酪農に従事する覚悟を決め、平成18年に入社した。入社後1年半は休む
間を惜しんで父や知人の牧場経営者から、経営ノウハウ等の情報収集を続
け、
それが実質的な後継者教育となり、
今の主体的な経営に生かされている。

主体的な経営を実現している広野社長

経営状況の公表・説明による従業員のモチベーション向上
「農業経営も製造業と同様だ」
といった社長の考えから、毎年、経営者と
全社員、顧問税理士等で決算検討会を開催し、取引銀行、飼料等の販売会
社、香川県農業経営課、
四国経済産業局等の担当が出席し会社の経営分析
を基にした詳細な報告がなされている。
この取り組みにより、同社の「経営
の見える化」
が図られ、社員にとっては、
自社の経営状況を客観的に確認す
ることができ、
モチベーション向上や定着率向上にも繋がっている。
決算検討会の開催

若者や女性の採用・インターンシップの積極的受入れ
同社は農村で農業がしたいという想いを持った人を中心に、
未経験者等
も雇用して、
現在では26名の社員が働いている。
年齢の若い従業員や女性も
多く、
他県からIターンで来ている人も見られる。
また、
同社では人材育成にも
力を入れており、
人事評価システムや使用する重機などの資格取得制度も整
えている。
更に、
独立を希望する社員には経営の勉強が出来るように配慮し
ている。
最近では農業を職業の選択肢の1つと考える高校生、
大学生、
社会
人等を対象に、
1週間～2か月間のインターンシップにて年間40名ほど受入
れている。
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積極的に受入れた若者や女性等の従業員

油機エンジニアリング株式会社
福岡県太宰府市

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

需要獲得

ものづくり

担い手確保
サービス

建設機械アタッチメントのレンタル・修理・販売
メセナ活動の一環としてレストラン経営
福岡県太宰府市に本社を置き、
各種建設機械アタッチメントのレンタル、
油圧作業機・
アタッチメントの販売、各種油圧建設機械の改造・修理事業を中心に行う。特に、油圧
ショベルの先端に取り付ける建物の解体作業向け製品に特化。全国各地に事務所を設
け、2018年3月には台湾に初となる海外合弁会社を設立。
また、
これら事業に加え、福岡
県糸島市にてメセナ活動の一環として、
明治時代に建築された建物を次世代へ引き継ぐ

担い手確保

ことを目的に、古民家を活用したレストラン事業等も行う。
● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

福岡県太宰府市大字北谷1096-8
092-920-5501／092-920-5502
http://www.yukieng.co.jp/
代表取締役会長 牧田 隆

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1995年
3,500万円
52人

サービス

多国籍の外国人材活用による社内の活性化
近年、国内において新卒確保が困難な中、
それに替わる優秀な外国人材
の確保は経営戦略上重要と位置づけ、4年前から計9名の外国人社員を採
用し、活用している。外国人材の採用により、海外メーカーとの直接取引や
現地でのファイナンス等で実際に成果をあげ、台湾では合弁会社の設立に
成功。多様な外国人従業員の働き方は、
日本人社員にも少なからず刺激を
与えており、
そうした相互交流が進む中で社内の活性化につながっている。
外国人社員と日本人社員も一緒に社内英
会話教室開催

次世代への承継を見据えた経営体制安定化のための組織の整理、強化
創業以来、
トップダウン型の経営を行っていたが、次期代表取締役体制
への承継を考え、経営体制を安定させるため、1.経営部門組織の役割明確
化と活性化

2.取引先外部株主の整理による金融基盤の整理

3.コンサ

ルタント会社による外部知見を採用する等の経営改善の取り組みを進めて
いる。
また、近年はメーカーをはじめとする同業他社間での競合も増加して
いるため、3年前より営業部門を新しく組織化し、取締役を置くことで営業
体制の強化を図った。

幹部による経営課題の打ち合わせ

会社独自で作成した目標管理・成長シートによる人材育成の実施
社員の評価制度を明確化するための「目標管理・成長シート」
を作成。上
司や社長と面談し、年度の目標を設定。達成に向けて評価しながら、
フォ
ローする。
また外部のセミナー受講を促したり、社外のボランティア活動を
評価対象にしたりするなどの取組を行う。外国人社員にはオリジナルで作
成したツールを用いて評価と成果とキャリアを1年単位と3年単位で見通
し、
キャリアプランを明確にできるようにした。結果的に外国人の定着率は
高い。

社員と上司による個人面談
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株式会社日本ベネックス

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

長崎県諫早市津久葉町

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

既存事業の強みを活かした新事業と
多様な人材採用・育成、
地域貢献
1957年の創業以来、
精密板金加工を基盤に、
大手電機メーカー向けの屋外大型映像
装置をはじめとした数多くの電気・電子機器、産業機器の製造を手がけてきた。2012年
には、事業の第二の柱として、太陽光発電を中心とした環境エネルギー事業に参入。
こ
れまでに25MWを超える発電所を手掛けるなど業績を拡大している。
また、他社との共
同プロジェクトとしての、電気自動車のリユース蓄電池を活用したバーチャル・パワー・

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

長崎県諫早市津久葉町99番地48
0957-26-5111／0957-26-7207
http://www.japan-benex.co.jp/
代表取締役社長 小林 洋平

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

プラント
（VPP）実証実験に参画するなど、先進的な取組みが注目を集めている。
1957年
9,500万円
144人

ものづくり

多様性重視、採用強化と最適な人材配置
人材活用では、多様性が力と考え、年齢・性別・国籍を問わず能力本位で
配置・処遇しており、
総合職ポストに登用した外国人や女性社員が高い成果
を上げている。現場の女性の発言機会を増やしたことで画期的な業務改善
提案がなされ、
業績にも好影響が出ている。
経験豊富なシニア人材に能力発
揮の場を提供する一方で、
新卒・中途採用にも注力している。
また、
長崎県と
連携して、UIターン人材を積極的に確保すると共に、長崎大学で講義を行
い、
地元企業の先進的な取組みを紹介するなど地域に貢献している。

長崎地域学の講義をする小林社長

既存事業の技術を活かした新事業展開と人材・組織の強化
2011年に入社した現社長は、既存事業の強みを活かした環境エネル
ギー事業を開始。2014年、
当時国内最大級の屋根借りメガソーラー稼働で
事業を拡大。2018年には住友商事とEVリユース蓄電池を活用したVPP実
証事業「みらいの工場」
プロジェクトを発足した。2016年の社長就任後は、
人材強化・組織強化を最重要課題と設定。
自律的に成長できる組織をめざ
し、
目標管理制度の導入や独自の生産管理システムによる業務効率化、社
員懇談会によるコミュニケーション強化など多様な改革を実施している。

ベネックス流山ソーラーポート

社員のやりがい、社内コミュニケーションを重視
社員の成長、達成感につながる環境整備を積極的に行っている。社員の
意識改革と組織の強化に向けては、能力開発を支援する教育制度の導入
や研修、個別指導などを実施している。管理職についてはジョブローテー
ションを実行し、複数の職務を定期的・計画的に経験させて個々の能力向
上を促進している。
また、一人一人のモチベーション向上のために、提案・
改善を促す表彰制度を設けた他、
目安箱を設置し個別の問題に社長自ら
対処するなど、
コミュニケーション強化を図っている。

改善勉強会
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株式会社お菓子の香梅

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

熊本県熊本市

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

職人技術の継承と働きやすい職場づくりで
飛躍する熊本県のトップ老舗菓子メーカー
創業70周年を迎え、熊本県内でトップを誇る老舗の菓子製造メーカーである。熊本
の土産用菓子として知名度の高い
「誉の陣太鼓」
「武者がえし」
といった商品を製造販売
しており、県内外を問わず贈答品の定番となっている。店舗は熊本を中心に25店舗展開
しており、企業理念「くつろぎのごちそう」
をテーマに、菓子製造技術力の更なる向上と
職人技術の継承に取組むとともに、働きやすい職場づくりにも積極的に取組んでいる。

担い手確保

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

熊本県熊本市中央区白山1-6-31
096-366-5151／096-372-1857
https://www.kobai.jp
代表取締役社長 副島 健史

● 設立
● 資本金
● 従業員数

1949年
4,600万円
204人

ものづくり

ワークライフバランスに注力した職場づくり
同社は、若者・女性・シニアと多様な人材確保・雇用環境整備に取組んで
いる。従業員の7割が女性のため、工場に企業内保育所を作る一方、
出産か
ら育児、復帰までを支援する独自の「育児休業復帰支援制度」
を策定して、
仕事と家庭との両立ができるワークライフバランスを重視した社内制度を
整備している。
また、採用面についても、高校と情報共有することで地元か
らの採用を重視し、高齢者に対しても働き方を選択することができる仕組
みづくり等を整備することで、定年後の継続雇用を積極的に行っている。

商品の徹底した衛生管理と品質管理

「準社員」
の導入によるパート従業員のモチベーション向上
同社では、平成13年度よりパートと正社員の間に
「準社員」
というパート
の時給上限を超えて昇給が可能な雇用区分を設け、能力と意欲の高いパー
ト社員を、
より待遇のよい雇用区分に登用し、
モチベーションの向上に役立
てている。
また、
パート社員、準社員ともに、年2回の本人との面談を必須と
した人事考課を実施、正社員への転換条件を就業規則に定め、所属長の推
薦や様々な独自の研修を経て、正式に正社員へ登用できる制度も整備して
いる。

商品知識や接客など幅広い業務に携わる

菓子製造技術の更なる向上と職人技術の継承
「誉の陣太鼓」
は菓子業界では初の紙缶詰製法を取り入れて特許を取得
し、
品質の向上とコストダウンを実現している。
また、
同社には和菓子一級技
能士並びに職業訓練指導員、
洋菓子一級技能士並びに職業訓練指導員が
多数在籍している。
また、
県知事からの表彰者やジャパンケーキショー東京
で2年連続金賞の受賞者も在籍しており、
高い技術力を有している。
同社で
は後継者育成も兼ねて、
上記のような資格取得のサポートを行い、
優れた技
術者が同社で生まれ指導員として継承していけるしくみを確立している。
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一級技能士・職業訓練指導員が多数在籍

株式会社新原産業

はばたく中小企業・小規模事業者300社
生産性向上

宮崎県北諸県郡三股町

ものづくり

需要獲得

担い手確保
サービス

畜舎、
農畜産設備資材のトータルプランナ
ーとして、畜産業界の未来の創造に貢献
日本有数の畜産県である宮崎で、畜舎の新築・増改築、畜舎空調改善、畜産設備資材
の製造・販売・輸入等を手掛ける総合メーカー。
「お客様に満足してもらえる仕事・商品の提供」
を経営理念とし、畜舎の立地条件や顧
客のニーズにあわせ、
自社開発の技術を活用したオーダーメイド方式で、
トップレベル
の品質を保ち、全国で数々の実績と成果を上げている。畜産業界の未来を創造する企業

● 所在地
● 電話／FAX
● URL
● 代表者

宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池4450
0986-52-6500／0986-52-6512
http://www.niihara.co.jp/
代表取締役 新原 弘二

● 設立
● 資本金
● 従業員数

担い手確保

として畜産に貢献できる｢全社的創造力の醸成｣をモットーに成長を続けている。
1976年
3,000万円
46人

サービス

若手役員育成、
シニア人材活用で、3年後の事業継承に備える
創業社長のもと、3年後の事業継承を目指し、子息2人が役員として対外
業務を中心に経験を積む。
また、将来の社長を支える若手の役員候補を抜
擢、教育し、常に畜産業界の未来を創造する
「全社的創造力の醸成」
に努め
ている。定年延長・再雇用制度により、設計士等シニア人材が現役として、
若手の師匠として活躍し技術やマインドの継承を実現。
また、10年以上に
わたり地元工業高校からインターンシップを継続的に受入れ、地元若者の
就業教育への貢献と、人材確保による継続的な成長を目指している。

シニア人材が若手社員の師匠として活躍

新製品開発力と技術力を若手に継承し、面白いやりがいのある企業に
顧客の困り事を解決するという方針の下、改良、改革の情熱、創意工夫に
より、
新商品を開発しビジネスにつなげ、顧客との信頼関係を築いてきた。
若手の育成には特に力を入れ、
やる気のある若手を責任のあるポストに
積極的に登用、特許・実用新案・意匠登録等の取得促進、海外派遣では畜
産の最先端に触れる機会をつくる等に取組み意識向上を図っている。
また、
畜産業界の悪いイメージ
（汚い、臭い等）
の払拭を目指し、
アイデアを生かし
た自社開発ができる環境づくり、働きがいのある企業を目指している。

若手社員のアイディアによる新商品開発

「社員のマルチタスク化」で、顧客ニーズに応え、満足度を高める
「お客様に使いこなしてもらえる仕事と努力」
という社訓を掲げ、創意工
夫と発想転換を繰り返し、顧客ニーズを探し当てていくことでメーカーとし
ての発展を目指している。
また、社員のマルチタスク化を推進し、営業職と
技術職の両方が、
顧客の要望、設計思想の共有、
プロジェクト管理まで一連
の業務に精通した人材育成を行っている。更に、豚や鶏の飼い方、施設の活
用方法、細かいメンテナンスまで、顧客の求めるニーズに応え
「いなければ
困る」
と言われる体制づくりに取組み、顧客満足度を高めている。
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当社の社訓

359

は ば た く商 店 街 3 0 選
札幌狸小路商店街
367
(札幌狸小路商店街振興組合)
函館朝市
369
(函館朝市協同組合連合会)
釧路駅西商店街
371
(釧路駅西商店街振興組合)
富良野中心市街地商店街
373
(ふらのまちづくり株式会社)
ひがしかわユニバーサルカード商店街
375
(東川町商工会)
シーパルピア女川・地元市場ハマテラス
377
(女川みらい創造株式会社)
七日町通り商店街
379
(七日町通りまちなみ協議会)
笠間稲荷門前通り商店街
381
(笠間稲荷門前通り商店街協同組合
大町公園通り商店会)
都立大学５商店街
383
(都立大学商店街連合会(とりつじん実行委員会)
高円寺純情商店街
385
(高円寺銀座商店会協同組合)
一ノ木戸商店街
387
(協同組合一ノ木戸商店街)
海野町商店街
389
(海野町商店街振興組合)
沼津仲見世商店街
391
(沼津仲見世商店街振興組合)
仲田本通商店街
393
(仲田本通商店街振興組合)
大須商店街
395
(大須商店街連盟)

本町商店街
(本町商店街振興組合)
新大宮商店街
(新大宮商店街振興組合)
ララはしば商店街
(橋波商店連合会)
おみぞ筋商店街
(小溝筋商店街振興組合)
塚口笑店街
(塚口商店街振興組合)
うらぶくろ商店街
(うらぶくろ商店街振興組合)
中の棚商店街
(広島市中の棚商店街振興組合)
山口市中心商店街
(山口市商店街連合会)
高松丸亀町商店街
(高松丸亀町商店街振興組合)
柳井町商店街
(柳井町商店街)
魚町銀天街
(魚町商店街振興組合)
川端通商店街
(上川端商店街振興組合/
川端中央商店街振興組合)
佐世保中心商店街・商業施設
(SASEBOまち元気協議会)
名瀬まち商店街
(奄美市通り会連合会)
瀬長島ウミカジテラス
(ウミカジテラス・せなまーる会)
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397
399
401
403
405
407
409
411
413
415
417
419

421
423
425

は ば た く商 店 街 3 0 選 事 例 一 覧 - ①
札幌狸小路商店街

（札幌狸小路商店街振興組合）

367

北海道札幌市

北海道最古のロングアーケード
商店街で、世界のお客様をお出迎え

函館朝市

（函館朝市協同組合連合会）

369

北海道函館市

健やかな市民生活を支える、福祉と
商業が融合した函館朝市の取組

釧路駅西商店街

（釧路駅西商店街振興組合）

371

北海道釧路市

外国人観光客に文化体験のお土産を
商店街主導のエリアマネジメント

富良野中心市街地商店街

（ふらのまちづくり株式会社）

373

北海道富良野市

2万人のまちに120万人を呼び込んだ、
フラノマルシェの奇跡のその先へ

ひがしかわユニバーサルカード商店街 375

（東川町商工会）

北海道上川郡東川町

「ひがしかわユニバーサルカード」
全業種対象で複数プランを提供

シーパルピア女川・地元市場ハマテラス 377

（女川みらい創造株式会社）

宮城県牡鹿郡女川町

民間主導の商業エリア整備
町民から観光客までニーズに対応
361

は ば た く商 店 街 3 0 選 事 例 一 覧 - ②
七日町通り商店街

（七日町通りまちなみ協議会）

379

福島県会津若松市

歴史的建造物を活かした城下町
らしい特色のある商店街の再生

笠間稲荷門前通り商店街

（笠間稲荷門前通り商店街協同組合,大町公園通り商店会）

381

茨城県笠間市

「かさまち考」の取組と
「笠間朱色」効果で、
空き店舗解消・来客数増加

都立大学５商店街

（都立大学商店街連合会（とりつじん実行委員会））

383

東京都目黒区

個性的な「とりつじん」による
「次世代への円滑なバトンタッチ」

高円寺純情商店街

（高円寺銀座商店会協同組合）

385

東京都杉並区

2020年を見据えて、民泊施設を
整備し外国人観光客を誘致する

一ノ木戸商店街

（協同組合一ノ木戸商店街）

387

新潟県三条市

中心市街地拠点施設の一新で
若者集客に成功

海野町商店街

（海野町商店街振興組合）

長野県上田市

大学・市・商工会議所と連携
誘客と空き店舗改善に取組む
362

389

は ば た く商 店 街 3 0 選 事 例 一 覧 - ③
沼津仲見世商店街

（沼津仲見世商店街振興組合）

391

静岡県沼津市

空き店舗の20％削減に成功
関係者の協力で具体策を展開

仲田本通商店街

（仲田本通商店街振興組合）

393

愛知県名古屋市

商店街は「地域コミュニティの核」
四季のイベントが街に人を呼ぶ

大須商店街

（大須商店街連盟）

395

愛知県名古屋市

若手の積極的な参加による
「大須ら
しい」インバウンド需要の取り込み

本町商店街

（本町商店街振興組合）

397

愛知県豊川市

空き家と道路空間を戦略的に活用し、
街に新たな賑わいを創出

新大宮商店街

（新大宮商店街振興組合）

399

京都府京都市

地域団体との連携ポイントカードで、
地域の人が寄り添う商店街に

ララはしば商店街

（橋波商店連合会）

大阪府守口市

地域を巻き込んだ取組で「活気が
ない」
「暗い」のイメージを払拭
363

401

は ば た く商 店 街 3 0 選 事 例 一 覧 - ④
おみぞ筋商店街

（小溝筋商店街振興組合）

403

兵庫県姫路市

商店街を子育て拠点とする事で、
悩むママ達の救世主としてサポート

塚口笑店街

（塚口商店街振興組合）

405

兵庫県尼崎市

若手も意見を出す組織へ改革
個店が舞台の「文化祭」を毎年開催

うらぶくろ商店街

（うらぶくろ商店街振興組合）

407

広島県広島市

個性的な品揃えの「蚤の市」開催で、
空き店舗解消・客数増加を実現

中の棚商店街

（広島市中の棚商店街振興組合）

409

広島県広島市

市と連携し子育て支援施設を誘致
子育て世代の呼び込みに成功

山口市中心商店街

（山口市商店街連合会）

411

山口県山口市

商店街を取り巻く外部環境との
連携によるWin-Winの関係構築

高松丸亀町商店街

（高松丸亀町商店街振興組合）

香川県高松市

「人が集う広場」の整備と魅力的な
地域イベントにより来街者増効果
364

413

は ば た く商 店 街 3 0 選 事 例 一 覧 - ⑤
柳井町商店街

（柳井町商店街）

415

愛媛県松山市

空き店舗のリノベーションと夜市
での集客により活性化を実現

魚町銀天街

（魚町商店街振興組合）

417

福岡県北九州市

「SDGs商店街」
としての取組み

川端通商店街

（上川端商店街振興組合,川端中央商店街振興組合）

419

福岡県福岡市

2つの商店街が協力する組織作り
若手中心にインバウンド対応を加速

佐世保中心商店街・商業施設

（SASEBOまち元気協議会）

421

長崎県佐世保市

大型商業施設と商店街が連携し
外国人観光客向けの環境を整備

名瀬まち商店街

（奄美市通り会連合会）

423

鹿児島県奄美市

小中高生の思い出つくりに貢献し
Uターン促進

瀬長島ウミカジテラス

（ウミカジテラス・せなまーる会）

沖縄県豊見城市

地域資源を活用し、観光客と
地元民の双方が楽しめる取組を実施
365
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インバウンド

札幌狸小路商店街
（札幌狸小路商店街振興組合）
北海道札幌市

北海道最古のロングアーケード
商店街で、世界のお客様をお出迎え
取組の背景

安全・安心な街区整備が
インバウンド対応の契機に

より現実に即した対応を検討しようとするものである。
この委員会で狸小路に不足している事案の洗い出しを
した結果、バス乗降場の整備が急務であると考え、

近年、札幌狸小路商店街では北海道の中でも外国

2018年10月より国土交通省の補助金を活用したバス

人観光客によるにぎわいを見せている。商店街の発展

乗降場実験事業を実施し、新たな訪日外国人観光客の

と活性化には、安全で安心な街路環境が重要であると

取り込み等の成果があった事から、本格実施に向けて

の認識から、2004年に自主巡回活動組織を立ち上げ、

協議を進めている。

2006年には民間交番を街区内に設置し改善に取組ん

また、免税店支援、飲食メニューの多言語化、海外版

だ。
その成果は大きく、街区環境は見違えるように変化

のスマートフォン決済導入支援、大型ビジョンによる

し安全・安心な街区を取り戻した。
これはインバウンド

観光情報の提供、都心民間交番での外国語案内対応、

対応という観点からも一番重要な要素であった。
また

インバウンド向けのツーリストインフォメーションな

ドラッグストア等の新規出店者にも商ルールを理解し

ど、様々な角度から取組を進めてきた。

て頂き、整然とした街区の維持に協力を得た。
インバウ

更に、
日本全国で訪日外国人旅行者の課題となって

ンド対策事業は2010年から実施し、加盟店の免税店

いる
「買物する以外の楽しみがない」
とのアンケート結

化の促進、飲食メニューの多言語対応、決済サービス

果から、夜間エンターテイメント事業として、2018年

の多様化等の取組を進めた。
また、2016年には、
イン

12月から札幌で活躍している大道芸人に披露の場を

バウンド向けのツーリストインフォメーションが開店し

提供し、
ジャグリングや楽器演奏などを開始し、市民や

た。買い物以外の魅力発信の取組で、商店街を舞台に

訪日外国人旅行者から好評を得ている。

北海道の歴史や文化を発信する
「ナイトエンターテイ
メントショー」
を実施したことも特徴的である。

加えて、
同商店街は2018年10月には、札幌市から道
路利用者のニーズへのきめ細やかな対応と自発的な
取組を評価され、
道路法に基づく、
「道路協力団体」
とし
て認定された。
この認定は、北海道内市町村では初め
ての指定で、全国でも数件しかなく、商店街としては初
めての指定となった。
この指定により、道路占有などで
特例を受けることが可能となり、道路上で広告掲示や
オープンカフェなどの収益活動を行うことが可能とな
り、最初の取組として、大型再開発工事期間のにぎわ
いを維持するため
「狸小路にぎわい事業 deve★so（デ

ナイトエンターテイメントショーの様子

取組の内容

ベソ）」
を2019年4月から実施し、好評を得た。

インバウンド特化の体制整備
と道路利活用を促進

同商店街ではインバウンド対応に向けての専門部隊
として
「繁盛特別委員会」
を商店街組織に2017年立ち
上げた。これは組合役員に限らず、
ドラッグストアや
チェーン店・ホテル・アミューズメントなどインバウンド
対応の最前線にいる事業者に参画してもらうことで、
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商店街にて設置した民間交番

商店街のマスコット
「だっこポン」

はばたく商店街30選

取組の成果

集客増と加盟店満足を生み
出店希望あふれる商店街に

札幌狸小路商店街

実施体制

同商店街では、
チェーン店や大型店と協力関係を構

定期的に実施される歩行者通行量調査は増加傾向

築するため、組合運営とは分けて
「店長会」
という組織

にあり、訪日外国人旅行者の多さも寄与している。空き

を確立させた。
これにより各店舗の店長同士の交流を

店舗は皆無で、空いてもすぐに埋まり、空きを待ってい

推進した結果、
横のつながりが増え、
店員までもが仲良

る事 業 者も多く見 受けられる。組 合 加 盟 率はほぼ

くなるようになった。店員も商店街を強く意識してイベ

100％で、街区での取組への信頼もうかがえる。賃貸価

ントを実施することで、商店街の組合員同士だけでは

格も上昇しており、街区の優位性も向上している。ま

できなかったイベントの実施体制を補うことができて

た、狸小路の安全・安心への取組から街区での軽犯罪

いる。定例会では具体的な課題設定と事業提案を行い

は大きく減少しており、
効果が出ている。

つつ進行させるため、
目的意識を持って参加する機運

更に、2018年には商店街の歩行者専用道路（公道）

ができている。
インバウンド事業では、企画運営・検討

での配送ロボットの自動走行実験が行われるなど、

として、
「販促委員会」
を、今後の対応協議として、
「繁盛

様々な実証事業に参加する機会も多く、
その事業の中

特別委員会」を設置し、事業成長に向けた体制がとれ

で、先進的な事業のモデル商店街としての役割を果た

ている。

している。
これまでの成果に限らず、将来に亘る商店街
運営がされるよう、新たな課題抽出を定期的に検討す
るべく実証を繰り返し、事業効果の検証が図られてい
る。

キーパーソンからのコメント

今の繁栄は、先人の知恵と仲良き仲間、
そしてチャレンジする精神
全国でも７つの街区が一つの商店

させられました。

街組合で組織されているのは珍し

ただ今後も順風満帆とは限りませ

く、組 合 組 織 率 にお いても 、ほ ぼ

ん。天災や、経済減速、戦争などの世

１００％である事は先人の知恵と努

情不安のリスクもあり、観光に頼りす

力の成果です。また最近では大型店

ぎると大怪我をします。
インバウンド

やチェーン店に商店街に参画しても

観光客は地元の方が使っている店だ

らった事はとても有効でした。大型

からこそ来てくれているのです。私は

店等の皆さんからも
「商店街に意見

組合員に対して
「地元のお客様を大

を言わせてくださるのはありがたい」

切にしてください」
と事あるたびに言

と感謝をされました。商店街運営は

い続けています。新しい事へのチャレ

「人」
が行うもの、人の繋がりなくして

ンジを忘れずに、愛される狸小路に

繁栄は伴わない事は身に染みて理解

札幌狸小路商店街振興組合
理事長
島口 義弘

努めて参りたいと思っております。

狸小路商店街は、北海道で最古の商店街の一つで、明治６年に誕生し、2019年で146年目を迎える。
７つの街区で
構成され総延長約900m・店舗数約220店で、全蓋アーケードを持つ商店街である。昭和40年代までは、北海道商業の
商店街の
概要

要として広域型商店街として役割を果たしてきたが、
その後は地下街の開業、郊外大型商業施設の乱立、札幌駅前の再
開発などにより老舗店舗は次第に少なくなった。近年では、商店街区に多様な業態が入り、観光客を対象とした店舗が
増えてきた。
この結果、訪日外国人旅行者も利用するようになり、
また近隣の新規客も増えてきている。現在は地元の憩
いの場として、
また観光面では札幌随一のショッピングストリートとして賑わっている。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

北海道札幌市中央区南二・三条西
約24万人（札幌市中央区）
011-241-5125
011-241-5126

● URL
● 会員数
● 店舗数

https://tanukikoji.or.jp/
185名
小売業86店、
飲食店88店、
サービス
業38店、不動産業2店、
その他13店
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
外国人観光客、
● 主な客層
サラリーマン／ 4 0 歳
代、50歳代

地域協働

函館朝市
（函館朝市協同組合連合会）
北海道函館市

健やかな市民生活を支える、福祉と
商業が融合した函館朝市の取組
取組の背景

地元住民とのつながりの
重要性を再認識

に、集客力向上等商環境の活性化も目指している。鳥
取県でモデルケースとなっていた
「ショッピングリハビ
リ」
を参考にした。

函館朝市は北海道有数の観光地「函館」
の代表的な

函館風のアレンジのポイントは、
より多くの市民に参

観光スポットであり、国内外からの観光客が圧倒的に

加してもらうために地域や商業と幅広く連携している

多い。
ここ数年では特に急増している外国人観光客向

ことである。作業療法士、言語聴覚士の他、介護施設、

けに
「多言語での案内サービス」、
「免税対応」、
「検疫情

商業施設、
タクシー会社等約17団体から構成される協

報の提供」
「
、海外宅配サービス」
等のインバウンド対策

議会を設立し、現在は朝市の他、市内12の複数の商業

を実施してきた。

施設でも実施されている。
また日用品の少ない朝市で

一方で地元住民の足は朝市から遠のいていた。朝市

地元の人が喜んでくれるコンテンツとして、海鮮丼等を

で扱う商品の多くが高級品のため、近隣に住みながら

食べる
「食事」
をプログラムに導入していることも特徴

も何年も朝市に来ていない住民も増えていた。
しかし

である。更に、
レクリエーションに関しては、
もともと地

東日本大震災をきっかけに
「市民の台所」
としての地元

域で繋がりのある高齢者たちが、朝市で健康に関連し

住民とのつながりの重要性を再認識した。地震により

たレクリエーションに参加することで、
仲間同士で健康

朝市は全店浸水被害を受け全壊した店や施設も多

になれば、地域コミュニティ全体も元気になるというコ

かったが、函館市役所や地元の有志たちが一斉に集ま

ンセプトのもと、組み込まれている。

り朝市の再興に力を貸し、予想よりも遥かに早く営業
を再開することができた。

2018年３月からは現地通貨（おでかけコイン）
を活
用したポイント制度を導入している。1,000円買い物す

この経験から地元の人にも足を運んでもらえるよう

る毎に
「おでかけコイン」
１枚を付与し、10枚集めると

に取組を行う必要性があると痛感し、地元還元・地域

500円分の商品券と引き換えられる仕組みは参加者か

貢献できる継続的な取組を検討することになった。

ら好評を得ている。

取組の内容

「買い物×食事×レクリエー
ション」
で地域に貢献

函館朝市では、2017年４月から
「おでかけリハビリ」
を開始した。
「おでかけリハビリ」
は高齢者や要支援・要
介護等の援助の必要な方を中心に
「買い物×食事×レク
リエーション」
を組み合わせたリハビリができる取組で
ある。
内容は介護施設や近隣の役場の送迎車で朝市に

朝市での対面販売のコミュニケーション

到着した参加者が文化教室や介護予防教室等の体験
講座の無料のレクリエーションを受講した後に、自由
に買い物を楽しみ、最後に海鮮丼等の食事を取って送
迎車で帰路につくものである。介護が必要な参加者に
はスタッフが付き添うほか、車椅子や歩行器の貸出し
もあり安心して参加できる。これにより参加者の「活
動・運動・交流」の機会を増やし健康増進を図るととも
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海鮮丼等のお食事プログラム

はばたく商店街30選

取組の成果

函館朝市

予想以上の地元住民の反響
で売上増や集客につながる

「おでかけリハビリ」は2017年度に24回開催、約
400名が参加した。売上推定は100万円であった
（４～
９月まで朝市での実施。
９月以降は市内複数の店舗で

健康増進を図るレクリエーション

実施）。2018年度は４～３月までに80回開催で延べ
900名と２倍強となり、
この期間の売上推定は約200

実施体制

万円と昨年度の２倍の売上規模に成長している。
集客力向上等商環境の活性化だけでなく、要介護者

「おでかけリハビリ」
は2017年10月に発足した
「おで

らのリハビリ効果にも手ごたえが見られた。介護施設

かけリハビリ推進協議会」
によって運営されている。協

でリハビリを拒否して歩かずにいた高齢者が、朝市や

議会の会長は函館朝市協同組合連合会事務局長の松

商業施設で買い物を楽しみ、
その後リハビリに打ち込

田悌一氏。現在の協議会メンバーは理学療法士、作業

めるようになったという事例も報告されている。
こうし

療法士、言語聴覚士の他、介護施設、商業施設、タク

た点が評価され、
日本総研主催の
「RE-CAREアワード

シー会社等約17団体から構成されている。

2018」の審査員特別賞を受賞した。参加者の家族、施

「おでかけリハビリ」
は現在朝市の他、市内12の複数

設関係者、ボランティアスタッフも朝市に足を運びや

の商業施設で実施されている。函館朝市では函館朝市

すい環境を生み出したという成果も出ている。

協同組合連合会の事務局、各組合事務局、各店舗の連
携体制のもと実施している。

キーパーソンからのコメント

健康をコンセプトに市民に開かれた商店街へ
昨年はインバウンド（観光）、今年

けだけでなく、市民にも開かれてい

は地域協働と別カテゴリーで選出し

る」
と認識してもらい、商店街全体の

ていただき感謝しています。
「おでか

活性化につなげていきたいと考えて

けリハビリ」は朝市だけの利益を優

います。

先するのではなく、函館全体の地域

最近は参加者だけでなく、ボラン

貢献を目的にしています。売上的に

ティアスタッフの登録も増えていま

は観光に比べると小さくはあります

すので、今後は、人出不足が深刻な

が、地域の人々に朝市に来てもらい

介護業界に対し、主婦や学生などの

健康につなげるコンセプトが理解さ

スタッフを派遣する新事業「おたす

れ着実に参加者が増えています。そ

け」
サービスを展開し、高齢者の外出

の結果、朝市のイメージも｢観光客向

をサポートしていきます。

おでかけリハビリ推進協議会 会長
函館朝市協同組合連合会 事務局長
松田 悌一

函館朝市の歴史は1945年頃から近郊農家が函館駅前で野菜を立ち売りしたことから始まり、1956年に現在地に移
転。1987年には場内の組織が結集し、函館朝市協同組合連合会を設立した。
商店街の
概要

現在の商圏は人口約26万人の函館市と隣接する北斗市、七飯町の人口約7万人であるが、来街者は国内外の観光
客が圧倒的に多い。
インバウンド対策にも積極的で、2017年度にはインバウンド分野で
「はばたく商店街30選」
に選出
されている。
2017年からは地元住民とのつながりの重要性を再認識し、
地元の高齢者、
要支援・要介護認定者を対象に
「健康×お買物×食事」
を組み合わせた取組を開始。
地域の福祉に積極的に関わり貢献している。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

北海道函館市若松町
約26万人（函館市）
0138-22-7981
0138-22-7936

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://www.hakodate-asaichi.
com/
136名
136店舗
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● 商店街の類型 観光型
国内観光客、外国人観
● 主な客層
光客／50歳代、60歳代

インバウンド

釧路駅西商店街
（釧路駅西商店街振興組合）
北海道釧路市

外国人観光客に文化体験のお土産を
商店街主導のエリアマネジメント
取組の背景

釧路市民の台所から、
外国人観光客も楽しむ街へ

船入港は、2018年に20隻・定員約1万9千人の予定と
急増している。
そこで、釧路港から商店街（和商市場）
や
市内中心部を巡る循環シャトルバスの運行を開始し

釧路市の観光客数は2013年の約352万人から

た。2018年からは買い物だけでなく観光や体験を組み

2017年には約523万人へ大幅に増加。外国人ののべ

込み、エリア全体の滞在時間を伸ばし、宿泊や食事・

宿泊者数も約8万8千人から約15万6千人に急増した。

サービス等の新たな消費行動を促すこととした。

釧路市は観光庁の「観光立国ショーケース」に選定さ
れている。

バスでは同乗の観光ガイド兼通訳が釧路の紹介や
観光スポットの案内を行う。案内用の英語表記パンフ

地域の少子高齢化によって来街者の減少がみられ、

レットは「くしろ元町青年団」の協力で制作した。江戸

特価品志向もあり、
ターゲットを市民に絞る営業では

時代創建の神社では、外国人限定・開運参拝ツアーを

売上の伸びが見込めない。市民の台所の自負はある

実施し、境内のガイド、
お神酒、
お神籤、
お土産、記念撮

が、外国人観光客も積極的に呼び込む必要があるとの

影のセットプランを提供している。大型客船入港時に

認識が広がった。

は商店街で日本の祭りを体験できる縁日を実施し、射

公益社団法人北海道観光振興機構の調査による外

的や千本くじの露店、たこ焼き、綿あめ等の販売のほ

国人観光客のニーズは「自然景観」
「日本料理」
「ショッ

か、
コマやけん玉等日本の遊びも体験できる。
これらの

ピング」
「伝統的な街並み・異文化体験」
である。釧路・

サービスは外国人観光客の心を捉え、旅行中の忘れが

釧路湿原は自然景観の評価は高いが、食事や観光施

たい思い出になっている。

設の魅力に欠ける。滞在時間や宿泊日数を伸ばす観光
コンテンツの不⾜や、
拠点間の移動手段の問題もある。
課題は魅力あるコンテンツや体験型観光を開発し、

商店街には外国人観光客のツアーバスや個人の
キャンピングカー等の大型車両対応の駐車場を整備
した。各店舗のWi-Fiやデジタルサイネージの設備や、

外国⼈観光客の消費額を増やすことである。北海道運

和商市場Webサイトの多言語化によって、外国人がス

輸局による決済環境づくりや、電話による医療通訳

トレスなく、安心して観光できる環境を整えている。

サービスの実証実験等に参加して外国人の受け入れ
体制の検討を進めてきた。

和商市場の「勝手丼」は、市場内の各店舗で好きな
具材を購入してご飯に乗せ、
自分好みの丼を作る飲食
体験である。
これまで全国的に有名であったが、外国
人観光客が商店街を訪れる目的の一つにもなってい
る。

取組の成果

外国人の楽しむ姿が街の
風景を変え、活気が生まれた

2017年度に1,548人であった一日平均の歩行者通

「市民の台所」
での生鮮食品買い物風景

行量は、2018年10月には1,993人へ増加した。循環
取組の内容

港町釧路での日本文化体験は、
船旅の最高の思い出

2013年は年間7隻であった釧路港へのクルーズ客
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シャトルバスの利用も一日平均160人から170人へ増
加しており、
クルーズ船の乗客乗員のまちなか誘導の
効果が確認できる。
外国人観光客のグループが来街し、写真の撮影や食

はばたく商店街30選

釧路駅西商店街

事をする姿が増え、街全体に活気や賑わい感が出てい

られている。一部の観光ツアーや体験は有料として財

る。富裕層が多い大型クルーズ船の旅客の来街で客単

源を確保している。

価が上がり、売上回復がみられ、外国人の好みに合う

振興組合は理事長が全体を統括し、理事2名が事業

新商品や売り方の改善等、変化が生まれつつある。波

イベントを担当。バス運行は地元バス会社、文化体験

及効果として空き店舗発生が減少傾向にあり、
2017年

は釧路一之宮厳島神社、大成寺等と連携している。英

は発生しなかった。

語表記パンフレット制作はくしろ元町青年団が協力し

さらなる体験・交流型事業として、地元で獲れる旬の

た。事業の企画・運営に際して、釧路市、株式会社まち

魚介類を活用した試食イベント、模擬セリ市、
スタンプ

づくり釧路、釧路商工会議所、釧路市商店街振興組合

ラリー、茶道や華道の伝統文化体験の実施を検討して

連合会、一般社団法人釧路観光コンベンション協会等

いる。
イベント増加や店舗の多言語対応の推進ととも

から人材、設備、費用、専門技術やノウハウの支援協力

に、
シャトルバス経路も見直していく。2021年までに外

を得ている。

国人観光客一日215人、
シャトルバス利用240人を目
標としている。
実施体制

商店街だけでなく地域の関係者が協力してエリアを
宣伝し、観光客をおもてなしする考えで、組織や業種・
業界を超えて連携し、共同で事業を実施する体制が作

神社の神主と記念撮影をする外国人観光客

キーパーソンからのコメント

体験型・交流型観光で釧路市の魅力を伝え、集客力を高めたい
近年、市民のお客様の利用だけで

流観光等の事業を行うことにより釧

は厳しい状態の中、釧路市は観光庁

路市の魅力を伝え、
ＳＮＳや口コミ等

から“観光立国ショーケース”に指定

で評価、価値が高まり、当商店街へ

され、当商店街も立地を生かしイン

の来街客数が増えることと考えてい

バウンド事業を更に活性化させ、集

ます。

客力を高めたいと考えております。

大型客船入港時シャトルバスの運

多言語対応のデジタルサイネージ

行も、多くのお客様にご利用いただ

やＨＰ、
ＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉは、外国人

き高い評価を得ました。今後も各関

観光客により安全に安心して当商店

係団体のご協力を得ながら、発展に

街を利用していただけるよう整備済

取り組んで参りたいと思います。

釧路駅西商店街振興組合
理事長
柿田 英樹

みではありますが、
さらに体験型、交

釧路市中心部のJR釧路駅の西側に位置する、釧路の顔といえる地域。商店街には
「くしろ丹頂市場」
と
「和商市場」
が
ある。和商市場は北海道三大市場のひとつで、
戦後に行商人が幣舞橋周辺に露店を構えたのが始まり。
商店街の
概要

振興組合は1994年に駅西側ゾーンの活性化と再開発に向けて創立。
当初は複合商業施設やボウリング場、映画館
も存在していた。
しかし北洋漁業の縮小や炭鉱の閉山によって地域産業は大きな打撃を受け、少子高齢化と人口減が
進み、大型店の撤退もあり活力が低下していた。
近年、
外国人観光客が増加。
商店街は地域と協力し、
インバウンドへの対応や、
交流による新たな価値創造を図っている。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

北海道釧路市黒金町
約17万人（釧路市）
0154-22-3226
0154-22-5412

● 会員数
● 店舗数

54名
54店舗（小売業44店、飲食業4店、
サービス業3店、不動産業2店、医療
サービス業1店）
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
主婦、高齢者／
● 主な客層
50歳代、60歳代

新陳代謝

富良野中心市街地商店街
（ふらのまちづくり株式会社）
北海道富良野市

2万人のまちに120万人を呼び込んだ、
フラノマルシェの奇跡のその先へ
駅前の賑わい拠点
「コンシェルジュフラノ」の開設

①多 言語対応ができるスタッフの配置とともに、外国

富良野市では、2016年３月に中心市街地の象徴的

ベニアショップの設置等、安心な滞在・感動・満足度

存在として地域の住民に愛されていた駅前の大型商業

向上により長期滞在やリピーター拡大につなげる

取組の背景

施設「三番館ふらの店」
が閉店した。
その空き店舗ビル

人観光客の嗜好動向に合わせた着地型商品の企
画・販売、地元で生産・加工した商品を販売するスー

「コンシェルジュ・ショップ」

の活用が問題となったが、ふらのまちづくり
（株）は富

②急 増するインバウンドの受け入れ拠点として、安価

良野市の協力も得てこれをリノベーションし、賑わい創

な料金体系でシェアキッチン等も整備。本施設をハ

出の新たな拠点として活用することを提案した。2018

ブとする、富良野・美瑛広域観光圏内着地型商品の

年６月、同施設をリノベーションし、
「観光・滞在・食」
を

開発によって広域圏の周遊を促し、長期滞在可能と

テーマとしたおもてなし複合施設「コンシェルジュフラ

する
「簡易宿泊施設」

ノ」
としてオープンさせた。
これを
「マルシェ」
「マルシェ

③地 元食材を使った創作メニューを中心に道内の旬

２」
に続く
「第３のまちの縁側」
として富良野エリアの更

の食材と組合わせ、外国人観光客や地元市民に地域

なる質的向上を目指すとともに、多様なニーズに対応

ならではの食事等を提供する
「地産地消レストラン」

する拠点と位置づけて取組を進めている。同社は、商

このような流れから、
同社では現在「食による交流空

工会議所等関係機関と連携し、
フラノブランドの商品

間」
をコンセプトに、
まちなかの拠点に連続性を持たせ

開発を行い、それをマルシェ等で商品展開するといっ

ることによって
「まちなか回遊」
と結びつけることを目的

た取組も行っている。
このような取組からも、
ハード・ソ

とした再開発事業に着手している。

フト両面からの取組により、富良野の地域商店街の賑
わい創出に大きく寄与している。

昨今、富良野市を訪れる外国人観光客が急増してい
るが、同市中心市街地では経営者の高齢化等を理由
に、宿泊施設の廃業が相次ぎ、
その結果、受け入れ施設
の数やバリエーションが不足してきたため、
インバウン
ドの需要が他地域に流れていく状況が続いていた。
そ
こで、
「コンシェルジュフラノ」では、外国人やフラッ
シュパッカーなどの需要が高いドミトリー形式の簡易
宿泊施設を備え、多言語に対応できるスタッフを採用、

マルシェ２の外観

おもてなし複合施設
「コンシェルジュフラノ」

着地型観光に関する情報を発信するインフォメーショ
ンカウンターを設置する等、
インバウンドのニーズに応

取組の内容

駅前地区の課題解消と観光
客誘致の機能を果たす拠点

え、新規顧客やリピーターの獲得に向けた取組を行っ
ている。

同社は
「マルシェ」
「マルシェ２」
に続く
「第３のまちの
縁側」
として富良野エリアのさらなる質的向上を目指
すべく、空き店舗ビルをリノベーションして
「観光・滞
在・食」
をテーマとしたおもてなし複合施設
「コンシェル
ジュフラノ」
を2018年６月にオープンさせた。施設には
次の３つの機能を持たせ、
集客を果たしている。

着地型商品の企画販売施設
「スーベニアショップアルジャン」
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取組の成果

5年で20％地価上昇
地方都市のまちづくりの奇跡

富良野中心市街地商店街

実施体制

同社は27名の社員で組織され、
フラノマルシェ、
コン

同市の
「認定中心市街地活性化基本計画のフォロー

シェルジュフラノの経営やチャレンジショップの運営

アップに関する報告」
によれば、
「居住人口」
こそ現状維

等中心市街地活性化業務を担う。
また、地域物産販売・

持の状況だが、
「にぎわい感の向上」
「小売店舗数」
「歩

振興を行う
（株）富良野物産観光公社や商業施設運

行者通行量」
は2017年度に当初の目標値を達成した。

営・コンサル業務を行うコミュニティマネジメント
（株）

これらは、同社が実施したまちなかのコミュニティ再

と連携してまちづくりを行う。同社の資本金は8350万

生に向けたトータルマネジメントによる効果が大きい。

円で、市、商工会議所、商店街、民間団体・市民ら56名

施設来場者の増進が歩行者通行量の増加を促し、
それ

が出資者である。現在は、2018年度地域・まちなか商

を見た市民がまちの活気を肌で感じ、商業者がビジネ

業支援事業費補助金（中心市街地再興戦略事業）
を活

スチャンスを見いだして投資を誘発し、小売店舗数の

用してタウンマネージャー２名を招聘し、今後のハード

増加につながった。
このような結果、国土交通省と北海

事業に係る基本計画の立案や、魅力ある商店街の形成

道が発表している沿線の商業地基準地価は、2016年

に向けた助言・指導を受け、事業を進めている。

には6.1％、2017年には4.4％、2018年には1.3％と対
前年比が上昇を続け、2013年対比では20％の上昇と
なった。北海道は「フラノマルシェの集客効果、再開発
事業への期待感による大幅な上昇」
と捉えている。

キーパーソンからのコメント

ピンチをチャンスに
まちなかの大型施設の閉店は、隣

にぎわいを点から線へ、線から面へ
「コンシェルジュフラノ」
の誕生で、

接する商店街にとって大きな痛手、
マ

まちなかのにぎわいは点から線、線

ルシェ事業の成功で、にぎわいが復

から面へと拡大しつつあります。
これ

活しつつある中活の流れに水を差し

までの一連の取り組みによって生ま

かねない大ピンチでした。
「空きビル

れたまちなかのにぎわいが呼び水と

を新たな集客装置としてリノベする

なって新規出店も相次ぎ、まちなか

ことは出来ないものだろうか」議論

は大きく変貌しつつあります。
この流

の中から生まれたキーワードは
「イン

れを公民協働で止めることなく推進

富良野商工会議所
専務理事 大玉 英史
（左）

バウンド・簡易宿泊・食」。
いずれも富

し、次世代に自信をもって渡せるまち

良野の活性化に欠くことのできない

を創って行きたいと考えています。

ふらのまちづくり株式会社
代表取締役社長 西本 伸顕
（中央）

重要テーマでした。

ふらのまちづくり株式会社
専務取締役 湯浅 篤
（右）

富良野市内には開拓期から営業する老舗も多いが、富良野駅前再開発事業の影響で、廃業、地区外移転する事業者
が増加。
その結果、商店街の魅力低下を招き、歩行者通行量が大幅に減少し商店街運営にも困難をきたしていた。
その
商店街の
概要

ような中、
ふらのまちづくり
（株）
は、2003年にまち全体の活性化を図る組織として、民間を中心とした活性化の諸事業
の効果的な企画・調整・事業推進を目的に設立された。同社は富良野市中心市街地活性化協議会のコアメンバーとし
て、基本計画構想を同市に提言。計画認定後は、
その実現に向け、集客施設「フラノマルシェ」、再開発事業にて
「ネーブ
ルタウン」、隣接する商業施設「マルシェ２」
を整備し、
賑わい創出を図ってきた。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

北海道富良野市幸町
約2万人（富良野市）
0167-23-5177
0167-22-0511

● URL
● 会員数
● 店舗数

h t t p s : / / w w w . f u ra n o . n e . j p /
furano-machi/
56名
18店
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
家族連れ（親子）、国内
● 主な客層
観光客／40歳代、50歳
代

生産性向上

ひがしかわユニバーサルカード商店街
（東川町商工会）
北海道上川郡東川町

「ひがしかわユニバーサルカード」
全業種対象で複数プランを提供
取組の背景

背景の異なる事業者達と
行政の連携が課題

川らしさ等を集約しながら、行政と事業者で町全体の
価値を高めるための話し合いを重ねた。
その話し合い
の中で、町中どこでも使えるように加盟店数を最大化

東川町商工会は、全国の地方商店街と同様、大規模

することが重要であるという指針が導き出された。そ

ショッピングモールやインターネット販売との価格競

の結果、買い物だけでなく、建設会社等の成約や金融

争・差別化を課題として抱えており、大規模な宣伝や投

機関来店等の全業種で活用できるポイントとすること

資等を行いにくい状況にあった。
また、
比較的高齢の事

や、月会費無料で換算率の低いエコノミープラン等を

業者が多い家具製造業等は、
インターネット等を用い

はじめとして、月額固定費と換算率のプランを複数用

た効果的な情報発信・販路拡大を行うことが難しい。

意し、各事業者のニーズに合わせて選択できるように

長年続く店舗において、後継者問題や施設の老朽化等

するアイデアが生まれた。

も今後大きな課題となると予想されていた。

それらのアイデアをもとに、
「ひがしかわユニバーサ

町内には、商店街地区以外にも店舗が点在し、業種・

ルカード
（HUC）」を導入した結果、導入1年以内で町

経営者の年齢・背景
（IUターンや移住者等を含む）
も異

民の過半数を含む1万人が利用する地域カードに成長

なる小規模事業者が多い商工業において、各個店同

した。従来の4倍である約120事業者が加盟し、
カード

士・また行政の取組との相乗効果を実現できていない

利用者も過半数の町民・近隣自治体の人々に加え、外

ことが大きな課題となっていた。

国人日本語留学生にも定着。以前のポイントカードに

そのような状況の中で、各産業と行政は連携し、来

比べ、初年度で約7倍のポイントが発行されている。

訪者に「東川町ならでは」の価値提供を行い、滞在時

その他の取組として、行政・企業・地域住民が起業家

間・町内消費を増やしていくことを目指していた。
また

を応援するイベント
『地域クラウド交流会』を3回にわ

一方で、行政・商工会事務局では商品券・イベント運営

たり実施。累計参加者は約400人に到達し、事業プレ

の業務生産性向上・環境に配慮したペーパーレス化を

ゼンを行った合計15名の起業家のうち、半数以上が出

課題として認識していた。

店・新規事業を実現、あるいは具体的な準備をしてい
る。更に起業家応援のためのクラウドファンディングに
は本ポイントカードが利用され、町内消費と起業支援
の両立が実現している。

商店街の様子

取組の内容

課題であったペーパーレス化

革新的なアイデアで
1年以内に利用者1万人超

ポイントカード導入事業ワークショップ

商店街や町の抱える課題を解決するため、利用が鈍
化していた従来のポイントカードを廃止し、次世代ポイ
ントカードの導入によって
「東川らしさ」
と
「未来のまち

取組の成果

地域クラウド交流会の様子

通行量の増加から見る
取組の成果

町内中心部に位置し、
かつ多くの町内外の来街者が

づくり」
の実現を目指すこととなった。
アンケートやワークショップによって求める機能・東
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利用する道の駅において、町内の賑わいを計測する歩

はばたく商店街30選

行者通行量を毎年同時期に実施している。次世代ポイ

実施体制

ントカード導入による顧客誘引・新規顧客の獲得と町
内外の人々による町内回遊増加を期待し、導入前は毎
年4％増加を見込んでいたが、
この取組前と取組後で
通行量は約9％増加し、期待を上回る効果があった。
また、外国人留学生の増加によって、生活支援のた
めの商品券が膨大な量となり、その発行・管理が大き
な課題であったが、
ポイントカードに移管したことで効
率化とペーパーレス化も実現した。健康診断受診ポイ
ントや、高齢者交流施設における来館ポイントにより、
町民の健康向上や見守り効果も見込まれる。

ひがしかわユニバーサルカード商店街

本事業は事業開始後、財務的健全性を担保されるま
で、独立組織によらず東川町商工会が主体で運営す
る。事業の方向性・新規加盟店促進・意見交換会の実
施等をカード会が行い、加盟店支援・イベント実施・ポ
イント精算等の日常業務を事務局が行う体制である。
加盟事業者との情報共有は商工会従来の連絡手段
に加え、
フェイスブックページ・ポイントカード端末を
利用したメッセージ機能も活用し、利用者向けには行
政と連携し町報・折り込み等を随時行っている。
また道
内のみならず、全国の自治体の視察・研修を通じ、事業
紹介や意見交換を行っている。
今後は「地方版IoT推進ラボ」の仕組みを活用した
専門家支援を受けながら、今後の経営戦略策定とビッ
グデータ分析を行う予定である。

イベントの様子

キーパーソンからのコメント

３０年先の未来へ デジタルとアナログで地域をつなぐ
東川町は３０年前に
「写真の町」
を

多様化と地域のつながり、そして

宣言、文化によるまちづくりを進めて

技術の進化。買い物だけでなく、
イベ

きました。

ント・寄付などを通じ、みんなが日々

同じ頃、
商工会では
「写真映りの良

の暮らしの中で未来のまちづくりが

い町」
「東川らしさ」
を追求し、青年部

できたら。
１００以上の事業者と行政

が手作りで木彫り看板を作成、今で

施設が連携し、町民の８割以上が持

は約１００基が現在の東川町の町並

つHUC。昔ながらの商店街の賑わい

みを彩っています。木彫看板開始か

とIoT技術で、東川に関わるすべての

ら３０年。
カード事業を通じ、町に関

人がつながるプラットフォームを実

わるすべての人々と一 緒に未 来を

現したいと思います。

東川町商工会
会長
小岩 昭市

創って行きます。

東川町商工会は北海道のほぼ中央に位置する、人口8千人の東川町で1960年に設立。東には北海道最高峰旭岳、
そ
の麓には2つの温泉郷があり、広大な自然と田園景観に恵まれている。西には北海道第二の都市、旭川市があり、更に
商店街の
概要

旭川空港から車で10分とアクセスも良く、
観光客が多く訪れる美瑛町や富良野市にも隣接している。
長年営業の飲食店・日用品店に加え、
近年IUターンや移住者によるカフェやセレクトショップが町内各地で店を営ん
でいる。木工業は日本三大家具の一つである旭川家具の約半数が東川町に事業所を構えている。観光は前述の旭岳と
2つの温泉郷、町内スキー場、
カフェやセレクトショップを訪れる人々で賑わう。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

北海道上川郡東川町
約8千人（上川郡東川町）
0166-82-2750
0166-82-2182

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://www.shokokai.or.jp/01/
higashikawa/
185名
238店舗（小売業22店、飲食業31
店、
サービス業50店、金融業1店、
そ
の他134店）
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
主婦、外国人留学生／
● 主な客層
30歳代、70歳代以上

おながわ

地域協働

シーパルピア女川・地元市場ハマテラス
（女川みらい創造株式会社）
宮城県牡鹿郡女川町

民間主導の商業エリア整備
町民から観光客までニーズに対応
取組の背景

本格復興に向け、民間で
持続可能なまちづくりを

興まちびらき2015冬～女川駅前商業エリア開業～」
を開催。翌年12月には「地元市場ハマテラス」も開業
し、本格的な復興に向け大きな一歩を踏み出した。

東日本大震災の被害からのまちの本格復興をけん

女川駅前商業エリア整備は公民連携により計画し

引するため、町民の日常生活の基盤を支え、来街者や

た。民間主導のエリアマネジメントを実現するため、
ま

観光客のニーズに対応できる商業機能の充実は必須

ちの中心軸である歩行者専用道路（レンガみち）沿いに

であった。
また、女川町まちなか再生計画では、仮設店

町有地を集約配置し、テナント型商業施設を整備し

舗で営業していた被災事業者の事業再建場所の確保、

た。
シャッター通りを作らないよう、土地と建物の所有

創業・新規出店誘致による不足業種の充足と新しい魅

と利用を分離することで店舗の入れ替え等の流動性を

力づくり等に取組む際に、民間活力を活かして展開す

確保し、被災事業者の再建とともに民間独自の魅力的

ることで持続可能なまちづくりを行う方針であった。

な店舗誘致を行うことで、持続可能な商店街形成を実

2015年3月にJR女川駅が再開し、2015年、2016年

現している。

にはテナント型商業施設が開業。
これらを契機に、女川

さらなる活性化を図るため、
道路空間等を活用した

駅前商業エリアでは、公民連携によりハード・ソフト両

音楽ライブやイベントの試行も重ねた。
民間による空間

面で事業を推進し、回遊動線の軸である
「レンガみち」

活用と連携体制の必要性を検討し、
2016年6月には町

の積極的な活用と、
まちを活用して様々な活動を行う

内8団体で構成する
「おながわレンガみち交流連携協議

「活動人口」の創出を図っている。復興需要や各メディ

会」
を設立。
同年4月に創設された
「道路協力団体制度」

アの高い話題性による集客効果の追い風もあり、
より

に着目し調整を進め、
翌2017年5月に女川みらい創造

一層関係者が連携し、
魅力づくりに取組もうとしていた。

株式会社が道路協力団体の指定を受け、
民間アイデア
を活かした話題性の高い事業をテナント入居者及び町
内関係者等とともに展開している。
コンパクトなまちづく
りと民間主導の公民連携による事業展開は、
全国から
注目され、
他自治体、
大学、
企業等が視察に訪れている。

ＪＲ女川駅周辺の様子

取組の内容

レンガみちに集う人々

店舗の流動性を高め
持続可能な商店街を形成
式典
「おながわ復興まちびらき2015冬」
の様子 和太鼓のライブの様子

女川町は住宅を高台に整備し、JR女川駅を中心に行
政、医療、福祉、交通、教育、商業の拠点を集約。
コンパ
クトな市街地の形成を図っている。公共施設や商業施
設を面的に配置することで人の流れを集約し、
まちの

取組の成果

テナント入居率100％
GWには多数の人が訪れる

シーパルピア女川・地元市場ハマテラス開業以降、
テ

活力と地域経済を維持する計画だ。
町民の生活を支え、来街者や観光客のニーズにも対
応した商業施設「シーパルピア女川」、
「 女川町まちな
か交流館」が2015年12月に開業し、式典「おながわ復
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ナントの入居率は100％を維持し、現在も計37店舗が
営業をしている
（2018年11月末時点）。
積極的な事業展開により、
シーパルピア女川・地元

はばたく商店街30選

シーパルピア女川・地元市場ハマテラス

市場ハマテラス等でイベントや行事等を精力的に実施

女川みらい創造（株）の株主は、女川町商工会、女川

している。2016年度には54件、2017年度には78件の

町、女川魚市場買受人協同組合、女川町観光協会、復

イベントを実施。
その結果、町内外から多くの人が足を

幸まちづくり女川合同会社と主要団体で構成してお

運んだ。人口約7千人という町の規模に対し、2018年

り、経営者・従業員ともに、
まちづくりをけん引するキー

のゴールデンウィーク
（4月28日～5月6日）
の来街者は

マンとなっている。
また、
テナント型商業施設を含めた商業エリア一体

推計69,000人にのぼる。

の連携強化のため、
テナント会、
おながわレンガみち交

その他にも、公民連携による女川駅前商業エリア整
国土交通大

流連携協議会、女川産業区等を組織し、定例会等での

臣賞、
アジア都市景観賞、
グッドデザイン賞等を受賞し

情報共有や課題解決、
新規事業展開等を実施している。

備が評価され、2018年に都市景観大賞

更に、仙台市泉区の大型ショッピング施設「泉パー

ている。

クタウン・タピオ」
と2016年1月に姉妹施設協定を締
結。相互の情報発信や定期的な交流活動、経営に関す
るアドバイス等をやりとりしている。

ファッションショーイベントを楽しむ人々

賑わう商業施設内の様子

実施体制

シーパルピア女川・地元市場ハマテラスを運営する

姉妹施設
「泉パークタウン・タピオ」
との交流の様子
（調印式）

キーパーソンからのコメント

海が見える公園にある街＝シーパルピア女川
東日本大震災で町の中心部の約

「シーパルピア女川」は、そのレン

８割を失った女川町は、効率的な町

ガみちの両側に配置され、海を望む

の再生を図りながら、将来的な暮ら

ゆったりとした空間を構成し、公園

しの視点から、
コンパクトシティを目

を歩くような癒しの時間を過ごせま

指したまちづくりを進めてきました。

す。
また、
ゾーニングされた店舗は町

嵩上げした中心部から駅を起点に

民使いも含めたミニスーパー、すべ

200ｍの長さで２％の勾配で下るプ

ての来街者が楽しめる
「もの作り」が

ロムナード
（レンガみち）を基軸にし

体験できるタイル工房や石鹸工房な

て、その両側に賑わいの機能を集め

どもあります。
もちろん地元の海鮮を

るとともに真っ直ぐに海を望める自

扱う飲食店などで最高のグルメも楽

然な空間を創りだしています。

しめることは間違いなし。

女川みらい創造株式会社
代表取締役専務
近江 弘一

東日本大震災で壊滅的な被害を受けた宮城県女川町は、JR女川駅周辺に各機能を集約配置しコンパクトな市街地
を形成している。JR女川駅から海側に伸びる歩行者専用町道（レンガみち）沿いに、
まちづくり会社である女川みらい創
商店街の
概要

造（株）
が、
まちなか再生計画に基づくテナント型商業施設を2軒、整備運営している。2015年12月開業の
「シーパルピ
ア女川」
はミニスーパーや小売店、飲食店等が出店。2016年12月開業の
「地元市場ハマテラス」
は港町ならではの鮮魚
や水産加工品等、手作りオーガニック石けん等海をコンセプトにした店舗構成であり、公民連携による商業エリアの形
成は、復興まちづくりのモデルとして全国から注目を浴びている。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

宮城県牡鹿郡女川町
約7千人（女川町）
0225-24-8118
0225-24-8228

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://onagawa-mirai.jp
37名
37店舗（小売業13店、飲食業15店、
サービス業3店、
その他6店）
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
国内観光客、家族連れ
● 主な客層
（親子）／50歳代、60歳
代

なぬ か まち

新陳代謝

七日町通り商店街
（七日町通りまちなみ協議会）
福島県会津若松市

歴史的建造物を活かした城下町
らしい特色のある商店街の再生
行政、企業、地域を巻き込ん
だまちづくりの推進

であるために、冬期には、来訪の多くを占める観光客の

古くから会津城下町の主要な繁華街としてにぎわっ

がる。季節によって周辺の農家で収穫した朝採り野菜

ていた七日町通りも、市街地を取り巻くバイパスの開

のマルシェを展開することも可能になり、
「まち」
と
「む

通、道路事情の変化で消費者は郊外店へ移動し、空き

ら」、地元住民と来街者との交流の場にすることを目指

店舗が目立つようになってきた。通りの建物の調査を

している。

取組の背景

来街者が極端に少なくなる。地元住民の人たちも引き
付けるカフェやショップの出現は冬期間対策にもつな

行い歴史的な建造物が数多く残っていることから、
「歴

現在、七日町パティオには普段使いのカフェの他、手

史的建造物を保存、修景しながら大正浪漫調の街並み

打そばの店、会津本郷焼（会津美里町）のアンテナ

景観を基軸とし、城下町らしい特色のある商店街の再

ショップ、会津地方の地酒を飲み比べできるショップ

生」
を目的に1994年3月に七日町通りまちなみ協議会

が連ね、観光客や地元住民も利用できる新たな拠点と

を発足した。

して通りに新たな魅力を生み出している。
レトロな空間

地元の米穀店が店構えを修景しながら茶屋へ業態

に感性豊かな若々しいセンスを取込んだ魅力あるテナ

変更、空き店舗の洋風館風の建物への改修、無人駅の

ントが揃うことで、既存の店舗に刺激を与え、商店街全

JR七日町駅を大正浪漫調の洋館に改修しアンテナ

体のレベルアップにもつながっている。

ショップ
「駅カフェ」
として開店するなど、行政、企業、地

これらの事業を実施していくにあたり、本物の文化

域などとともに街づくりを行ってきた。
この活動は旅行

や地域資源を発信するコア施設となることを意識しな

雑誌やテレビで紹介され、多くの観光客が訪れるよう

がら、
また、地方創生のモデルとなるよう、首都圏から

になった。最近の大きな取組は2016年度に国補助採

の移住起業者なども想定し、都内のアンテナショップ、

択を受けた
「歴史的建造物を活かしたまちなか賑わい

北関東の大型ショッピングセンター、行政のネットワー

拠点づくり事業
（現・七日町パティオ）」
である。

クなどの協力も得ながら、戦略的な広報活動やテナン
ト誘致も併せて行っている。
ハード面に関しては、歴史的建造物の保存、修景に
取組み、大正浪漫調の街並み景観に力を入れてきた。
役員による建物活用に向けた所有者への地道な説得
や出資の依頼、行政等の補助金をうまく活用している
ことも特筆すべき点である。近年は会津新選組まつり
やカウントダウン＆除夜の鐘、
新鮮野菜市
（七日町マル
シェ）
、
東日本大震災で会津若松市に移住してきた大熊

大正浪漫調の七日町通りの様子

取組の内容

町民との交流イベントなどソフト面の事業にも取組ん

新たな拠点施設の整備でま
ちの魅力とにぎわいを創出

でいる。

「七日町パティオ」
はかつて倉庫として使われていた
明治期の4棟の空き蔵を改修した七日町通りの拠点施
設である。路地裏的な回遊性をもった魅力ある施設の
出現は商店街の長年の願いであった。会津は豪雪地帯
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観光客や地元住民でにぎわう漆器店

七日町通りの中心にある市民広場のイベント

はばたく商店街30選

課題だった冬期間に
地元住民の来街数が増加

取組の成果

七日町通りまちなみ協議会では例年2月
（平日2回）

七日町通り商店街

実施体制

七日町通りまちなみ協議会は特色のある商店街の
復興と地域コミュニティの再構築を目的に発足した。

に交通量調査を実施している。2017年度は前年度に

会長・渋川恵男氏を中心に、副会長、事務局が各種交

比べて106％
（938人／日）
となり、
この取組が地元住

渉、事務等を担当している。特に会長の幅広い人脈を

民の来街に貢献し、冬期間対策として一定の成果につ

活かして、各地域で成功している会津出身者の資金を

ながっている。将来を見据えた長期的な視点でまちづ

ふるさと会津への呼び込みに成功する等、まちづくり

くりしていることから新規に入居するテナントも増え、

の仕掛けを連続させている。行政機関、商工会議所、
ま

廃屋や空き店舗が減っている。将来的には空き店舗ゼ

ちづくり会社との連携、専門家や大学教授等のアドバ

ロを目標にしている。

イスを受ける等、多様な意見を反映しながら事業を進

今後に向けて協議会では、各個店に対し、接客、品揃

めている。

え、内外装等に関する課題や強みとなる資源調査等を

また福島県立会津大学短期大学部や福島県立テク

目的とした覆面調査の実施や、福島大学ゼミの協力を

ノアカデミー観光プロデュース科の学生の若い感性の

得て商店街調査を実施するなど、外部有識者等からの

アドバイス等も取込み、持続可能で安定的な体制を整

意見も積極的に取入れ通りの魅力向上に常に努めて

えている。

いる。更には毎年先進地域等の視察や調査を行い、他
商店街等の取組を参考にしながら事業のブラッシュ
アップも適宜行っている。

キーパーソンからのコメント

レトロな街並みと若い感性を融合し、来街者100万人を目指す
取組を始める前の七日町通りは空

り、若い経営者の方の問い合わせも

店舗が７割近くのシャッター通りで

多くあります。地元住民が遠くてなか

した。何とかしようと汗だくで素材集

なか行けなかった人気の会津本郷

めをしたところ、
この歴史的建造物

焼のショップなどが入居しているの

を生かすアイデアが浮かびました。

も新しい試みで地域コミュニティの

建物の所有者や行政、関係団体の理

交流の場につながっています。昨年

解もあり、明治・大正・昭和の連続性

は来街者が約30万人でしたが、将来

のある城下町らしい街並みの再生が

は100万人を目指し、昔の賑わいを

進んでいます。

取戻すために更に取組んでいきま

七日町パティオはおかげさまで

す。

七日町通りまちなみ協議会
会長
渋川 恵男

様々なテナントに入居いただいてお

古くから会津城下町の西の玄関口として栄えてきた約800mの七日町は、明治・大正・昭和を彩る歴史的建造物が多
く立地している。1992年、全国に先駆けて会津若松市景観条例が制定され、以前よりまちづくり活動がはじまっていた
商店街の
概要

七日町通りでは、
歴史的建造物を保存、修景しながらレトロな街並み景観を基軸とした城下町らしい街並みづくり推進
のため組織化を進め、1994年に
「七日町通りまちなみ協議会」
を設立した。
この取組は国内観光客だけでなく、地元の人たちも引き付けるようになり廃屋や空き店舗も減っている。2006年度
に中小企業庁「がんばる商店街77選」、2015年に観光庁
「地域づくり事例集2015」
で紹介されている。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

福島県会津若松市七日町
約12万人（会津若松市）
090-2984-9113
0242-33-9918

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://nanuka-machi.jp/
112名
81店舗
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● 商店街の類型 観光型
国内観光客、主婦／
● 主な客層
50歳代、60歳代

かさ ま いな り

生産性向上

笠間稲荷門前通り商店街
（笠間稲荷門前通り商店街協同組合、大町公園通り商店会）
茨城県笠間市

「かさまち考」の取組と「笠間朱色」効果で、
空き店舗解消・来客数増加
取組の背景

周辺環境の変化に対応し、
年中賑わう商店街へ

板への活用等徐々に景観統一が進んできている。
「街並みづくりガイドライン」
については、沿道に建築
する建物の高さと用途の制限、笠間朱色の積極的な活

笠間稲荷門前通り商店街は、生活雑貨、衣類（呉服

用について、平成29年6月に都市計画法による地区計

店）、飲食店、土産物等を扱う店舗で構成され、代々家

画の決定及び笠間市の条例として制定されるに至っ

族経営で営まれてきた。古くから市内の中心商店街と

た。

して地元住民に親しまれる一方、観光客向けの飲食店

「空き店舗対策」
については、沿道の空き物件所有者

や土産物店も繁盛してきた歴史がある。平成以降は、

への貸出しの意思確認、賃貸料や条件等の情報収集を

郊外型大型店舗の進出等により、空き店舗の増加、廃

行い、
ホームページに空き店舗情報を掲載した。
情報の

業後の駐車場への転換が目立ってきている。

「見える化」により、その後の新規出店という大きな成

都内から約100kmと近く、常磐自動車、北関東自動

果につながっている。

車道の整備により、近年は首都圏から日帰り圏の観光

同商店街は、古くから笠間稲荷神社の参拝客をはじ

地となってきている。また、平成23年東日本大震災の

めとする観光客が訪れるまちとして形成されてきてお

影響により、宿泊業が衰退していることから、来街者の

り、商店街関係者の多くは稲荷神社の恩恵と捉えてい

滞在時間が著しく減少している。

る。稲荷神社の参道をイメージさせる石畳舗装の整備

笠間稲荷神社の参拝（1月）、ひまつり
（笠間焼陶器

や稲荷神社の拝殿や鳥居と同じ色を景観色として活用

市）
・つつじまつり
（5月）、菊まつり
（11月）等大きな催

することは、稲荷神社を含む地域一帯がシンボル化す

事の時期は賑わうが、時期による来街者数のばらつき

ることにもなるため、商店街関係者はもとより市民や

が非常に大きい商店街である。

来街者にも賛同が得られている取組と言える。

笠間観光の中核を担う商店街として、年間を通して
賑わいのある商店街づくりが望まれている。

また、
シンボルカラーを設定したことは、
まちづくり
当事者の商店街関係者にとって目に見える共通の目標
となっており、今後も街並みづくりをはじめとする活性

取組の内容

シンボルカラー導入よる
一貫した街づくりの取組み

化の展開が期待できる。

石畳舗装とする道路整備（ハード整備）の方針策定
後は、稲荷神社の雰囲気を感じさせる通りとするため、
シンボルカラー「笠間朱色」を基調とした景観づくり、
商店街のルールづくり
（街並みづくりガイドライン）、空
き店舗対策、地元住民の来訪も拡大させるイベント等
に取組んでいる。

石畳の笠間稲荷門前通り

「笠間朱色」
の活用推進については、
当初参加者を募
り、公共スペースのベンチや看板等の塗装作業から始
め、
その後、店舗外装の塗装希望を募り、塗装作業（笠
間朱色塗り隊）
を実施した。今では、各店が外壁塗装や
改修を行う際に笠間朱色を使用するほか、のれんやの
ぼり旗への活用、公共整備による信号柱や道路案内看
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笠間朱色塗り隊
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取組の成果

「かさまち考」の取組効果で
新規出店とにぎわい向上

笠間稲荷門前通り商店街

実施体制

当初道路整備方針の住民意見を集約するのための

商店会エリアを包括した組織「笠間のまちと通りの

ワークショップの会として設立した
「かさまち考」
が、現

これからをみんなで考える会（通称：かさまち考）」
の取

在は景観づくり活動や活性化イベント等、
ワークショッ

組により、商店街全体の付加価値が向上し、2016、

プでの提案を委員会において具体的に事業化し、商店

2017年度の2ヶ年で、空き店舗への新規出店が7店舗

会と協働して事業を実施している。委員会は、商店の後

あった。内訳は、
カフェ等の飲食店が3店舗、雑貨等の

継者や新規開業者等、30～40代の商店関係者を中心

物販が2店舗、八百屋1店舗、美容室1店舗。
このうち、

に15名（商店主、地域おこし協力隊、市民活動団体関

洋菓子店（シュークリーム専門店）、
アジアン雑貨店、

係者）
で運営され、毎月打合せを実施している。情報発

八百屋、美容室等、新業態も加わり、若い世代の来訪者

信は、SNS及び笠間市の広報紙等を活用している。
ま

が増えてきている。
また、7店舗の店主は30〜50代と比

た、
かさまち考会員は、
ワークショップ参加登録者90名

較的若く、
まちづくりへの参画意欲やSNSによる同世

（商店街店主、従業員、近隣住民、大学生、等）により構

代への発信力もあるため、かさまち考の中心メンバー

成。事務局は、笠間市まちづくり推進課（2019年3月ま

としても活躍している。

で）
が担当。

今後も、老舗店舗の後継者と若い創業者が協力して
まちづくりに取組んでいくことで、商店街全体に良い相
乗効果が生まれ、商店街のにぎわいと付加価値の向上
につなげていく。

キーパーソンからのコメント

笠間朱色のまちづくり

来る時はゲスト、帰りはファンに

観光地笠間の特色を出すために

お客様は笠間を楽しみに訪れま

商店街や市民の皆さんと話し合った

す。私たち商店主はコミュニケーショ

結果、笠間稲荷神社の拝殿の色をシ

ンがとても重要であり基本と考えて

ンボルカラーにして広めていこうと

います。会話ひとつ、サービスひと

なりました。
自分たちで長椅子、看板

つ、何気ないことを大切にして、記憶

等を塗ることから始め、景観が笠間

に残るような観光地にして行きたい

朱色に染まっていく面白さが出てき

と思っています。そして、お客様が帰

ました。
これからも各自がアイディア

るときには笠間が好きになる、いい

を出し合い、来街するお客様が笠間

街だねと言っていただけるよう温か

に来た雰囲気を何処でも楽しめる演

い心でお出迎えして笑顔の絶えない

出を心懸け、笠間朱色で染まる街を

街づくりを目指していきたいです。

笠間稲荷門前通り商店街協同組合
理事長 沼田 雄一郎
（右）
大町公園通り商店街
会長 安田 満
（左）

目指してしていきたいです。
笠間稲荷門前通りは、市内の中心商業地であり、笠間稲荷神社に面する通り
（約460m）
で、参拝客含め、笠間市の観
光（観光客数年間約360万人）
の中核を担う地区でもある。
しかし、近年、宿泊業衰退、空き店舗増加、駐車場への転換
商店街の
概要

が目立ってきている。永続的な賑わい創出を目的として、道路景観整備（地場産みかげ石の舗装）
を実施。整備を進める
際、商店主や住民の意見を集約し整備方針を策定するため2012年度に
「笠間稲荷門前通り整備推進協議会」
が設立。
住民意見を集約する会議として、3つの商店会エリア
（うち1つが解散、現在は2商店会）
を包括した組織「笠間のまちと
通りのこれからをみんなで考える会（通称：かさまち考）
」
が発足した。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

茨城県笠間市笠間
約7.5万人（笠間市）
0296-72-0139
0296-72-0139

● URL
● 会員数
● 店舗数

https://kasamachikou.wixsite.
com/home
68名
60店舗（小売業36店、飲食業14店、
サービス業8店、金融業2店）
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● 商店街の類型 観光型
国内観光客、家族連れ
● 主な客層
（親子）／
50歳代、60歳代

新陳代謝

都立大学5商店街
（都立大学商店街連合会（とりつじん実行委員会））
東京都目黒区

個性的な
「とりつじん」
による
「次世代への円滑なバトンタッチ」
取組の背景

店主の高齢化と山積する課題

ターが担当し、多彩なバリエーションがあるよう工夫し
た。
また紹介文は、子どもたちが読んでも面白く、実際
に会って話をしてみたいと思わせる文章を心掛けた。

地域の特性として、都立大学駅の周辺住民は、学問

店舗の宣伝ではなく、店主の個人的なエピソード中心

芸術に対する関心が高く、教育施設が多く集まる文教

に紹介し、読み物としても読みごたえのある冊子とし

地区である。

た。

商店街の課題は、①商店主（初代・二代目）の高齢化

独創的なアイデアを企画にすることで、地域住人が

が進んだことにより、
スムーズな若手への事業継承が

商店主等に対し親近感が湧き、新規顧客が増えるなど

必要である。商店街の運営も同様に承継が必要となっ

予想をはるかに超えた反応と効果を得ることができ

ている。②都立大学駅は急行が停車せず、隣接する急

た。
さらに、顧客と店舗及び商店街の交流をより発展さ

行停車駅（自由が丘駅、学芸大学駅や中目黒駅など）
と

せるため「とりつ大学」(ミニ講座)、集客を目的に店舗

比較すると、知名度が低い。③現状、
チェーン店比率は

同士が協力した企画「とりつイベント」
（回遊イベントな

まだ低く
「個性的な魅力のある店」
が多く存在するもの

ど）
をスタートさせた。

の、顧客の多くが目的買いの特定店舗への買い物にと

現在は「とりつじん/冊子」
（ 告知）･「とりつ大学」

どまっていて、
「 店舗間の回遊」や「街全体としての個

(PR)・
「とりつイベント」(集客)の3本柱でプロジェクト

性」の訴求力に乏しい。④多目的文化施設の区民キャ

を確立し、継続的な運営を実施している。
また、
この冊

ンパスには、
コンサートなど開催時に外部から多くの

子を手掛けたことで、商店街加入の勧誘や実行委メン

人が訪れるが、外部顧客の商店街へ誘引は、上手く

バー参加、青年部復活など、若手の積極的な参加と商

行っておらず、
商機を逸している状態が続いている。

店街内部の活性化にも役立っている。
さらに若手なら
ではの特徴として、SNSを活用した情報の共有やコ

取組の内容

個性的でこだわりを持った
多くの個人店に着目

ミュニケーションが図られるようになった。
今では、
若手を中心に
「顧客の相互紹介や共有」
「
、垣
根を越えた協力体制」
など、次世代へのバトンタッチが

長年の課題である
「次世代へのバトンタッチ」
を円滑

確実に進みはじめた。
また、運営の中で芽生えた
「商店

に行うため、30～40歳代の若手を集めて実行委員会

街の未来をつくる」理念が、
当事者意識を持ち、
やる気

を結成し、
「あえて商店街らしくない商店街事業」
を発

と自主性を持った商店街運営へと進化している。

想するよう都立大学商店街連合会会長が実行委員会
に要請し、
一定規模の予算と権限を与えた。
実行委はまず住人の意見を収集、
目指すべき事業の
ヒントとなる貴重な意見を多数得た。議論を重ねた結
果、
この商店街はまだチェーン店比率が低く、個性的で
こだわりを持った個人店が多いという長所に着目し、
『バラエティー溢れるお店の人(＝とりつじん)』
が、
この
商店街の資産であるとの結論に到り、新しいタイプの
ガイドブックを制作する事業をスタートさせた。具体的
には、
「ひとの魅力を伝える」
ために、写真ではなくイラ
ストを採用、
さらに作画は１人１人異なるイラストレー
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とりつじん冊子

取組の成果

とりつじん実行委員会

若手の活躍で、進む次世代
へのバトンタッチ

①プロジェクトの3本柱である
「とりつじん(冊子)」(告

はばたく商店街30選

都立大学5商店街

知)・
「とりつイベント」(集客)・
「とりつ大学(講座)」

で任すことで、若手のやる気と責任感が育成されてい

(PR)を継続的に実施している。

る。

＜顧客の囲い込み効果＞

＜新陳代謝効果＞

・冊子発行合計30,000部、回遊イベント1,000人参加、

・プロジェクトを継続的に遂行することで次世代への

企画イベント８０名(好評で毎回定員オーバーにな
る)、
ミニ講座１６２名参加(４店舗の集計数)

バトンタッチが確実に進んでいる。
④メディアで紹介されることで、知名度向上や本取組

＜改善策の計画＞

みへの商店街内への理解が深まり好循環が生まれて

・規模拡大による実行委員の新規メンバーの確保によ

いる。

る運営力の向上、組織内の担当専門部門を明確にし

＜知名度向上効果＞

組織力の向上、
プロジェクト理解を向上するための定

・日経新聞、朝日新聞、読売新聞、全国商店街支援セン

期的な報告会や説明会の実施など改善策に着手中で

ター、東京都商店街振興組合連合会、中小企業振興

ある。

公社、他多数掲載。

②5つの商店街が連合会で1つの事業を共同で実施す
ることで、商店街内はもとより各商店街の垣根を越え

実施体制

た交流が行われている。

実行委員会は、都立大学商店街連合会を母体として

＜組織的な効果＞
・1つの商店街でこの取組がきっかけで青年部が再結

各商店街から1名以上の若手リーダーが参加し月2回
以上の定例会を開催している。

成された。
③若手を中心とした実行委員に企画立案から運営ま

キーパーソンからのコメント

「とりつじん」
プロジェクトによる若手へのバトンタッチ
都立大学商店街連合会は、
「 次世

手メンバーに自覚と責任が芽生え、

代への円滑なバトンタッチ」
を目的と

幾度も議論を重ねながら、商店街の

し、子育て世代の若手商店主と地元

未来として「持続可能なプロジェク

の外部アドバイザーを招集し、
「とり

ト・とりつじん」
を描きました。
それま

つじん実行委員会」
を組織しました。

では「〇〇屋の誰々」
だけであった商

そして、若手の創造的なアイデアを

店主同士の関係が、今ではお互いの

軸に、あえて「商店街らしくない事

得意分野を把握し協力しあう関係に

業」を志向し、
「 人(個店)と人(お客

なり、志を同じくする新たな仲間が、

様･住民)を繋ぐ」
という商店街本来

実行委員に続々と参加するようにな

の役割をプロジェクト化しました。
ま

りました。今では、若手のやる気と自

都立大学商店街連合会
会長 島田 健吾
（左）

た、商店街の諸先輩方が、企画内容

覚が、商店街全体の活気となってい

に口出しせず見守り続けることで、若

ます。

都立大学商店街連合会
副会長 坂本 義明
（右）

東急東横線都立大学駅を中心とした5商店街（柿の木坂商和会･都立大学本通り親和会・八雲通り共栄会･トリツ
フードセンター･平町商店街振興組合）
で構成される商店街連合。地域特性として、都立の中高一貫校や著名女子校2
商店街の
概要

校の最寄駅で多くの教育施設が集まる文教地区、学問芸術への関心が高い住民の多い閑静な住宅街である。かつて
は、
旧･東京都立大学があり、
その跡地にめぐろ区民キャンパス
（コンサートホールなど）
が建てられ、地域の中心的な多
目的文化施設として支持されている。
また同連合会は、区民キャンパスで行われる
「ほたる祭り」
や氷川神社例大祭にお
ける連合渡御など地域密着型イベントに参加し、
地域に根差した親しみある商店街を目指している。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

東京都目黒区柿の木坂・八雲・
平町・中根
27.9万人
（目黒区）
03-3723-4347

● URL
● 会員数
● 店舗数

toritsuzine.tokyo/
218名
218店舗（小売業60店、飲食業54
店、
サービス業33店、金融業2店、不
動産業34店、
医療サービス業30店、
その他 店）
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● 商店街の類型 生活支援型
高齢者、主婦／
● 主な客層
40歳代、70歳代

インバウンド

高円寺純情商店街
（高円寺銀座商店会協同組合）
東京都杉並区

2020年を見据えて、民泊施設を
整備し外国人観光客を誘致する
取組の背景

外国人観光客の受け入れに
積極的な商店街

2020年のオリンピック・パラリンピックを見据えて、

舗が無かったことから、南口エリアから空き店舗を探
し、活用することになった。部屋数は各部屋１～３名利
用の全５室、
定員は10名とし、
共同で使用するシャワー
ルームやユニットバス、
ラウンジを整備した。

同商店街では2017年に外国人観光客の対応を検討す

訪れた外国人観光客向けには、観光ガイドブックや

るため、インバウンドに関する調査を実施した。アン

グルメガイド、多言語化したポスター・リーフレットを

ケートには、地域住民から観光事業への取組が必要と

作成し、
ホテルや高円寺駅に設置したパンフレットスタ

の回答があり、街としても外国人観光客の受け入れに

ンドから無料で配布した。商店街のグルメガイドブック

積極的であることが判明した。一方、来街する外国人

は、
お店の紹介と合わせ、
日本の居酒屋の紹介や、焼き

に対しても調査を実施したところ、高円寺には宿泊施

肉の食べ方を掲載する等、初めて日本を訪れた外国人

設が少ないとの意見が多いことから、気軽に泊まれる

にとって役立つ情報も紹介し、外国人観光客の一層の

宿泊施設を整備することで外国人観光客の増加が期

取込みを図った。

待できるとの結論に至った。更に、宿泊施設や飲食店

さらに、高円寺駅北口のロータリーに、
フリーWi-Fi

にもアンケートを実施したところ、異文化理解や呼び

の環境を整備した。安定したアクセス環境を整えると

かけを行うためのツールが必要との回答があった。

ともに、観光ガイドサイトを制作して情報発信を行い、

そこで、外国人観光客の受け入れには、宿泊施設の

商店街の情報を積極的に発信している。

整備だけでなく、多言語化した観光ガイドブックやポス

同商店街は高円寺駅北口をエリアとし、高円寺純情

ターの作成、観光ガイドサイトの制作や、Wi-Fi環境の

ホテルは南口エリアにあることから、宿泊した観光客

整備・情報発信も必要と考え、地域と商店街が一体的

は商店街内を回遊しないのではないかといったことも

に取組むことになった。

懸念された。
そこで商店街加盟店で利用できるミール
クーポンをセットにした宿泊プランや、近くの銭湯を体
験できるサービス券、
商店街ブランドのお米を使用した
「おにぎりサービス券」を配布し、商店街を訪れるよう
施策を講じている。結果として商店街加盟店も宿泊施
設の運営に関わり、商店街と加盟店が一体的に外国人

高円寺駅北口の高円寺純情商店街

取組の内容

観光客を受け入れる取組につながっている。

高円寺純情ホテル

宿泊施設の整備、多言語化、
Wi-Fi環境の整備を進める

同商店街では、2017年度に中小企業庁の地域・まち
なか商業活性化支援事業（地域商業自立促進事業）
を
活用して外国人観光客を積極的に受け入れるための
施策を実施した。

取組の成果

実情に合った事業展開で、
安定した運営を実現

空き店舗を活用した宿泊施設である、高円寺純情ホ

2018年２月のオープン以来、
ホテルの稼働率は順調

テルは2018年２月に開業した。高円寺北口エリアには

に伸び、現在は約８割を維持している。2018年12月時

すでにホテルがあり、商店街内には活用できる空き店

点ですでに翌年のゴールデンウィークの予約が入って
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はばたく商店街30選

いる状況である。外国人観光客は宿泊予約の半数を占

高円寺純情商店街

実施体制

め、あまり想定していなかった地方からの日本人観光
客の利用や長期利用等の予約も多い。
また、施設の管

民泊施設は、
フロント業務、予約業務、清掃業務等を

理運営を運営会社へ委託していることで、安定した運

運営会社に委託し、商店街は運営に関する報告を適宜

営が可能となり、
オープンから１年未満で自主事業とし

受けている。施設内にはミールクーポン、
グルメガイド

て自立、
継続できている。

ブック等を置いて、商店街と加盟店が連携して外国人

本事業の実施により商店街を回遊する外国人観光

観光客の受け入れを行っている。得られた収入は、開

客等も増加している。今後は様々な情報発信を積極的

業時の借入金の返済とランニングコストの支払いに充

に行い、
１日の歩行者通行量の目標を年間500人増加

てており、投下資本の回収を進めているところである。

を目標としている。2020年のオリンピック・パラリン

広報・PRは杉並区役所の広報誌やホームぺージを

ピック開催で更なる来街者の増加も予想されるため、

利用しており、区役所と連携して外国人観光客の誘致

今後は、外国人観光客や来街者に満足度調査等のアン

を行っている。
また、高円寺純情ホテルは、2019年１月

ケートを実施して、課題やニーズを把握・検証し、商店

以降「東京観光案内窓口」
に指定されており、窓口運営

街に対する満足度向上に努める予定である。

に係る支援を受け、外国人観光客向けにパンフレット
や情報端末を設置し、観光案内を行っている。

高円寺純情ホテル グルメガイド

純情商店街ブランド商品

高円寺純情ホテル フロント

キーパーソンからのコメント

高円寺純情商店街のブランド発信による
「まちづくり」
高円寺と言えば阿波おどり、
その
最大の地域資源を活かし阿波おどり

に訪れる多くの外国人観光客に、
発
信してまいります。

をイメージした商品として、
山形県飯

商店街が中心となって行う
「まちづ

豊町産のお米
「はえぬき」
を使用した

くり」
により地域の活性化が図られ、

純情米、
その
「はえぬき」
から造った純

訪れた外国人観光客がSNSを通じて

情純米酒
「純情」
を純情商店街ブラン

高円寺の文化や賑わいを海外に発信

ド商品として創ってきました。
これら

することで純情商店街の魅力が高ま

日本の文化であるお米や人情味あふ

ることを期待します。

れる純情商店街と、
高円寺の魅力と

高円寺銀座商店会協同組合
専務理事
吉田 善博

商店街の賑わいを2020年東京オリ
ンピック・パラリンピック開催で日本

高円寺純情商店街は、1958年に設立された高円寺駅北口を中心エリアとする商店街である。
メインの通りの他に、
高円寺の地域資源でもある芸術劇場「座・高円寺」
へ向かう通りと路地や裏通りで構成され、
いまだに下町気質が残る
商店街の
概要

情緒豊かな商店街である。
ねじめ正一の小説「高円寺純情商店街」
が第101回直木賞を受賞したことをきっかけに、
「高
円寺純情商店街」
の名前が一躍有名になり、地域の人々から親しまれている商店街である。
また、
周辺には小・中学校、
子ども園、保育園等の施設があり、子供を含めた家族連れの利用が多く、住宅街とも密着しているため、高齢者、学生
等、幅広い層が買い物等に訪れている。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

東京都杉並区高円寺北
57万人（杉並区）
03-3337-2000
03-3337-2777

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://www.kouenji.or.jp/
198名
250店舗（小売業90店、飲食業65
店、
サービス業61店、金融業3店、不
動産業8店、医療サービス業8店、
そ
の他15店）
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● 商店街の類型 生活支援型
主婦、高齢者／
● 主な客層
50歳代、60歳代

いち の き

ど

新陳代謝

一ノ木戸商店街
（協同組合 一ノ木戸商店街）
新潟県三条市

中心市街地拠点施設の一新で
若者集客に成功
取組の背景

これまでどおりでは
若者集客に苦心

ンチ時に地元商店主こだわりの素材を使ったオリジナ
ルハンバーガーが食べられる。
また、夜はキャンプ料理
やアルコールも楽しめ、地域の若者が集まる環境を整

同商店街では理事長を中心に、
研修視察や商店街の

備した。

イベント等に力を入れており、商店街での新規出店も
見られる。
しかし、利用者を見ると、若者は郊外の大型
店に買い物に行く傾向があり、利用者の高齢化と減少
が課題であった。そこで、同商店街にある拠点施設を
橋渡しに、既存の商店主と新規出店した若者が手を取
り合い、若者から高齢者までの幅広い世代が商店街で
買い回りたくなり、集まりたくなる仕掛けの構築が必要
と考え、
同施設のリニューアルに乗り出した。

取組の内容

スタッフ、
コンセプトを一新し
て拠点施設をイノベーション

まず、
拠点施設を一新するにあたり、
新たな活動推進

古民家を活用した中心市街地拠点施設「TREE」

を担える人材として、燕三条地域のものづくり企業に
勤めていた若者数名を新たなスタッフとして採用した。
次に関係者150名以上へのヒアリング調査を実施し、
調査結果から新たな拠点施設のコンセプトとして、①
「なんとなく来てしまう、古きよき〝原風景″が見つか

取組の成果

若者が集まる活気のある
商店街へ変身

る街」、②レトロな再発見を感じさせる街並みを活かし

その結果スタッフの活動に興味を示し、写真を趣味

「まちなかに様々な楽しいモノ・コトを増やすこと」、③

とする若者を中心とした
「まちなか撮影会」
（不定期）
の

若者の人に認められたい欲求や自己表現できる環境

開催を皮切りに、写真展や着物でまち歩き、空き店舗

が叶えられる
「若者の自己実現」
を抽出した。
さらにス

を活用したDJイベント等の若者中心のイベントが開催

タッフの知見を活かして、拠点施設の見せ方のリノ

されている。商店街の商店主や近隣住民からは「商店

ベーションや、主な来館目的である飲食ニーズを満た

街に若者が来るようになって良くなった」
という声が増

すような施設を再構築した。

え、取組を応援する人々の輪が広がっている。
また、既

新たな拠点施設「TREE」
は、若者が興味を持つ構成

存商店とのコラボレーション商品の開発が実現し、
こ

にした。具体的には、入口はスタッフが待つカウンター

の活動がメディアに評価され、
協力した商店主もやりが

で商店街の和菓子屋さんのコーヒーやケーキが味わ

いを感じたり、
自社の強みの再認識につながっている。

え、Wi-Fiやコンセントを完備したコワーキングスペー

また、2010年度から三条市が力を入れてきた商店

スとして活用できるカフェとした。奥の和室は、古民家

街での歩行者天国イベント
「三条マルシェ」
を積極的に

ならではの空間を、会議や勉強、読書スペースとして利

活用し、TREEを通じて集まった若者に自己実現の機

用できる。
さらに奥のレンガ壁で作られたスペースは燕

会を提供するとともに、商店街への出店を勧めるなど、

三条のアウトドアをイメージしたレストランに設え、
ラ

新規出店増加につなげ商店街の活性化に貢献してい
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一ノ木戸商店街

る。更に商店街に新たに加わった若者の活動が、既存
の店、既存のイベント、既存の街並みをつなげ、商店街
全体での新たな魅力を発信し、
さらなる商店街の活性
化に結びつく連鎖を呼んでいる。
商店街の集客状況を見ると、歩行者通行量がTREE
オープン前年（2016年度）
の調査では1日当たり310人

「まちなか撮影会」
が郊外でも展開

であったのに対し、2017年度は476人と増加し、商店
街の売上高も増加している。また、コラボ商品開発で

実施体制

は、商店街内の果実店のフルーツを使用したフルーツ
カクテル、お茶屋さんの抹茶を使用した抹茶ジェラー

協同組合一ノ木戸商店街としての組織力に加え、

ト、市内の養鶏場の卵を使用したオリジナルプリン等、

2017年度から拠点施設の運営を委託されている燕三

多くの商品を開発した。商品開発だけでなく、地元のア

条のものづくり企業と商店街にある老舗料亭が事業提

パレル店とコラボしたカバンのデザインワークショッ

携する
「まちづくり事業部」が深く関わっている。商店

プやヨガのワークショップ、地元の若手庭師による多

街各店間の情報共有や経理は、商店街専属の事務員

肉植物寄せ植えワークショップ等も実施している。ま

が担当しているが、商店街の魅力を伝える情報発信は

た、中心市街地外の企業とも連携しラフティングツ

TREEのスタッフが積極的に行なっている。

アーの企画等も行っており、中心市街地にとどまらな
い活動を展開し、中心市街地と郊外との相互集客とい
う効果も出ている。

キーパーソンからのコメント

地方だからこそできる、
やってみたい！をカタチに
一ノ木戸商店街には、
「 少子高齢

僕らはこの商店街を通じて
「地方は

化」、
「シャッター商店街」、
「空き家問

自分のやりたいことに夢中になれる

題」、
「 若者の地元離れ」の問題があ

場所」であることを発信しています。

ります。そんな中、僕らは地方に残

自分の可能性を試してみたい、街に

り、挑戦を続けているか。若者が少な

影響を及ぼすくらいの事をしてみた

い街だから、
より目立つ事ができ
「自

い、
という方には是非一度TREEを

己実現」がしやすいからです。東京

訪ねてほしいと思います。
やってみた

だったらたくさんのライバルの中で

い！をカタチにする方法を一緒に考

戦うことになりますが、地方ではみん

えましょう。

TREEマネージャー
中川 裕稀

なが協力してくれてすぐに成功体験
を味わえます。

一ノ木戸商店街はJR東三条駅から約1kmの場所に立地する延長約500mの商店街である。
市の中心市街地にあり、
かつ、
周辺にある3つの商店街、東側の東三条商店街と西側の昭栄通り商店街及び中央商店街をつなぐ場所にある。
商店街の
概要

古い町並みとドイツ村構想の象徴にもなっているハーメルンの館といった街並みが特徴であるが、事務所に隣接す
る歴史的建造物が空き店舗であった。
ここを、国や市の補助により地域住民の交流スペースや喫茶コーナー等誰もが
気軽に使える活動拠点として整備し、
中心市街地拠点施設として運営してきた。
この施設は、
2017年4月に
「TREE」
とし
てリニューアルオープンしてからは、若者の来街者が増加した。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

新潟県三条市仲之町
約10万人（三条市）
0256-33-2065
0256-33-2065

http://tree-sanjo.com/
（中心市街地拠点施設TREE）
● 会員数 22名
● 店舗数 22店舗（小売店18店、飲食業1店、
サービス業3店）
● URL
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● 商店街の類型 生活支援型
学生・若者、高齢者／
● 主な客層
60歳代、70歳代以上

うん の まち

地域協働

海野町商店街
（海野町商店街振興組合）
長野県上田市

大学・市・商工会議所と連携
誘客と空き店舗改善に取組む
取組の背景

3つの大きな課題
集客力向上と空き店舗活用

物）の早食い大会」
を企画した。他にも、住民や外部団
体との連携を進め、地域に暮らす親子3世代が楽しめ
るものとすることで、賑わいのあるまちづくりの推進及

同商店街の課題は大きく分けると3つあった。

び他地域からの誘客につなげている。

1つ目は、他地域からの顧客吸引力の向上である。車

2つ目の「旅行者の商店街誘客」には、地元ゆかりの

社会の発展に起因した核店舗の中心商店街からの撤

真田氏等をテーマにした絵や物語、短歌を描いた「灯

退や、大手ショッピングセンターやロードサイドショッ

篭」22基を商店街の通り沿いに設置し、地域住民と来

プの進出に伴い、広く県東部を商圏としていたが、顧客

訪者との交流の場、癒しの空間を形成している。
また灯

を呼び寄せる力が低下していた。

篭には、市民団体が制作した切り絵をはめ込むことで、

2つ目は、商店街への観光客の誘客である。近隣の史
跡上田城は、NHK大河ドラマ
「真田丸」放送を機に全
国的に認知され、多くの観光客が訪れている状況であ
るが、
商店街への回遊が少ない状況であった。

商店街メンバーと市民団体の会員の協力関係を構築
した。
3つ目の「空き店舗の有効活用」
では、海野町商店街
内の空き店舗活用事業として設置した、起業希望者に

3つ目は、空き店舗の有効活用である。2007年から

対しての「チャレンジショップ」への出店を後押しし、

空き店舗数について定期的に調査を行っているが、

フォローをする事で空き店舗対策を実践している。ま

2015年4月時の商店街の空き店舗率が20％を超えて

た、振興組合としての事業として、
「 海野町ふれあいサ

おり、
さらなる空き店舗の有効活用方法を見出す必要

ロン」の管理、海野町会館に設置した
「赤ちゃんステー

があった。

ション」
の運営を行い、
それにより高齢者や子連れ家族
に集う場所を提供している。

取組の内容

買い物・交流・地域発信
3つの役割を明確化

同商店街は、地域と人々の交流を創るために、商店
街の役割を
「買い物の場」
「交流の場」
「地域発信の場」
と位置づけ、
「そこに住み、
そこに働く人々が、生き生き
と暮らせる商店街」
を基本コンセプトとして策定した。
商店街で取組む各事業は、商店街内の部会が中心とな
り、地元上田市、上田商工会議所、
周辺商店街と連携し
て実施している。
同商店街の3つの課題である、
「他地域からの誘客」、
「旅行者の商店街誘客」、
「空き店舗の有効活用」
に対し

七夕まつり内のイベント
「志まん焼き
（上田市の名物）
の早食い大会」

取組の成果

他地域と旅行者の誘客成功
今後は空き店舗活用を改善

「他地域からの誘客」に関しては、上田七夕まつりを
うまく活用することができた。高校生や大学生、地域住

てはそれぞれ以下のように対応している。
1つ目の「他地域からの誘客」には、
「 上田七夕まつ

民が企画段階から参加するようになり、若い来場者が

り」を活用している。様々なイベントを参加型にするこ

増加した。昨年は3日間で延べ4万人が来場し、市内外

とで、誘客数を伸ばそうと取組んでいる。具体的には、

からの誘客につながっている。

開催までは毎週地元大学生とワークショップを開催

「旅行者の商店街誘客」
に関しては、灯篭設置前に比

し、七夕まつり内のイベント
「志まん焼き
（上田市の名

べて商店街の歩行量が19％増加する調査結果が得ら
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海野町商店街

れた。海野町の通行量調査では、2015年3月では945

は、上田市内の4大学と地域が連携する場として、
また

人だったが、2016年1月に灯篭を設置し、2017年3月

学生と市民の交流の場としての役割を担っている。
商店街では、
この施設と連携し、大学・市・商工会議

には1,120人にまで増加した。
「商店街の空き店舗活用」
に関しては、過去3年で7店

所・商店街が参加する
「ワークショップまちづくりプロ

舗が新規出店したが、6店舗が閉店した。今後、国の地

ジェクト」
を立ち上げた。年20回程度のワークショップ

方創生推進交付金を活用した
「まちなか創業空き店舗

を通して、既存の事業・イベントのあり方を地域の学生

活用事業」
を官民一体で進めていく。

とともに見直しを行っている。学生目線で
「まち」
を知っ
てもらい、中心市街地のあり方を地域の若者とともに
考える場とするとともに、事業を市民参加型とするきっ
かけを創出している。

真田氏等をテーマにした絵や物語、短歌を描
いた
「灯篭」

七夕まつりの様子

実施体制

「学園都市・上田」
の拠点として
「まちなかキャンパス
学生とのワークショップ風景

うえだ」が2016年7月に商店街内に設置された。
これ

キーパーソンからのコメント

新事業を通じて地域と人々の交流を実現
海野町商店街はここ２～３年新規

ケーションの場、
となるよう“コミュ

事業などの新しい風も吹き始めてい

ニティ施設”を2019年４月にオープ

ます。

ンし、情報発信場所を兼ねた居心地

子育て世代の女性のコワーキング
スペース、民間の文化施設、整骨院、

の良いスペースを提供します。
商店街の役割は「買物の場」
「交流

インスタ映えするカフェ等々８事業

の場」
「 地域発信の場」
と考え、基本

所がここ海野町に活路を見出し開業

コンセプトとして
『そこに住み、
そこに

し、商店街に流れを作り始めていま

働く人々が、生き生きと暮らせる商

す。

店街』を掲げ、快適な暮らしを提案

新事業として同組合は、地域交流
を軸とした人だまりの場・コミュニ

し、地域と人々の交流を創る事業を

海野町商店街振興組合
代表理事
柳島 隆二

模索し続けます。

海野町商店街は、上田城を築いた真田氏が先祖の地から商人を移住させて街並みを作らせたのが起源と言われて
いる。昭和42年に振興組合を設立した。
当初は、利用者確保のための駐車場の設置や、全国でも先進的な歩行者天国
商店街の
概要

である
「海野町日曜広場」の取組によって、活況を極めた。
しかし昭和50年代に入り、大型店が上田駅周辺に出店し始
め、昭和58年には商店街の核店舗であった大型百貨店が駐車場不足から移転したことに伴い、歩行者通行量や年間
商品販売額も減少傾向が続いていた。現在は、若手組合員が主導する体制に変え、地域住民や子育て世代の市民団
体、学生を巻き込んだ参加型イベントを実施することで賑わいのあるまちづくりを推進している。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

長野県上田市中央
約16万人（上田市）
0268-22-9301
0268-23-7580

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://unnomachi.naganoblog.
jp/
73名
44店舗（小売業25店、飲食業9店、
サービス業3店、
その他7店）
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● 商店街の類型 生活支援型
主婦、高齢者／
● 主な客層
50歳代、60歳代

新陳代謝

沼津仲見世商店街
（沼津仲見世商店街振興組合）
静岡県沼津市

空き店舗の20％削減に成功
関係者の協力で具体策を展開
取組の背景

高齢化に伴い、売上減少、
空き店舗が増加

そこで基盤づくり事業として、空き店舗対策の具体
化を進めた。具体策の一つは、2013年からはじめた
「坪5,000円商店街」事業である。
この事業では、空き店

同商店街が抱える問題は、郊外への大規模小売店

舗オーナーの協力を得て、坪5,000円の安価で新規出

舗の出店が進んだことによる
「商店街来街者と売上の

店を支援している。周辺商店街の平均的な賃料「坪

減少」、経営者の高齢化に伴う
「空き店舗の増加」の問

8,000～10,000円」に比べ、出店のハードルを下げる

題である。
この問題に対応するため、2013年に商店街

ことができ、商店街への出店希望者の増加に寄与して

組合内の「街区委員会」の名称を「まちづくり委員会」

いる。2番目の具体策は、2017年からはじめた
「空き店

に変更し、
「お客様のニーズを満たし、
お客様の六感を

舗対策スキーム」
である。従来は出店希望者が不動産

楽しませる、差別化された、魅力ある個店の集合体を

業者から空き店舗情報を得ていた仕組を改め、不動産

目指す」
というビジョン・方針と戦略チャートを新たに

業者と商店街が連携し、商店街からも空き店舗情報を

策定した。
また
「まちづくり委員会」
では3つの事業（基

出店希望者に提供する出店需給マッチング支援活動

盤づくり事業、仕組みづくり事業、未来づくり事業）に

を強化した。更に、沼津商工会議所、沼津市とも連携

取組んでいる。

し、
出店希望者に商店街内の空き店舗を実際に見ても
らう
「空き店舗見学会」
を実施している。今後は空き店
舗オーナー、商店街、不動産業者、行政、商工会議所が
更に情報を共有し、
出店希望者の相談に応じて同質の
情報提供や出店に際してのアドバイスをするスキーム
づくりを目指す。

取組の成果

5年間で空き店舗を
20％削減

空き店舗対策として、
「坪5,000円商店街」
「空き店舗
対策スキーム」
「空き店舗見学会」
の対策を打ってきた。
この結果、新規出店した事業者は累計3店舗である。商

「まちづくり委員会」
で策定した戦略チャート
（抜粋）

店街の空き店舗率は、空き店舗対策事業を本格的に取
取組の内容

新規出店を促す賃貸料金半
減策と需給マッチング支援

組む以前の2012年10月が8.6％であるのに対し、
2018年10月は7.1％へ改善した。今後も取組を継続す
ることで、空き店舗数の減少に努めていく。
また、現状

同商店街は、駅前という好立地から、飲食店出店の

では、
出店希望者が商店街に直接連絡をして空き店舗

需要が高いが、空き店舗として残っているのは、元パチ

情報を得るスキームであるが、潜在的な出店希望者の

ンコ店やドラッグストア等の広い物件が多い。
このた

利便性の向上、簡単に情報を得る手段として、商店街

め、出店者側とのニーズが合致しないケースが見受け

が自主運営するウェブサイト「N-shopping（エヌ・

られる。また、地権者の多くが、市外県外在住者であ

ショッピング）」
のページ上に空き店舗情報を掲載する

り、必要な際に即座に連絡がとりにくいという問題が

ことを検討している。

ある。

同商店街では、2014年度から、商店街直営のウェブ

391

はばたく商店街30選

ショッピングサイト
「N-shopping（エヌ・ショッピン

沼津仲見世商店街

実施体制

グ）」
を開設し、
インターネット通販を実施している。

同振興組合のなかに、
「親切心あふれる街をつくり、

出展者は全て商店街の中の実店舗を運営しており、
信頼と実績を兼ね備えており、商圏にとらわれない

お客様の再来街頻度向上を目指す」
をコンセプトに
「ま

商売に取組んでいる。
このサイトは、
商店街のWebサ

ちづくり委員会」
を発足し、
ITを活用した
「N-shopping

イトの役割も担い、ページ内において商店街で行わ

（エヌ・ショッピング）」事業、空き店舗対策のための仕

れるイベントの紹介を随時更新している。

組み「空き店舗対策スキーム」や「坪5,000円商店街」
事業に取組んでいる。
空き店舗対策に関して、①広報は「空き店舗対策ス
キーム」
で協力関係にある不動産会社に、②「坪5,000
円商店街」事業の告知は行政に依頼し、更に③新聞へ
は広告掲載をお願いしている。
また、
いずれの事業も運
営に当たり商店街に専任担当を1人ずつ配置し、運営
資金は会員からの組合費や駐車場の売上という商店
街の収益の一部を活用して運営している。
また、商店街
直営のウェブショッピングサイト
「N-shopping（エヌ・
ショッピング）」
を活用し、
インターネット広告等のデジ
タル面での広報や、
チラシやのぼり旗、横断幕等のアナ
ログ面での広報を行っている。

「Nーshopping（エヌ・ショッピング）
」

キーパーソンからのコメント

「街づくり戦略」

「商店街のオムニチャネル化」

「 街づくり委員会 」においてミッ

オムニチャネル化が、
仲見世ＨＰ＆オ

ションとビジョンの共有を前提とし、

ンラインショップ
「エヌ・ショッピング」

９つの目標、
３３項目の具体化プラン

の目的となります。
リアルとバーチャル

を街の総合戦略として策定し実行し

を融合し、
互いに送客しあい、
街と全店

ております。伴う未来のあるべき姿

参加型の個店情報を送受信し、
逸品運

「ビジョン」
と社会貢献「ミッション」

動「極上自慢」
と併せ差別化された魅

の実現が概要です。

力ある個店の集合体を目指しておりま
す。
又キャッシュレス化等ICT活用、
さ
らに多彩なイベントや話題のラブライ
ブとのコラボ、
及び公共空間としてのエ

沼津仲見世商店街振興組合
理事長
渡井 篤紀

リアマネジメントも進めてまいります。

戦後間もない青空市場で発祥し、1959年に商店街振興組合が発足、組合としては60年、商店街としては70年以上
の長い歴史を持つ。JR沼津駅から徒歩2分の中心市街地に位置し、年間150万人以上が訪れる沼津港来街者の玄関口
商店街の
概要

である。南北に全長250mの全蓋アーケードがあり天候に左右されずに買い物ができる。長年、静岡県東部地域の中高
年層のみならず、幅広い年齢層から、
「親切で安心して買い物ができる商店街」
として信頼を得ている。平日は高年齢層
が多い商店街であるが、週末には「沼津七夕まつり」
や
「よさこい東海道」等のバラエティに富んだイベントや、定期市
「モコ市」
を開催しており、親子連れや若者も訪れ、
年間を通じてまちの賑わいに寄与している。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

静岡県沼津市大手町
約20万人（沼津市）
055-963-2580
055-963-7381

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://www.n-shopping.jp/
63名
63店舗（小売業35店、飲食業13
店、サービス業6店、金融業2店、医
療サービス業3店、
その他4店）
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
高齢者、主婦／
● 主な客層
40歳代、50歳代以上

なか た ほんどおり

地域協働

仲田本通商店街
（仲田本通商店街振興組合）
愛知県名古屋市

商店街は
「地域コミュニティの核」
四季のイベントが街に人を呼ぶ
取組の背景

地域の高齢者と親子連れを
商店街に呼び戻したい

同商店街が位置するのは、地下鉄の2駅に近接し、

を定期的に開催することとした。
春「はなまつり」…4月上旬、名古屋市の商店街が中
心となって開催する
「な・ご・や商業フェスタ」に協賛。
桜並木のすいどうみち緑道を中心に、産地直送の野菜

高級マンション・レストラン・ショップが並ぶナゴヤセン

や、
おかみさん会の模擬店等で花見客をもてなす。商店

トラルガーデン、区役所・郵便局等の公共施設、
すいど

街に八百屋がないため野菜販売は高齢者に好評であ

うみち緑道等の地域資源に恵まれたエリアである。

る。

しかしながら商店街の認知度が向上しない背景に

夏「仲田夏まつり」…7月に隣接の仲田銀座商店街と

は、
次のような問題点があった。

連携して開催。一帯を歩行者天国にし、阿波踊りや消

①主要顧客の近隣住民が高齢化し、
買い物に出かける

防音楽隊のパレード、盆踊りを実施するとともに、会員

頻度が減少している。

商店が軒を連ねて出店する。千種区を代表する夏まつ

②ファミリー層や若年層が郊外の大規模小売店舗や、
名古屋駅前に相次いでオープンした大型商業施設
に流出している。

りとして多くの来街者で賑わう。
秋「秋まつり」…地域のNPO団体と連携した和太鼓
演奏や出店のほか、愛知県・愛知県商店街振興組合連

③後継者不足等の理由によって空き店舗が増加し、街

合会と連携し、防犯に役立つ安心安全グッズを無料で

の活気が徐々に失われてきた。

配布し、毎年長い行列ができる。商店街の社会貢献を

商店街の知名度を上げ、集客力を高めることが課題

PRする機会となっている。

であった。そこで商店街を「地域コミュニティの核」
と

冬「元気祭り・クリスマスフェアー」…サンタクロース

位置づけ、地域団体や近隣の専門学校と連携して定期

がお菓子を配るイベントや抽選会は子ども・親・祖父母

的なイベントを開催し、高齢者や親子連れが安心して

に好評で、買い物客増加に寄与している。元気商品券

買い物を楽しめる環境づくりを推進することとした。

（プレミアム商品券）
は各店舗が工夫を凝らして参加す
ることで、年末の消費喚起を図っている。
「一店逸品運動」…「逸品委員会」を設置し、各店舗
が魅力ある商品やサービスの開発に取組んだ。商品開
発に際して、
近隣の高齢者や学生からも意見を聞いた。
これによって高齢者の食べやすい食材・量のメニュー
や、高齢者に喜ばれる商品（地元特産の八丁味噌を使
用したベーグル、和菓子で作ったデコレーションケー
キ、手頃な価格で少しずつ数種類の味が楽しめる晩酌

夏まつりの人出でにぎわうバス通り

取組の内容

セット等）
が開発された。逸品は各店頭に共通のイーゼ

楽しみ満載のイベントが
地域住民に笑顔をプレゼント

商店街が「地域コミュニティの核」
となり、
さまざま
な世代との交流の場を設ける
「安心安全なまちづくり」
を開始した。行政機関、老人のリハビリテーション施
設、
デザイン専門学校等と連携し、四季折々のイベント
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ル（絵画やスケッチブックを固定する台）を設置し、店
主自らが看板を手描きして魅力を発信している。

取組の成果

買い物を楽しめる街に増えた
高齢者と若者の姿

四季折々のイベントや一店逸品運動は、地域住民に

はばたく商店街30選

商店街の存在を周知し、高齢者に優しい商店街として

仲田本通商店街

実施体制

認知度を高めるともに、幅広い年代の消費者に買い物

同振興組合では理事長、専務理事、約10名の理事が

しやすい環境を提供した。
高齢者に対しては、一店逸品運動による商品開発の

協力して、若手の意見を取り入れながらイベントの企

ほか、定期的なイベントの際の高齢者の食生活や健康

画・運営を推進している。千種区役所・保健センター等

の相談コーナーの開設、AEDの設置、警察や行政機関

の行政機関、近隣のリハビリテーションセンター、
デザ

と連携した安心安全活動等を推進した。
これらの取組

イン専門学校、NPOと協力・連携体制を強化してきた。

みの成果として、各店舗とも高齢者の来店頻度が増え

商店街のおかみさん会はイベントへの出店のほか、来

ている。

街者の中心客層である中高年女性の目線を活かして、

近隣の
「あいち造形デザイン専門学校」
と連携して毎

おかみさん会独自のイベントを実施している。

年作成している商店街マップが好評である。カラフル
でかわいいイラスト入りマップの効果や、
イベントへの
ブース出店協力を通じて、学生が商店街を訪れるよう
になった。
これに伴って、
おしゃれなカフェやベーグル
専門店、隠れ家的な飲食店等、若者向けの店が出店
し、
人気を集めるようになった。
商店街の一日の歩行者通行量は、2015年の1,455
人から2017年には1,505人と50人増加した。次は

組合員と地域の子供たちのふれあい

1,550人を目標に掲げている。

キーパーソンからのコメント

商店街役員と女性部員が助け合い、商店街の発展に尽くしています
駅近くの大型店に地元住民の足

女性部会は商店街内花いっぱい

が向かいがちなので、イベント等を

運動を行っています。会員６０名が歩

見直しました。特に一番のイベントの

道上の季節の花を年に３回、約１，

夏祭りは、地域の人に喜ばれるよう

０００鉢を植え替え、毎週水曜日に

知恵を絞りました。バスが通行する

花の手入れと清掃を行う活動です。

仲田本通を遊歩道に使えないか、各

四季の商店街のイベントも多くの

方面にお願いして３年越しで許可が

女性部員が活躍する機会です。イベ

下りました。午後7時から９時まで祭

ントは理事、監事１６名と女性部員

りを行い、
思ったより多くの方が見え

で役割を分担します。特に夏祭りは

て売上も良くなってきました。現在は

細心の準備を行い、
ボランティア１８

午後6時から行っています。

名とも合同で会議を行います。

仲田本通商店街振興組合
理事長
渡辺 広志

名古屋市内有数の繁華街であり若者でにぎわう地下鉄東山線の今池駅と、隣の池下駅の中間に立地し、店舗、公共
施設、事業所、住宅等が混在した地域にある。
周辺にマンションが建ち並び、
人口も増加している。
商店街の
概要

振興組合は1963年に設立。
商店街エリアは広く、
飲食店、
サービス、
日用品を扱う店舗が多く、
地域住民のニーズを満
たす生活密着型商店街として役割を果たしてきた。
周辺には大手スーパーも多く、
来街者は近隣住民が主となっている。
商店街に隣接する、
水道管の上に作られた
「すいどうみち緑道」
は美しい桜並木で地域住民の憩いの場になっている。
「仲田公園」
は地域住民のランドマークとして親しまれている。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

愛知県名古屋市千種区仲田
約17万人（名古屋市千種区）
052-763-7373
052-763-7374

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://nanda-nakata.com/top.
htm
77名
77店舗（小売業20店、飲食業23店、
サービス業25店、不動産業4店、医
療サービス業4店、
その他1店）
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● 商店街の類型 生活支援型
主婦、家族連れ（親子）
● 主な客層
／50歳代、60歳代

おお す

インバウンド

大須商店街
（大須商店街連盟）
愛知県名古屋市

若手の積極的な参加による
「大須ら
しい」
インバウンド需要の取り込み
取組の背景

全体の売上が伸び悩む中で、
インバウンド需要に注目

できた。
ただし、
これらの事業は時代の変化によって求
められることが変わるため、一度事業を実施して終わ
りということではなく、今の時代は商店街に何が求め

名古屋市商業統計によると、小売業の年間販売額は

られているかを敏感に察知し、可能な限りすばやく対

2007年の３兆2，108億円から2014年には２兆9，565

応することをポイントとしている。現在は外国人観光客

億円まで減少している。大須商店街も様々な取組を

だけでなく、大須の利用者に多い若者についても、

行っているものの、全体として売上が伸び悩んでいる。

キャッシュレス決済や、
より使いやすいフリーWi-Fiが

一方で観光庁の調査では、2017年の訪日外国人旅行

求められているとして、
キャッシュレス決済の導入事業

消費額は過去最高を記録し、
インバウンド需要の取り

を進めている他、
フリーWi-Fiの改善について検討を

込みは年々重要性が増している。

続けている。

大須商店街は歴史ある商店街でありながらアニメ・

また、2018年度には中小企業庁の地域文化資源活

コスプレなどの新しい文化を取り入れることにも積極

用空間創出事業に採択され、大須観音、万松寺といっ

的であり、外国人観光客等から好評を得ている。近年

た歴史ある地域文化資源を活用して外国人向けにイベ

は特にアジア圏を中心に外国人観光客が増加しつつ

ントを企画したり、既存の祭りについても外国人向け

あることに着目し、商店街マップの多言語化やSNSで

のガイドブックを作成した。

の情報発信など積極的なインバウンド需要の取り込み

最近ではアニメやコスプレなどのサブカルチャー的

を図ってきた。2018年度に若手を中心としたインバウ

な新しい文化の要素も加わり、新しい大須と昔ながら

ンド部会を立ち上げ、
インバウンドについて研究し効果

の大須が共存し、先端性、流行性、新しさと不易（変わ

的な取組を進めることで、外国人観光客を増やし、名

らないこと）
が混在する
「ごった煮の街・大須」
の魅力を

古屋の観光名所の一つとして定着を図るものとしてい

更に高める努力をしている。

る。

事業の財源については、各種祭りにおいて企業の協
賛を募っている他、商店街マップに企業広告を掲載す
ることで一部を賄っている。また国や自治体の制度を
積極的に活用することで、
自主財源だけではできない
ハードの整備や、継続的なイベントの実施を可能にし
ている。
外国人観光客向けのインバウンド大須マップ

取組の内容

歴史ある文化資源とアニメ
などの新しい文化の共存

大須商店街連盟としては、急速に増加している外国
人観光客への対応は必須であるとして、2005年には電
子マネー決済端末の導入事業、2006年にはクレジット
カード決済端末の導入事業、2013年にはWebサイト
の多言語化やフリーWi-Fiの整備事業、2016年からは
多言語版商店街マップの作成と、多様な事業に取組ん
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ゆかたレンタルで大須散策を楽しむ外国人

取組の成果

若手中心のインバウンド部会
の立ち上げ

大須商店街連盟では毎年何度か通行量調査を実施

はばたく商店街30選

大須商店街

している。2017年度は前年度に比べて110％
（18,806

ランティアの募集を行っており、商店街の外からの人

人／日）
と大幅に増加した。
また歩行者通行量調査以

材を活用している。また大須商店街連盟では「大須案

外にも、
毎年商店主向けにイベントについてのアンケー

内人」
という制度を実施しており、大須に詳しい地域住

ト調査を実施しており、
イベントによって来店者数や売

民や外国人をボランティアとして採用し、休日に観光

上が増減したか等、個店への効果についても把握に努

客の案内を任せている。

めている。商店主向けのアンケート調査の結果、売上

更に若手会員を中心とした委員会で商店街の将来

が増加、もしくは少し増加したとする回答割合は、

計画を作成・共有している事や、毎年実施している大規

2015年度：46.7％、2016年度：20.0％、2017年度：

模な祭りでは実行委員長に30代～40代の会員を任命

23.5％と前向きな回答となっている。

している。若いうちから商店街活動に携わることは将

これらの指標をインバウンド事業の改善に活用する

来の役員の育成に繋がり、多くの商店街で課題になっ

ために、2018年度に大須商店街連盟を組織する８商

ている役員の高齢化問題の解決策となりえる。

店街から、最近の事情に詳しいと思われる若手を中心
としてインバウンド部会を立ち上げて評価・改善に取
組んでいる。

実施体制

人員体制としては専門の部会であるインバウンド部
会を立ち上げた他、
イベントの実働人員として毎年ボ

大須好きのスペシャリスト達による
「大須案内人」

キーパーソンからのコメント

起業家のチャレンジを促し、賑わい創出へ
大須は伝統と新しさが混在する街

ありません。絶えず起業家の方が出

です。
この
「ごった煮」的面白さが多く

店しチャレンジして失敗したら次に

の若者から高齢者、更に外国人のお

変わる、その新鮮さが賑わいにつな

客様の来街につながっています。訪

がっています。

れた人が散策しやすいよう
「多言語

インバウンド部会を立ち上げまし

対応の大須マップ」を作ったり、
「大

たが、若手が中心なのでスピードも

須案内人」
を設けたりとおもてなしに

速いです。最近はキャッシュレスを検

も力を入れてきました。

討してます。外国だけでなく、日本中

商売したい人にとっても魅力的な
土地となっており、年間５％～７％の

の皆様にもお越しいただけるよう努
力していきます。

店舗が入れ替わり空店舗はほとんど

大須商店街連盟
会長
堀田 聖司

大須地区は江戸時代には大須観音の門前町として発展し、
「大須」
という地名も大須観音が由来となったと言われて
いる。戦争による被害や、市電の廃止などにより一時はシャッター街となってしまうこともあったが、商店主たちの努力
商店街の
概要

により、現在では地区内全体で約1,200の店舗を有する、
名古屋市でも有数の商店街となった。
大須商店街連盟は地区内8つの商店街によって組織されており、商店街は広範囲にわたるアーケードと、個性的で多
様な店舗を特徴として、若者から高齢者、国内外の観光客まで幅広い人気があり、特に毎年実施している大須春まつ
り、大須夏まつり、大須大道町人祭りでは、
広い商店街が来街者で埋まるほどの盛況を得ている。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

愛知県名古屋市中区大須
約232万人（名古屋市）
052-261-2287
052-241-6222

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://www.osu.co.jp/
416名
1,166店舗
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● 商店街の類型 観光型
学生・若者、高齢者／
● 主な客層
10歳代以下、20歳代

ほんまち

新陳代謝

本町商店街
（本町商店街振興組合）
愛知県豊川市

空き家と道路空間を戦略的に活用し、
街に新たな賑わいを創出
取組の背景

観光客向けの街から、住民が
一日中楽しめる商店街へ

取組の内容

空きスペースを活かす発想
が演出する、街の賑わい

同商店街は豊川稲荷が近いものの、振興組合設立

同商店街の取組は、駅前の空き家の借地権を引継

前は、初詣の参拝客以外は、昼も夜も人がほとんど歩

ぎ、有志で店舗ビルとして建て替えることから始まっ

いていない状況が多かった。
これまで観光地として観

た。周辺住民をターゲットとする競争力のある市内外

光客向けの商店主体であったため、地域の買い物客が

の有力飲食店を誘致し、不動産コンサルタントの強み

郊外や市外の商圏に流出する問題が生じていた。本町

をいかし、駅前の夜の賑わいを創出した。
この事業の

商店街は「一日中楽しめる商店街」
をビジョンに掲げ、

後、エリアの出店希望が増えて長年空いていた店舗も

「生活がこのエリアで完結できること」
を目標として、
ま
ちづくりを段階的に実施することとした。

借り手が見つかり、周辺への波及やエリアの価値の向
上が図られた。空き店舗対策を効率的に行うため、豊

設立当初、駅前に立地するにも関わらず空き店舗が
増加しており、立地を活かした夜の賑わいの創出を第

川市TMO主催の空き家見学ツアーと積極的に連携し
た。

一段階と考えた。空き店舗対策事業を行い、居酒屋等

次に自主財源の確保と駐車場不足の課題を解決す

の飲食店を増やしたが、平日や昼間の賑わいには改善

るため、空き店舗を収去してできた更地を借り受け、商

の余地がある。
これは日用雑貨品を扱う店舗の少なさ

店街用のコインパーキングを整備した。

が大きな要因と捉えており、地域住民の昼間のニーズ

またソフト事業として、新しくできた店舗や、魅力あ

をつかむ、生活に根付いた店舗の再生が第二の段階だ

る既存店を住民に周知することを目的とした「本町ナ

と考えている。

イト」や「軽トラ市」等の独自イベントを開催している。

今後戦略的なまちづくりを進めて行く上では、既存

両イベントとも道路の使用許可・占用許可を得て公共

商店の魅力向上、競争力ある生活利便施設の誘致、
ソ

空間を活用し、
フリーマーケットや移動店舗の招待、音

フト事業の充実が必要であり、大規模商業施設やネッ

楽イベント等を行い賑わいを創出している。
「本町ナイ

トショッピング等と差別化した商店街をどう具体化し

ト」
は約５０店舗が参加し、各店舗を食べ歩き飲み歩き

ていくかを課題としている。

ができる豊川駅前最大のイベントで、
「軽トラ市」
は軽ト
ラの荷台を店舗に見立て、地元の食べ物や雑貨等を販
売するイベントである。
他の団体と協力し、豊川稲荷の境内を活用したクラ
フトマーケットの「縁」や
「豊川きつね祭」
と同時にイベ
ントを開催する等、相乗効果も狙っている。近隣商店街
が協力して1日中楽しめるイベント
「ほいとも祭」
を開催
して約3万人を集め、街の連携体制も広がっている。
（ほいともは本町・稲荷・豊川・門前の頭文字）
他にインバウンド対策として補助金を活用し、公共
Wi-Fi整備や商店街Webサイトの英語・中国語対応を
実施した。
また、
キャッシュレス対応のため、
ＱＲコード
決済を商店街単位で導入するという取組も行ってい

雨でも賑わう週末のNHM48前

る。
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取組の成果

本町商店街

空き店舗に次々に飲食店が
出店、挑戦は次の段階へ

空き店舗対策は9戸の空き店舗の解消と、11店舗の
増加による商店街活動の活性化、本町ナイトの参加店
舗の増加という効果を生んだ。

公共不動産
（道路）
を利用した移動店舗で賑わう商店街

豊川市TMOの中心市街地交通量調査によると、歩

実施体制

行者通行量は2015年が58,309人、2017年は66,462
人と増加傾向にある。近隣の豊川駅東駐車場の出庫台

同振興組合には不動産コンサルタント３名が加入し

数も徐々に増加しており、本町商店街の取組はエリア

て、
中心的に空き店舗対策を行っている。新しい店舗が

全体の活性化に寄与していると評価される。

増えた結果、若い世代の店主も増加し、新しいことを積

豊川市TMOによる商店街に関するアンケートでは、

極的に取入れる風土になっている。
月1回以上商店街の役員会を開催して頻繁に情報交

商店街活動に
「満足」
「まあ満足」の合計が63％と周辺
商店街と比べて高く、活動の成果が認められている。

換を行うほか、SNSを活用して活発に情報共有と話し

次のテーマは昼間の来街者の増加と、大型商業施設

合いがなされている。豊川市との情報共有も密接であ

やネットショッピングとの差別化を図ることである。本

る。広報活動を重視し、外部のマーケティング専門家

町商店街では各店舗の強みを活かしながら、更に戦略

が参画して新聞や冊子で情報を発信するとともに、豊

的な事業候補地の選定や交渉等に関わり、
中規模で競

川市のイベントサポート制度を活用し、公共施設や教

争力のある店舗を誘致するなど戦略的なまちづくりを

育機関にもイベントのチラシの配布を行っている。

進めていく。

キーパーソンからのコメント

観光と地域生活の両方に目を配り、
中心市街地の役割を担うまちへ
私が商店街の活性化、
まちの活性

豊川市の中心市街地にありますの

化に動いたきっかけは、父も所属し

で、観光地としてのまちづくりと、地

ていた旧西本町商店街が解散してし

元の方の生活の両方に目を配りなが

まったことと、生まれ育ったまちが文

ら、中心市街地としての役割を担え

字通りシャッター通りになっていた

るまちへと発展させていきたいです。

現状を憂いてのことでした。今まで

そのために、時代遅れとならないよ

は観光地としてのまちづくりに傾倒

う積極的に若者の意見を取入れなが

していたきらいがあり、地域住民に目

ら、
まちの皆様とともに豊川市を盛り

を向けた取組が十分に行われていな

上げていきたいと思います。

本町商店街振興組合
理事長
田中 粋人

いという課題がありました。

本町商店街は豊川市の中心市街地にある。豊川市の玄関であるJR豊川駅及び名鉄豊川稲荷駅の駅前に立地し、愛
知県内有数の参詣者を集める豊川稲荷に近接している。
旧
「西」本町商店街の解散後、若い有志がエリアを広げて空き
商店街の
概要

家対策を行って店舗数を増やし、2015年に再出発した若手中心で運営されている振興組合である。
長年観光地としての取組が行われたエリアであったが、近年は民間及び公共の不動産を活用しながら、近隣住民を
呼び込む仕掛け作りを実行している。
周辺の3つの商店街や豊川市、豊川市TMO（豊川市開発ビル株式会社）
と協力や
連携を深めながら、
まちづくりを進めている。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

愛知県豊川市西本町
約18万人（豊川市）
0533-86-7823
0533-86-0091

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://www.honmachi.site/
25名
25店舗（小売業5店、飲食業16店、
サービス業1店、不動産業2店、医療
サービス業1店）
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
サラリーマン、国内観光
● 主な客層
客／40歳代、50歳代

地域協働

新大宮商店街
（新大宮商店街振興組合）
京都府京都市

地域団体との連携ポイントカードで、
地域の人が寄り添う商店街に
取組の背景

地域コミュニティを繋ぐ
「ふえるかカード」
の仕組み

る地域応援ポイントが貯まる。
これにより地域住民が
買い物をすることで、自らが支援したい分野や取組に
対して、金銭での直接的支援に加えて、団体取組に対

新大宮商店街の特徴的な取組が、独自の地域応援

する支援意思の表明を通して、地域住民がまちづくり

ポイントカードシステム
「ふえるかカード」
である。
これ

に参画できる仕組みとなっている。更に、高齢者見守り

は、
お客様が買い物をするたびに、
ポイントが付与され

サービス機能を有しており、利用者が設定した日数の

ると同時に、
自治会やPTA等の地域団体に寄付される

間、
カードの利用がなければ、商店街の事務局から利

地域応援ポイントが貯まる仕組みである。
このカード

用者に電話連絡を行うとともに、
その情報を地域包括

は、
高齢者の見守り機能も有している。
寄付する地域団

支援センターと共有し、
利用者の安心・安全の一助とし

体は、
カードの所有者が指定できることが独特の特徴

ている。

である。地域団体へのポイントは、毎年3月に商店街か

また、京都市から
「人にやさしいサービス宣言」商店

ら各団体に寄付されている。ふえるかカードによる地

街として認定されており
（市内5商店街を認定）個人経

域応援ポイントの寄付先の動向から、住民が地域のど

営の店舗だけでなく、大規模小売店舗のスーパーマー

の分野及び活動に問題意識を持っているかを分析する

ケットや家電量販店等とも連携して、商店街の会員店

ことができる。また、日々の来街者とのコミュニケー

舗が高齢の方、心身に障害のある方、小さなお子様連

ションにより現状や課題を把握し、毎月の理事会や3か

れの方等に安心して来店してもらえるようなサービス

月に1度行う会員店舗交流会にて、情報共有がされて

に取組んでいる。

いる。地域貢献につながるポイントシステムを構築した

更に、高齢化に伴う地域の課題に商店街として取組

取組は、地域住民のまちづくりへの参画と地域コミュ

むため、社会福祉協議会や地域包括支援センターと連

ニティの強化に効果を発揮している。

携し、認知症で徘徊する高齢者の特徴を学び、認知症
と思われる高齢者にこまめに声をかけ、
その可能性が
高い場合は速やかに連携先に連絡を行っている。
とき
には商店街の会員がご自宅までお送りする場合もあ
る。
こういった動きから、毎年恒例の商店街の夏祭りで
は、地域とともに
「北区新大宮夏祭り実行委員会」
を組
織し、商店街だけでなく、地域のPTA、
自治会、女性会

独自の地域応援ポイントカード
「ふえるかカード」

等と連携しながら、地域に愛される夏祭りを開催して
取組の内容

商店街の果たす貢献は、
住民と地域団体の便益とともに

いる。

商店街は地域に貢献すべきであると考え、商店街ポ
イントカード
「ふるふる」
を2013年に、地域応援ポイン
トカード
「ふえるか」
に発展させた。
「ふえるか」
は、
お買
い物をするたびに利用者が商店街で使えるポイントが
付与されると同時に利用者が指定した地域団体（自治
会、小学校PTA、学区社会福祉協議会等）に寄付され
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商店街の夏祭りの様子

商店街イベント、
おぜんざい配布の様子

はばたく商店街30選

取組の成果

地域団体との連携が魅力的
な商店街活動体制を生んだ

ふえるかカードの組織体制が、地域の安全・安心に
対する効果を発揮した。
まず、運営協議会に参加してい

新大宮商店街

実施体制

ふえるかカードの運営については、
運営協議会である
「ふえるか協議会」
においてその意思決定がなされてい
る。

る京都市北区社会福祉協議会からのアドバイスによっ

ふえるか協議会の委員として、商店街理事長及び副

て、独居老人の不測の事態に速やかに対応する高齢者

理事長3名をはじめ、各寄付先の代表、京都市北区社

見守りサービスを実施するため、地域包括支援セン

会福祉協議会、京都商店連盟、京都市北区役所の福祉

ター等の関係機関との連携が構築された。
また、地域

担当副区長及びまちづくり推進課長、京都府商業・経

貢献の範囲を広げるという観点から実施した寄付対

営支援課、京都市商業振興課が参加し、商店街のみな

象先の増加により、更に広域でのコミュニティ形成が

らず地域での貢献団体を積極的に巻き込んだ運営が

できた。
この連携で、商店街に注目が集まり、魅力的な

できている。

店舗（有名なチョコレートショップ、絵本カフェ、パン

ふえるかカード事業の財源としては、
カード加盟店

ケーキカフェ、丹後バラ寿司屋等）の出店が相次いだ。

舗が、1ポイントあたり2円を負担しており、そのうち1

更に、生まれた連携がきっかけで、
「北区新大宮夏祭り

円がお客様へ、0.8円が指定先への寄付金、0.2円が事

実行委員会」
を地域団体とともに組織したり、
商店街の

務経費となっている。

イベントのハロウィンと地域団体のお祭りを同時開催
したりと、地域としての一体感を持った体制作りに繋
がった。

キーパーソンからのコメント

お買物をしながら地域応援

地域密着型の商店街として

2013年、旧型のポイントシステム

商店街には、
ただ物を売り買いす

の老朽化により、新しいポイントシス

るだけの場ではなく、
防犯、
防災の要

テムの導入を余儀なくされました。

であり、
又、
子ども達の教育の場とし

当時の理事会において、ポイント事

て、そしてお年寄りを含めた地域の

業を展開しながら地域に役立つ事が

人々の交流の場、憩いの場であると

出来ないだろうか？と言う事で考え

言う社会的役割が有ると思います。

たのがこのシステムです。尚、地域応

新大宮商店街は、人と人との繋がり

援ポイントによる自治会、PTAへの

を大切にし、地域に根ざした街とし

寄付金は、必ず地域の安心安全の為

て、
毎年数万人の人が訪れる
「北区新

に使って頂く事が義務づけられてい

大宮夏祭り」
等のイベントの大半を地

ます。

域の人々と連携して実施しています。

新大宮商店街振興組合
理事長
中村 孝
（中央）

新大宮商店街振興組合は、京都市北部に位置する南北約1kmの京都市で最も長い商店街である。
周辺には大徳寺、
今宮神社等の歴史遺産があり、
それらの名所には観光客も訪れる。1920年代後半より、織物のまち西陣の繁栄と周辺
商店街の
概要

の人口増に歩調を合わせて多くの店が開業した。1945年頃から証紙事業を中心に商店会が発足し、1961年に協同組
合京都ショッピングサービス、1961年に商店街振興組合として設立した。生鮮三品を取扱う店舗が多く高齢者や主婦
層を中心に親しまれる商店街である。
また、若手や外部の人材を受け入れる気風があり、地域の自治会、PTA、消防団、
大学生、地元不動産会社や京都市等の様々な機関、
団体と連携した事業を実施している。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

京都府京都市北区紫竹・柴野
11万人（京都市北区）
075-491-8914
075-491-8914

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://shin-oomiya.jp/index.
html
68名
67店舗
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● 商店街の類型 生活支援型
高齢者、主婦／
● 主な客層
50歳代、60歳代

新陳代謝

ララはしば商店街
（橋波商店連合会）
大阪府守口市

地域を巻き込んだ取組で「活気が
ない」
「暗い」
のイメージを払拭
地域住民にとって必要とされ
続ける商店街作りを目標

取組の背景

に努めている。
2．
「5時から招店街」
活気がない、暗いというマイナスのイメージを払拭す

2014年に来街者や地域住民、商店店主等を対象

べく始められた
「5時から招店街」
は、
アーケードの下を

に、商店街の利用実態やイメージ、商店街へのニーズ等

居酒屋・食堂街に見立て、椅子とテーブルを並べ、参加

に関するアンケートを行い、今後の事業や商店街の方

者各々が商店街の各店舗で購入した総菜等を持ち寄

向性を検討した。
その結果、商店街店主の高齢化が進

り飲食するイベント。
長時間滞在して貰うことを目的に、

んでいることや商店街に活気がない、暗いというイメー

子ども向けの「ミニ縁日」をはじめ、
カラオケ大会やプ

ジがあることが判明した。
しかし、評判のお店や商店街

ロレス観戦、
ギター弾き語り等のステージイベントを同

ぐるみでのイベントにニーズがあるとプラスに繋がる

時開催している。地域住民と商店街が交流する場を作

意見も存在した。
そのため、
ララはしば商店街としては

り、活気ある明るい商店街の雰囲気を作り出している。

子育て世代の商店街離れや地域住民の高齢化及び一

3．
「やるきハロウィンinはしば」

人暮らしが多いこと等を課題と捉え、商店街は買い物

子育て世代の商店街離れに対応する為の取組とし

をするだけの場所ではなく、子ども達やシニア層が気

てハロウィンイベント
「やるきハロウィンinはしば」
を開

軽に集うコミュニティとしての機能を果たし、地域住民

催。仮装した子ども達が自由に駆け回れるよう商店街

に必要とされ続ける商店街作りを目標とする取組を求

を開放し、子ども向けにパン食い競争やワークショッ

められていた。

プを企画することで、
商店街に明るさと賑わいをもたら
している。
4．地元大学生等の若者との連携
同商店街が地域内外から注目を集める多数イベント
を開催した結果、
自らも商店街の活性化に協力したい
という地元育ちの大学生や、サブカルチャーを広める
活動をしている若者グループが企画を提案。
それを元
に共同で
「ララはしば学園祭」
やコスプレ等のサブカル
チャーイベント
「守口盛々異次元フェスタ」
を開催し、域

やる気地蔵

内外から多くの若者を集客している。商店街主催のイ
取組の内容

「5時から招店街」
で繋がる
地域住民との関係づくり

ベントが若者の意欲をかきたて、自発的にイベントを
企画・実施する等、相乗効果をもたらしている。

上記目標を達成する為、
これまで次の取組を実施し
た。
1．
「“やる気”でつなぐはしばまちづくり協議会」
同商店街は、近隣商店街、商工会議所、市役所、若手
店主、女性等からなる協議会を設立。継続的に開催さ
れている会議では前向きな話合いがなされ、新しい事
業展開、次世代の人材育成にも繋げている。
また、毎月
何らかのイベント等を行うことで、集客力の維持・拡大
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5時から招店街

ハロウィン仮装行列

はばたく商店街30選

取組の成果

新規出店3店とこども食堂と
いう先進的な取組

ララはしば商店街

ども向けのクリスマススタンプラリーを企画する等、商
店街の活性化に貢献している。

上記の取組を行った結果、喫茶店１店、青果店１店、

実施体制

こども食堂１店の新規出店に至る。
喫茶店は、商店街が活気づいた影響を受け、2018年

2014年7月に、商店街をいつも利用しており商店街

5月に40代の希望者が新たに喫茶店を開店（空き店舗

の存続を願う地域の方や近隣商店街、商工会議所、市

である元喫茶店に入居）
し、高齢者等が集う憩いの場

役所等で構成する
「“やる気”でつなぐはしばまちづく

として賑わっている。

り協議会」
を組織化した。

青果店は、
チャレンジショップを継続利用していた方

継続的に地域住民に参加して貰うことで、地域商業

が、徐々に出店日を増やし、常設店化した。産直商品や

の活性化及び高齢者対応等の地域課題解決のための

手頃な価格の品揃え等、
スーパーには無い小売店なら

意見交換の場を持ち、具体的な取組に繋げている。高

ではの魅力がある。

齢化する役員に代わり、商店街の若手店主や二代目を
役員にして企画等を任せ、地域の方の貴重な意見等を

こども食堂は、食材の仕入れに生鮮食品を扱う店舗

積極的に取り入れている。

の協力が得られたこと、大人の目がある安心安全な場
所で子ども達も来やすいことから、商店街内に出店さ

また、
「5時から招店街」
では、各店舗から売上の1割

れた。2018年８月当初は、
チャレンジショップで月２回

を手数料として徴収し、広告宣伝費・イベント当日の経

不定期開催としていたが、
９月から毎週土曜日に定期

費の一部に充て、取組が適切かつ継続的に実施する体

開催するようになり、
また近隣の大学生達と連携し、子

制が組まれている。

キーパーソンからのコメント

商店街だからできるコミュニティーを目指して
店舗数の減少をくい止めようと、

月なんらかのイベントを行っていま

まちづくり協議会が発足しました。商

す。かつては高齢者中心の商店街で

店街を支えてこられた役員方の助言

したが、子ども達が往来する活気と

を取り入れ、若い世代を中心に新し

懐かしさあふれる商店街に戻りまし

いイベントを企画し、子どもからシニ

た。複合型商業施設が進化する中、

アまでが楽しめる内容となりました。

商店街は時代をさかのぼることでか

大きなものは「やるき100円商店街」

つての活気を取り戻すことが出来る

「５時から招店街」
「 やるきハロウィ

と考えています。今後も子ども達はも

ン」
で、
それぞれ特色を持たせマンネ

ちろん、
親世代にも参加しやすいイベ

リ化を防いでいます。他にもガラガラ

ントを考案していきたいと思います。

橋波商店連合会
稲葉 亜純

企画部

抽選会、夜市、絵画展覧会等、
ほぼ毎

京阪守口市駅より700m位の所に位置する同商店街は、1957年かつての湿地帯を埋め立てて開発された土地であ
る。
その後、近隣地区1～2km圏内に大型店が続々オープンする中、商店街が生き残れるようにという決意の下、1982
商店街の
概要

年に
「新開地商店街振興組合」
・
「三和商店会」
・
「万来商店会」
・
「新開地中央商店会」
・
「橋波市場共同組合」
の五団体で
橋波商店連合会を結成し、共同歩調で進めている。地域の人々には“ララはしば商店街”の愛称で親しまれており、商店
街のシンボルとして、捻り鉢巻に片膝を立て、握り拳でガッツポーズをしている
「やるき地蔵」
がある。
その名が示すとお
り、前向きな取組が活気をもたらし新規店舗の出店に繋げている。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

大阪府守口市西郷通
約14万人（守口市）
06-6996-6085
06-6996-6085

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://www.lala-hashiba.com/
36名
51店舗（小売業18店、飲食業11店、
サービス業7店、医療サービス業7
店、
その他8店）
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● 商店街の類型 生活支援型
高齢者、主婦／
● 主な客層
60歳代、70歳代以上

新陳代謝

おみぞ筋商店街
（小溝筋商店街振興組合）
兵庫県姫路市

商店街を子育て拠点とする事で、
悩むママ達の救世主としてサポート
取組の背景

強味や特性を生かした
地域のニーズの応え方とは

とし、保育士免許不要な未就学児対象の
「一時預かり」
施設としてスタートさせた。
その際に、子育てママ達の
生の声を聞き、防犯も考慮した結果、事業所を2階に設

同商店街は通勤・通学路として朝夕の歩行客が多い

置することでほっとステーションの名が示すとおりに

という強みがありながらも、道幅が狭いことから、
イベ

安全安心を目標に掲げることで商店街を子育ての身近

ントが実施しにくいという事情があり対策を求められ

な拠点としての認知を広めた。

ていた。

一時預かりは都度料金支払（1時間800円）
での利用

そこで、強みを生かしながらも広告宣伝費をかけず

の他、商店街内での3,000円以上の買い物や、童話の

に通学・通勤する若者層に気軽にＳＮＳ等で発信して

本の寄付、施設の手伝い等でも利用できる
（一時預か

貰える
「トリックアート」
を商店街内に設置（２０１３年

り券発行による）仕組みを導入。
それにより、商店街の

頃）。新聞・テレビ等の大きなメディア効果もあり多く

店舗利用や売上向上、住民交流の促進にも効果を生み

の反響を受けるとともに商店街の活性化に成功した。

始めている。
また、商店街の若手店主・従業員の子ども

そして、
さらなる活性化を図るべく、組合内での意見

については無料で一時預かりを実施し、商店街内の子

交換や、来街者・顧客との会話を丁寧に蓄積した結果、

育ての両立も支えている。

商店街のある姫路市中心市街地は区画整理事業によ

更に、飲食をOKにすることで、子どもを遊ばせなが

り人口は増加傾向にあり、就学前の子どもを抱えるマ

ら、親同士が商店街内で買ってきた物を持ち寄り、情報

マ世代が徒歩圏内で利用可能な一時預かりや情報交

交換できる場所として、利用者数は現在右肩上がり
（1

換ができる場所が不足しており、
これを解消して欲しい

日3〜4組が利用／イベント時は20組以上が利用）
であ

というニーズがあることが判明。
そこで商店街が主体と

る。

なり、
新住民の交流を促進しながら、
地域のにぎわいづ

そして、2017年度からは、小学生対象の取組やイベ

くりにも繋がる一時預かり施設の運営を検討すること

ントも開始。宿題や自習のお手伝いや英会話教室、地

になる。

元FM局の協力を得てラジオDJ体験等のイベントも実
施。小学生に成長してからも施設を利用し、商店街に
通い続けて貰える仕掛けづくりを開始した。
他に独自の取組として、親子カメラ教室（まちゼミ講
座としても好評となる）、天体観測イベント
（集合場所・
参加記念写真受取りを商店街に設定し、商店街に集合
してもらい、商店街を案内しながら誘導する企画）等、
若手を中心にイベントは企画・運営されている。
トリックアートストリート

取組の内容

「子育て」が商店街活性化の
カギに

2015年、兵庫県の商店街の空き店舗を利用した
「子
育てほっとステーション事業」の採択を受け、同年9月
に施設をオープン。商店街が主体運営することを前提
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天体観測イベント

はばたく商店街30選

取組の成果

おみぞ筋商店街

商店街を地域全体のコミュ
ニティの場に

対象年齢を小学生まで広げたことで利用者は年々
増加傾向にある。
そして、子育てほっとステーションを商店街利用の
入り口とすべく、姫路市の施設を活用したイベントを開
催することで、商店街に興味のなかった人にもイベント
を通じておみぞ筋商店街の存在、そして子育てほっと
ステーションの存在を知ってもらい、同施設を含めた
商店街を活用してもらう機会にも関与している。

商店街の入口

また、子育てほっとステーションのイベントに関して

実施体制

は月５～１０件程度の定期開催をしており、更には姫
路市の協力を受け、教育委員会を通じて姫路市の各小
学校に告知をしてもらうことで、親同士のみならず子ど
も達の交流の場でもあることの理解を広めている。そ
の結果、親子連れ、子ども同士でのイベントへの参加者
も増えており、商店街の来街層も広がり、賑わいが復活
しつつある。

施設の広報（周知）方法については設立当初、施設の
利用対象は未就学児のみで、周知には、地元小学校や
ＰＴＡの配布物にチラシを入れて頂いた。理由としては
兄弟姉妹のいる家庭向けの周知の他、将来的には、小
学校に進学しても利用できる施設を目指したためであ
る。

キーパーソンからのコメント

「暗→明」への転換がカギに

皆が笑顔でいられる商店街に
この「おみぞ筋商店街」に店舗を

商店街では異例の30歳代での理
事長就任もあり、
迅速な対応で皆様が

OPENした方や働く方がまずは良

「おみぞ筋変わったね」
と実感できる

かったと思ってもらえる環境を整え

成果を求めました。

る事が時流を読みながら新たな展開

夫婦二人で様々な商店街を巡って

を加えながら継続し、組合員にもご

感じたのが
「暗→明」
への転換であり、

利用者にも笑顔が増えるよう運営し

「おみぞ筋トリックアートストリート」

ています。
本当にこのように商店街を取り上

へと繋がりました。

げて頂ける様になった事が本当に有

小溝筋商店街振興組合
理事長 蓑畑 八基
（左）
事務局 蓑畑 久恵
（右）

難く、今までしてきた事が無駄でな
かったと喜んでおります。

JR姫路駅東口から北へ徒歩5分、
みゆき通りと並行して南北にのぼる衣料品、生活雑貨を中心とした70余店舗の商
店街で1990年に振興組合設立。
商店街の
概要

その昔、小さな溝が脇にある4mほどの細い道だったことが名前の由来と言われている。
また、
「子育てほっとステー
ション」
は現在、地域の利用者の人気を博している。
そこでは、絵本・おもちゃ等が揃い、
おむつ替えベッドやミルク授乳
の給湯設備が完備されている。
また、子ども達の一時預かりサービスの他、
子育てママの茶会やおみぞ寺子屋といったイベントも随時開催。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

兵庫県姫路市呉服町
約53万人（姫路市）
079-222-7300
079-222-7300

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://www.omizo.jp/
72名
68店舗（小売業34店、飲食業20店、
サービス業8店、金融業1店、医療
サービス業2店、
その他3店）
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● 商店街の類型 生活支援型
主婦、家族連れ
（親子）／
● 主な客層
30歳代、50歳代

新陳代謝

塚口笑店街
（塚口商店街振興組合）
兵庫県尼崎市

若手も意見を出す組織へ改革
個店が舞台の
「文化祭」
を毎年開催
取組の背景

トップダウンの組織体制
若手も活躍する商店街へ

し、企画・運営・予算管理・事業成果の振り返りを行い、
事業のブラッシュアップと組合員のスキルアップを
図っている。

2000年以降、若手飲食店の出店が相次ぎ、組合員

同委員会で商店街の現状・未来を議論した結果、2

構成に大きな変化が出てきた。具体的には、40歳代が

つの問題が明らかとなった。
それは常連顧客が特定の

1/4、50歳代以下が過半数の68％と若返りが進み、女

店にのみ立ち寄っていることと、
同商店街が商店街とし

性比率が1/3を占めるようになった。
しかし組合はトッ

て意識されていないことである。
よって、
「 各店舗の常

プダウンの体制が続いており、若手理事や女性理事は

連顧客が組合員全店の常連顧客になることで
『気が付

事業企画立案も出しづらい状況にあった。理事以外の

いたらいてる』商店街になる」
という組合目標を明確化

組合員が意見を言える機会もなく、組合員間の意見交

した。
また、
その想いを込めた商店街キャッチフレーズ

換・情報共有は行われていなかった。

とロゴマークを作成し、
マップやSNS等の情報発信に

また、常連顧客である近隣企業に勤めるサラリーマ

活用した。更に、個店の常連顧客を相互に共有し、地域

ンや近隣住民に支えられる店が多いことが特徴である

住民に一層親しまれる商店街を目指すためには何を

が、
その常連顧客は来店頻度が高いものの、特定の店

すれば良いか、事業アイデアを議論した。

にしか立ち寄っていないことが調査で明らかとなった。

その中で、若手女性理事の
「自分の店の中でイベント

また、
アーケードがないため「商店街」
として意識され

がしたい」
という意見をもとに、2015年2月から
「塚口

ていない」
ことも判明した。

笑店街文化祭」
を実施している。
委員会発足前であれば

よって、商店街運営の方法改善と、常連顧客の新規

「商店街全体を考えるのが組合だ」
と一蹴されたであろ

開拓や共有化、新たな商店街の魅力づくりが課題で

うこのアイデアは、委員会でのブラッシュアップを経

あった。

て、組合員全店に参加を募り、個店を舞台に講座やコ
ンサートを開く
「文化祭」
と命名し、来街誘致と商店街
認知を狙う新たな組合イベントとして事業化している。
5店舗5講座でスタートした文化祭は、2017年には市
内4商店街と協働し、尼崎市が取組む
「みんなの尼崎大
学」の「商学部」設立に発展した。
これは実在する大学
ではなくお店が教室となり、
プロの技を学ぶ講座を開
講している。2018年には組合員の約1/3で講座の開催
に至っている。

「みんなの尼崎大学」
の
「商学部」
としてお魚ゼミを開講

取組の内容

ボトムアップの商店街運営
お店が教室の大学まで設立

取組の成果

新たな発想で新規常連獲得
顧客層が似ている店が協力

組合構成員の変化に対応するため、組合員なら誰で

ボトムアップ型の「活性化委員会」では、三役・古参

も参加できる「活性化委員会」を2014年に発足させ

理事は「意見を否定しない」
「過去の実績にとらわれな

た。
月例の
「活性化委員会」
では、
トップダウンや外部へ

い」の心構えで参加しているため、会議が活性化し、若

の丸投げではなく、若手会員がアイデアを持ち寄り、議

手の参加率を高めることができた。

論を行っている。具体的には、事業毎にチームを結成
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若手女性店主が老舗麻雀店に提案した
「健康麻雀」
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は、毎月定例で実施される看板商品となり、麻雀店に

塚口笑店街

実施体制

新たな常連層をもたらしている。更に、相互協力の体制
が徐々に整い、互いの顧客を紹介する
「クリスマススタ

様々な取組の核となる活性化委員会には、構成員33

ンプラリー」
（2016年～）等、商店街内を回遊してもら

店舗中、業態の関係上会議への出席が不可能な店舗

う企画の検討・実施が自発的に行われるようになった。

を除く24店舗中、毎回10～15店舗が参加している。

スタンプラリーのカードをもとに、顧客の回遊行動を

2017年からは若手幹部で担うチーム
「事業部会」制を

分析し、顧客層別の店のグルーピングと、
グループ毎に

導入し、企画・運営・予算管理・事業成果の振り返りま

どんな層の客を来街させることができるのかを分析も

でを実施している。事業の進捗状況に合わせて柔軟な

行っている。
このようにして、常連顧客の新規開拓や共

活動が可能なところが利点である。

有化、
新たな商店街の魅力づくりに成果を挙げている。

毎回の議事録や情報の共有、会議に欠席したメン
バーとの意見交換は、LINEを活用することで参加意
識が高まる仕組みを構築している。
また、委員会のファ
シリテート役や最新情報・他地域情報の提供には専門
人材を活用し、多種多様な組合員が積極的に意見を出
しやすい場づくりを行っている。

賭けない！飲まない！テキスト付の
「健康麻雀」
で賑わう麻雀店

キーパーソンからのコメント

心安らげる商店街に向けた取組
ここで紹介していただいた取組を

の声から生まれた「塚口うまいもん

続けていく中で、
３３店舗という所帯

昼ズひるのみ」
という事業を展開。元

ではありますが、商店街を盛り上げ

気のある飲食店の営業時間が夜に

ることが街のステータスを高め、人

集中しており、
日中は閑散としている

が集まり、各店がより繁盛するという

というイメージを払拭するため、毎月

意識を共通認識できている精鋭に

第３土曜日は各店に２時から５時と

育ってきています。
どのお店に入って

いうアイドルタイムの営業と特別メ

も、安心して楽しんでもらえる「やっ

ニューの提供をしてもらい、新規顧

ぱりいてる」場所になっている本当に

客の獲得に成功しています。
塚口商店街振興組合
副理事長
村上 憲司

心安らげる商店街です。
２０１８年度からは、
やはり組合員

大阪「キタ」
の中心地である梅田駅から阪急電車で約10分の
「塚口駅」下車すぐという好立地の商店街。近隣企業の
サラリーマンや近隣住民の常連顧客が多く、
『「おかえり」
「ただいま」
「いってらっしゃい」
やっぱりいてる塚口笑店街』
を
商店街の
概要

キャッチフレーズに掲げ、若手を積極的に登用した組合活動を展開している。昭和初期からの「塚口南友会」
を発祥と
し、1978年に現在の振興組合となる。1995年の阪神・淡路大震災や2002年の近隣公設市場の火災消失等によって、
ピーク時の55店舗から25店舗まで落ち込んだ。不動産業を営む組合理事の協力で、
「空き家の店舗化」
と
「新規出店希
望者へのマッチング」
を行い、現在33店舗まで盛り返している。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

兵庫県尼崎市塚口本町
約11万人（立花地区）
06-6421-0434
06-6426-2284

● URL
● 会員数
● 店舗数

https://www.facebook.com/塚
口笑店街-771574269628025/
33名
33店舗（小売業8店、飲食業11店、
サービス業12店、不動産業2店）
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● 商店街の類型 生活支援型
サラリーマン、高齢者／
● 主な客層
30歳代、50歳代

新陳代謝

うらぶくろ商店街
（うらぶくろ商店街振興組合）
広島県広島市

個性的な品揃えの「蚤の市」開催で、
空き店舗解消・客数増加を実現
取組の背景

どこにもない魅力のある
商店街づくりを目指して

だけの商品」
「自慢の一品」
を持ち寄ることを呼びかけ
る等の工夫を取り入れている。また、出店者は商店街
の店舗を中心に広島に拠点のある店舗を半分、東京等

うらぶくろ商店街は、平和都市として安定した観光

県外からの店舗を半分となるよう選定し、屋外イベン

客が訪れる広島市の中心市街地に位置し、表通りにあ

トには出店しない飲食店や東京にしかない店、当日だ

たる繁華街の
「本通」
が至近にある。立地の優位性があ

けのコラボ商品を扱ったお店等、通常の蚤の市では珍

るとともに個性的な店舗が点在するものの、
これまで

しい出店や品揃えで、特別感を演出できている。
ボラン

裏通りへの人の流れを作ることができていなかった。

ティアによる企画室運営のため、
出店料を軽減でき、経

それは、商店街振興組合設立までは、住民や商店主・ス

費がかさむ県外からも出店しやすい環境を整えてい

タッフ・地権者の交流もほとんどなく、中心商業地域と

る。

してのソフト事業が皆無であったためであるが、組合

会場は、来場者に印象が残るようマーケット独自の

設立以降は、
イベント開催や地域と連携した活動等に

テントをデザインするとともに、公園内のレイアウトに

取組んできた。

も配慮し、ゆったりと買い物を楽しめるよう工夫した。

また、郊外に大型ショッピングモール等が乱立した

また、
出店者には、企画室が地域企業とのマッチングや

影響を受け、空きテナントが増加し、老朽ビルの多くは

不動産紹介もあわせて行うことで、商店街への出店誘

コインパーキングになった。街並みがさびれないように

致のきっかけとなるようにした。特に県外からの出店

歯止めをかけ、人の流れを作るためには、組合員、非組

者はマーケットを通じて地域特性を把握できるため、

合員に関わらず商店主等が一体となって、何処にもな

魅力的な店舗の商店街への出店につながっている。
こ

いうらぶくろ商店街ならではの強力な魅力を新たに作

うした他地域からの進出は空き店舗を解消し、店同士

り、印象づけ、ひいては空き店舗への入居を促す対策

が切磋琢磨して商店街の魅力を向上させる仕組みにも

を講じる必要があった。

なっている。

取組の内容

ここでしか手に入らない
「蚤の市」
の開催

人の流れを作るために、商店街に出店する商店主が
アイデアを出し合い、隣接する袋町公園での「蚤の市」
を企画。実施にあたっては、商店街と外部の専門的な
ボランティアスタッフによる協働の企画室を立ち上げ
た。企画室では
「スポーツ・アウトドア」
「女性向け」等の
コンセプト提案や運営体制の構築、各回テーマに沿っ
た出店者の掘り起こし等を担当している
蚤の市の名称は「ザ・トランクマーケット」
とし、
いろ

おしゃれなマーケットの雰囲
気が伝わる効果的なチラシ

取組の成果

にぎわいを見せるマーケット

「蚤の市」
の来場効果と
商店街の魅力向上

いろなお店の人がトランクに商品を詰め込み、会場で

魅力的な店舗が商品を並べるおしゃれなマーケット

トランクを開けてお店を出すというイメージとした。衣

として､2013年11月に初回を開催｡その後､年2回､5月

食住の専門家が出店し、
このマーケットにしかない価

と11月に各2日開催し、2018年度の開催で11回を数

値を創出することを意識し、在庫処分ではなく
「この日

える。
マーケットコンセプトから､情報に敏感でおしゃ
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れな方が来場し､現在は安定して2万人が来訪する｡

うらぶくろ商店街

実施体制

出店者や会場の雰囲気、広報等一貫してセンスが良
いマーケット主催者として､商店街の持つ個性的で斬

企画室は、8人のメンバーで構成。広報活動は、企画

新な街区イメージを強く印象付けることにも成功し、
出

室がチラシ及び雑誌・ウェブ媒体のコンテンツを作成

店者のうち6社が商店街および近隣に実店舗を構えた

し、SNSも活用している。商店街、各店舗及び出店者も

ことから､更に商店街の魅力が向上した｡

個々に様々な媒体を利用して、広報を実施している。

出店者は当初約50店からスタートし、回を重ねる毎

人材面では、企画室内に専門スタッフが在籍し、個々

に増加、70店舗に達したが、会場が手狭になり、
ゆった

の強みを活かしてデザイン、
出店者調整、保健所申請ガ

りとした買い物空間を演出できないことから、60店に

イドラインの作成等を実施、
円滑な運営ができている。

とどめるよう見直した。
その結果、各店舗の売上げが上

財政面では、
マーケット出店料を出店用テントの初

がり､来場者の滞在時間が伸びる等の効果があった｡

期投資費用、
マーケット運営費に充てている。既に初期
投資費用は償還済で、出店料の一部が商店街組合へ
の事業収入となっている。
また、広島市とも連携し、
マーケットの開催会場とし
て市所有の公園を利用している。

夜もにぎわうマーケット

キーパーソンからのコメント

エリアの活性化事業として始めた
「ザ・トランクマーケット」
今春で12回目を数えるこのイベン

1. 地域を回遊するお客様の増加

トは、商店街振興組合と近隣店舗の

2. 地域商業・観光資源の振興

協力で、大人気のイベントに成長し

3. 工夫ある売出しによる商業活性と

たものの、本来の目的は単発イベン

地域連携強化

トによる当日集客ではなく、
「中心市

4. 話題作りによる地域の知名度向上

街地の公共空間や緑地活用によるに

5. 公園等公共空間の民間活用促進

ぎわいの創出」に向けたいわば実験

6. 伝
 統工芸・文化・アートの普及・醸成

の位置付けになります。今後の公共

当マルシェイベントのように、公共

空間を活用した恒常的なにぎわい創

空間を高度に「商業」
「 文化」利用す

出に向けて、我々は以下の６点を目

ることで、新たなにぎわい創出の可

標に事業運営をしています。

能性が拓けていくと確信しています。

うらぶくろ商店街振興組合
副理事長
奥原 誠次郎

うらぶくろ商店街は広島市中心市街地の袋町にあり、
旧西国街道で中四国最大の商店街「本通」
の南に並行する2本
の裏通りである。隠れた名店やおしゃれな店舗が点在し、個性的で斬新な街区のイメージを形成しているが、組織もな
商店街の
概要

く、特にまとまった活動をしていなかった。1日の通行量が本通の約5万人に対して1割以下という調査結果に危機感を
抱き、
「 裏通り」を魅力あふれる通りとし、にぎわいを呼び込もうと、2007年4月に袋町「裏通り」活性化委員会（準備
会）、翌年7月に袋町「裏通り」活性化委員会が発足、2010年12月に
「うらぶくろ商店街振興組合」
を設立。魅力発信やイ
ベント開催、環境整備等を行った結果、
近年来街者が増加している。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

広島県広島市中区袋町
約13.4万人（広島市中区）
082-207-1629
082-208-2820

● URL
● 会員数
● 店舗数

https://urabukuro.com/
171名
117店舗（小売業49店、飲食業25
店、
サービス業28店、不動産業4店、
医療サービス業2店、
その他9店）
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
学生・若者、サラリーマ
● 主な客層
ン／20歳代、30歳代

地域協働

中の棚商店街
（広島市中の棚商店街振興組合）
広島県広島市

市と連携し子育て支援施設を誘致
子育て世代の呼び込みに成功
取組の背景

郊外型商業施設と競合する中で
来街者を増やす取組

同商店街では美容院が多いことから、子育てNPO
団体と協力して、美容院を利用したい子育て世帯のた
めの「商店街こども一時預かり所」
を試験的に開設し、

広島市の中央部商店街は、郊外型商業施設の増加

好評を得た。
そして、
イベント期間中以外でも子育て支

や、JR広島駅前の再開発による商業エリアの拡大によ

援を可能とするため、2012年に広島県が子育て支援

り、競争過多の状態にあるといえる。
これに、人口減少

施設事業を展開する際に、同商店街テナントビルの空

やインターネット通販市場との競合も加わり、商店街

き物件に
「広島県子育てサポートステーション・エポカ

は非常に厳しい状況である。
また、広島市は「原爆ドー

キッズ」
を誘致・開設した。開設後、
月間1000人前後の

ム」
「宮島」の世界遺産を擁することから、
インバウンド

利用者があり、結果的に来街者増にも寄与。
また、利用

をはじめとする観光客が訪れるものの、滞在時間の短

者へのアンケートから、都心部のマタニティ・ブルーに

さや回遊性の乏しさから大きな消費は見込まれていな

悩む母親に対する救済策となる等の有効性も確認さ

い。

れた。その後、予算不足により施設閉鎖の危機に見舞

同商店街としては各店舗のターゲットを明確にした

われたが、広島市への要望活動、子育てNPO等との連

個性的な店作りとともに、中振連（広島市中央部商店

携、
ビルオーナーとの家賃交渉等が奏功したことに加

街振興組合連合会）
との共同事業やイベントを通じて、

え、国の「地域子育て支援拠点事業」制度の活用によ

店舗や商店街がそれぞれの役割を認識し、個性を活か

り、2016年に
「ひろしまNPOセンター」の受託を得て、

した事業を展開していたが、依然、最大の課題である

広島市の「公募型子育てオープンスペース・つばさ」
と

郊外型商業施設との競合状態の改善にはつながって

して現在まで継続している。

いなかった。

自動車利用者に向けては、以前より他の中央部商店
街と連携した中振連による共通駐車券発行事業へ参
加している。
さらに中振連ではピースメッセージ
「とうろ
う流し」
や、
とうかさん大祭時の「ゆかたできん祭」
と胡
子大祭時の「えべっさん」の「中央通りホコテンイベン
ト」
を共同開催している。
同商店街にある中の棚稲荷神社

取組の内容

車を利用する子育て世代に
来街してもらうために

郊外型商業施設の強みは車で行きやすいことであ
り、施設内にはキッズスペースなどを設けており、商店
街と比較すると子育て世帯に対する訴求力は圧倒的に
優位であると分析。
さらに商店街から1度離れた子育
て世帯が、時を経て中年層や若者世代へと年齢を重ね
たときに商店街に呼び戻すことは困難と予想した。そ
のため、郊外型商業施設と競合しながらも子育て世帯

子育てオープンスペース・つばさ内部

取組の成果

子育て世代に優しく、
親子で楽しめる商店街へ

「子育てオープンスペース・つばさ」
がリニューアルし
た2016年の通行量調査では、来街者数が前年比5％

を呼び込む取組が不可欠だと考えた。
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増加した。なお、子育て支援施設の組織改編によるス

中の棚商店街

を景品として、福引参加者へ同商店街をPRしている。

タッフの減少に加え、利用料の徴収を開始したこと等

その他、同商店街のファンを増やすため、秋には「中

で利用者数の大幅減少が見込まれたが、前年の20％

の棚秋のおもてなしキャンペーン」
として、
クーポン付

減程度に落ち着いた。
その後も施設の一時利用者数等

パンフレットの配布のほか、街角コンサートや食事と音

は安定的に推移しており、教室開催時や音楽イベント

楽が楽しめるおもてなしコンサート等を開催している。

時は盛況である。
これらの調査結果を踏まえ、更に施設利用者に同商
店街を利用してもらうべく、
イベント
「中の棚運気を揚
げん祭」
での
「こども写真コンテスト」
や、商店街登録店
で集めたポイントに応じて
「一時預かり利用券」や「買
物券」がもらえる「中の棚商店街子育て応援ポイント
カード」事業を実施。
また、一時預かり利用者には組合

同商店街と神社のオリジナルキャラクター「九
美の狐」

が管理する最寄りの駐車場の駐車券を提供している。

「つばさ」
での音楽イベントの様子

実施体制

なお、
「中の棚運気を揚げん祭」は、毎年6月、同商店
街にある中の棚稲荷神社での「例大祭」
と併せて開催

同商店街は「中の棚商店街振興組合」により運営さ

され、
「こども写真コンテスト」のほか「中の棚歴史展」

れ、2018年で開設32年を迎えた。振興組合は、道路の

等を実施している。店舗利用者に対しては、買い物券・

カラー舗装や街路灯のLED化を進める等の設備投資

食事券が当たる福引券を配布。加えて、神社と同商店

を実施しているほか、イベントの運営にも中心的な役

街のオリジナルキャラクター「九美の狐」のストラップ

割を果たしている。

キーパーソンからのコメント

多くの子育て世代に来てもらえる商店街を目指して
郊外型商業施設との競争激化の

子育て支援施設の開設に伴い、商

中、広島市の中央部商店街はシャッ

店街の老舗和食店では、
ランチ時の

ター通りにならずに済んでいます。

個室の開放やこども向けメニューの

これは、早くから中振連を通じて

開発等、子育て世代向けサービスを

共同イベントや共通駐車券発行等の

積極的に提供し始めました。また、

活動を積極的に続けた成果だと思っ

キッズスペースを設ける美容院等、

ています。

子育て世代に対応した個店も少しず

さらに、美容院や飲食店、駐車場

つ現れています。子育て施設の利用

が多い等の当商店街の特徴を考えた

者が当商店街や中央部商店街を歩

ときに、当商店街で独自に考えた施

いてくれれば、必ず商売にも繋がる

策が、
子育て施設の誘致でした。

と信じて活動しています。

広島市中の棚商店街振興組合
常務理事
山下 茂男

広島市の中心商業地「八丁堀地区」
に立地し、広域型商店街で目抜き通りの本通商店街・金座街商店街及び路面電
車の通る相生通りに囲まれたエリアにある、格子状の5本の街路に面した店舗等で構成される。江戸時代に広島城の
商店街の
概要

堀に続く運河に面した魚市場から発展した街であることから、1997年に魚や川をモチーフにしたカラー舗装や街路灯
を整備した。小規模なテナントビルが多く、近年は物販よりも飲食や美容・エステ等のサービス業の出店が多い。
「中の
棚稲荷神社例大祭」
とのコラボイベントや、
中振連との共同事業の実施、子育て支援施設の誘致・開設や維持に取組ん
でいる。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／
● URL

広島県広島市中区立町・本通
13.4万人
（広島市中区）
082-245-7780
082-245-7782
http://www.nakanotana.jp/

● URL
● 会員数
● 店舗数

https://ja-jp.facebook.com/
nakanotana/
135名
200店舗（小売業57店、飲食業88
店、ｻｰﾋﾞｽ業42店、金融業4店、不動
産業2店、医療ｻｰﾋﾞｽ業5店、他2店）
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
主婦、
サラリーマン／
● 主な客層
30歳代、40歳代

地域協働

山口市中心商店街
（山口市商店街連合会）
山口県山口市

商店街を取り巻く外部環境との連
携によるWin-Winの関係構築
取組の背景

点から線、線から面へ繋ぐ、
外との連携の必要性

商店街を取り巻くデータとして、山口市の小売業年

対する新たな消費行動の促進をねらい、
これまで連携
していなかった新たな主体との協働によるイベントを
通じて、新規来街者の獲得・来街者の消費額増加とす
べく、次の取組を実施。

間販売額をみると、1997年から2007年にかけて中心

1．美 術館との連携：年間約25万人強が来館する山口

市街地は約4割減少し、山口市全体に占める中心市街

県立美術館が徒歩7分の距離にあることから、美術

地の販売額シェアも2割から1割強へと低下。商店街通

館の企画展示に合わせ、約70店の連合会会員が協

行量も、2012年は1996年と比べ、平日は5割以上減、

力店となり、来館者の商店街への誘導イベントを開

休日も4割減と大幅な減少傾向が見受けられた。

催。
「山口街中アプリ」
も活用し、
参加者へのプレゼン

これらの結果をみると、山口市中心商店街区域やそ

ト提供等を実施し、集客拡大に貢献した。

の周辺には、多くの集客が見込める施設やコンテンツ

2．百貨店との連携：商店街内に立地する百貨店「山口

があるものの、面的な連携・活用が不十分で、商店街区

井筒屋」
には年間約200万人が来客しており、
ここで

域への人の流れの創出に繋がりきれていないことが判

開催される物産展に合わせ、協力店と連動したサー

明した。

ビスを提供。例えば北海道物産展に合わせ、商店街

したがって、既存の商店街同士の連携のみならず、県

内の飲食店で北海道に関係したメニューを展開。
ま

立美術館等の周辺施設や、商店街内に立地している百

た京都物産展の開催時には、商店街内の飲食店で

貨店等との連携を更に深めることで、新たな消費行動

抹茶特別メニューを提供するほか、呉服店による着

の促進を行い、そして、新たな来街者の取込みを継続

物等の割引サービスを実施し、物産展を訪れる特定

的に行うことこそが、減少傾向である商店街を再び活

地域への関心者層を商店街に誘導し、商店街内で

性化させる為のカギである事が伺えた。

消費させることに成功した。
3．
プロスポーツチームとの連携：商店街内にはJ2サッ
カーチーム「レノファ山口」のアンテナショップがあ
る。当該チームのホームグラウンドは商店街から電
車で10分の距離にあり、
ファミリー層サポーターの
来街が多く、レノファとの連携事業を実施。ホーム
ゲームに合わせた協力店による応援商品・サービス
の提供や、
「山口街中アプリ」を活用したレノファと
商店街との連携イベントにより、新たな来街者の発
掘に成功した。

ハロウィン仮装パレード

4．教育機関との連携：2013年度から山口農業高校と
取組の内容

アプリを活用した連携や、
百貨店との連携

連携し、商店街内で「山農チャレンジショップ」によ
る物販市や木工体験ワークショップを実施。
また、
山
口大学及び山口県立大学と連携した「外国人留学

商店街連合会は「山口七夕ちょうちんまつり」や「山

生向け商店街ツアー」を開催し、新たな集客に繋げ

口祇園祭女みこし」等主要なイベントを実施するととも

た。
このイベントは来年度以降も実施を予定してお

に、
まちづくり会社である
（株）街づくり山口とも連携す

り、高校生の家族・親戚や外国人留学生等新たな来

る等して、新たな来街者層の取込み、商店街来街者に

街者層の持続的な来街に貢献している。
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山口市中心商店街

実施体制

独自事業を継続的に実施していく為、山口市、山口
商工会議所、7つの商店街による連携実施体制を構築
しており、毎年度、事業実施報告を取りまとめ、次年度
事業検討に係る議論を踏まえ、次年度事業計画を策定

HOLA!やまぐちスペインフェスタ

取組の成果

している。
また、
同事業に係る広報は、HP「山口街中」
に

数字では出てこない、
確実な手ごたえを実感

より、商店街のイベント情報や、各店舗の詳細情報を掲
載した店舗情報をタイムリーに情報発信している。
そして、
山口市では、
これまでの
「山口市総合計画」
の

目標来街者数を38,000人と定め、取組を行ってきた

ほか、2018年度からの第二次総合計画で、
「広域県央

結果、2016年度は34,409人、2017年度は31,572人

中核都市づくり」
を都市政策の一つとして定め、
中心商

と目標達成には及ばない数字ではあるが、商店街関係

店街を含むエリアを山口都市核と位置づけ、行政、文

者からは来街者の数ではなく、来街者からの反応によ

化、教育、商業、観光等の都市の特性や既存ストックを

る質の変化を体感的に感じているという声が出てお

より高めていくこととしている。

り、確実に取組みの効果が出ていると考えられる。今後
は来街者の質の面のみならず数に繋げていく取組をよ
り意識的に行う必要がある。

キーパーソンからのコメント

若者を巻き込んだ地域一体となったまちの活性化がカギ
商業機能から捉えた場合の商店

たコミュニティ育成や居住環境の整

街は依然として厳しい状況であるこ

備など新たな動きも生まれています。

とに変わりはありませんが、商店街

各商店街が独自に実施する広報活

連合会を始め、
まちづくり会社・中心

動や賑わい創出だけでなく、連合会

市街地活性化協議会等の機関が連

が中心となったイベント開催や共同

携して、新たなまちづくりに取組んで

販促にも積極的に取組んでいます。

います。出店支援政策のもと空き店

商店街の役割は時代とともに変化し

舗数は近年着実に減少しており、一

ていますが、山口市中心商店街では

定の新陳代謝が生み出されていま

従来の取組みに加え、新たなプレー

す。商店街の若手や地元の学生など

ヤーを巻き込んだ次世代のまちづく

次世代を巻き込んだ活動も広がって

りを推進し、地域一体となったまち

います。まちなかの広場活用を通じ

の活性化に取組んでいます。

山口市中心市街地タウンマネージャー
弘中 明彦

山口三大祭「山口七夕ちょうちんまつり」
「山口祇園祭」
「山口天神祭」の舞台でもあり、中世から明治、現在に至るま
で山口の中心市街地エリアに立地。
山口市商店街連合会は7つの商店街（中市、米屋町、西門前、道場門前、大市、駅通
商店街の
概要

り、新町）
により構成され、地域一体となった商業空間を形成し、
商圏は防府市、
萩市等県内広範囲に渡る。
現在は7つの商店街を一つのショッピングモールと見立て、東西に伸びるアーケード、縦のJR山口駅につながる街路
による
「2核十字型モール構想」
を基本として商業活性化にあたっている。東西の核施設である西の
「どうもんパーク」、
東の
「マルシェ中市」
の整備とともに、空き店舗への新規出店も通行量の増加に寄与している。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

山口県山口市中市町・米屋町・道場
門前
約20万人（山口市）
083-902-3386
083-902-3327

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://www.yamaguchi-mach
inaka.com/
277名
277名店舗（小売業129店、飲食業
45店、サービス業68店、金融業4
店、不動産業2店、
その他29店）
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
家族連れ
（親子）、主婦／
● 主な客層
30歳代、40歳代

たかまつまるがめまち

地域協働

高松丸亀町商店街
（高松丸亀町商店街振興組合）
香川県高松市

「人が集う広場」
の整備と魅力的な
地域イベントにより来街者増効果
取組の背景

次の100年を見据えた
まちづくりへの取組

可能となった。
例えば、毎年10月の最終日曜日に開催されているハ
ロウィンイベントは、
ファミリー層に商店街の魅力を伝

歴史ある高松丸亀町商店街では、1988年の400年

え、活性化に繋げようと毎年開催されているもので、昨

祭りを機に
「次の500年祭を迎えることができるのか」

年18回目を迎えた。
「トリック・オア・トリート」
と呼びか

という懸念があった。
すでに当時から商店街の通行量

けるとお菓子をもらうことができたり、仮装フォトコン

には陰りが出始め、
このまま衰退していくのではないか

テストが開催される等、家族連れを中心に思い思いに

という危機感を組合員は持っており、
「向こう100年を

仮装をした4,000人もの参加者を集めるイベントと

見据えたまちづくりをしよう」
という考えのもと、
「人が

なった。

住み、人が集うまち」を目指して再開発事業に着手し
た。

また、香川ウエディング協議会は商店街を舞台とし
た結婚式、
「ザ・ウエディングアベニュー」事業を企画。

再開発前のマーケティング調査では、
「 商店街に行

商店街で結婚式を挙げることで、地元に愛着を感じて

きたくない理由」
として
「休憩する場所がない」
という声

もらい、家族で商店街に通ってもらうことを目的とした

が挙がっており、公共広場の整備が一つの課題であっ

イベントで、事前に県内の子どもたちから
「やってみた

た。
また、当時は商店街自身が主催者となって、様々な

い結婚式」
を募集する
「夢の結婚式コンテスト」
を実施。

イベントを開催していたが、集客から売上に繋げるの

最優秀賞に選ばれた
「おおきなケーキのけっこんしき」

は各個店の役割であると考えていたため、人が集まっ

を挙行した。地元のブライダル学科で学ぶ学生もス

ても売上が増えず店舗の繁栄に繋がらなかった。
イベ

タッフとして参加し、生歌や演奏、
プロのカメラマンに

ントを企画しても少人数の役員で実行せざるを得ない

よる記念撮影等で盛り上げながら式が進められ、地域

状態で、本業の商売が疎かになってしまうという本末

一丸となって幸せを祝福する挙式となった。

転倒の悪循環に陥っていた。

このような取組を通じて、
ドームを中心に
「人が集う
広場」
が創出されている。

取組の内容

民地を提供して整備した
公共広場の活用効果

居心地の良い町を作るには、美しく居心地の良い風
景や環境を作る事が大切と考え、8mであった街路に
ある建物を、
左右1.5mずつ後退させ11mに拡幅。
民地
を道路の一部として提供することで街路樹や花壇やベ
ンチの設置を可能にした。商店街の通路であった道路
を遊歩道のような整備とすることで、
ゆとりをもって商
店街内を回遊することが可能になった。
また、
まちのにぎわいのためには人々が集まり出会
いの場となる
「広場」
が不可欠であると考え、2007年に

仮装した大勢の参加者が集うハロウィンイベント

取組の成果

公共広場を活用した
イベント効果で来街者増加

高松丸亀町壱番街前ドーム広場を竣工。再開発前は

以前は、休日より平日の歩行者通行量が多かった

130㎡だった場所を、後退させた民間の土地で包むこ

が、
ドーム竣工後は休日の方が多くなった。2017年の

とで500㎡まで拡張することができ、様々な使い方が

休日の通行量調査では、2007年比で、
ドーム近くの丸
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亀町（北）
で118.2％、丸亀町（南）
でも111.4％の伸び

高松丸亀町商店街

実施体制

率を記録。
これはドーム竣工とともに、
イベント開催が
大きく寄与していると思われる。特に昨年18回目を迎

壱番街のテナントの運営管理やドームで開かれるイ

えたハロウィンイベントは毎回1,500人の子どもを招

ベント、販促等を企画・実行するために高松丸亀町ま

待する一大イベントで、毎年20,000人以上の通行が確

ちづくり会社を設立。
イベントをやりたい市民をサポー

認されている。

トするために、イラストレーターやイベントのプロ、音

当初組合自身による主催が多かったが、認知も広ま

響装置のプロを雇用し、
サポートする体制を整備した。

り、現在では行政・民間企業・NPO法人・学生等幅広い

また、駐車場収入を住宅整備や地域医療の再生等

主催者が、
年間約200イベントを開催している。

に活用する商店街振興組合による再開発事業への取

また、商店街がメイン通路としての役割を持つよう

組みの結果、まちの居住者が増加している。居住者増

になり、時間をかけて散策できるようになった。ベンチ

加により、商店街内の商業が活発になり、
イベント参加

では休憩をしたりお喋りをしたりと市民の憩いの場と

のついでに買い物もしてくれるといった仕組みも構築

なっている。

することができた。
これらの仕組みが連動して、
よいス
パイラルを生み出すことに成功している。

広場を活用したイベントの様子

キーパーソンからのコメント

まちづくりの大前提はコミュニティーの現存
商店街の再生計画が軌道に乗っ

商 店 街のあり方を模 索してきまし

た最たる要因は、400年間脈々と、地

た。商店街は単にモノを売買する場

域のコミュニティーが現存していた

所ではなく、地域の人々にとって暮ら

からです。
どれだけ優れたリーダーが

しやすい場所であるべきだと考えま

いても、行政の支援があっても、地域

す。
そして地域の人々は、地域に対し

のコミュニティーが崩壊していれば

て責任を負う
「本気」
の覚悟が必要で

再生は不可能です。地元に対する熱

あり、
「何をすべきか？」
という結論を

意を持つコミュニティーの存在と、
そ

早々に出し、それを「どう乗り越える

れを結びつけ昇華させる触媒（専門

か？」
という議論に移行しなければな

家）の存在こそが、
まちづくりの必須

りません。少子高齢化という時代の

の条件です。少子高齢化と言う地殻

うねりの中で、
多くの時間は残されて

変動が起きている中で、
これからの

いません。

高松丸亀町商店街振興組合
理事長
古川 康造

高松丸亀町商店街は、
高松中心市街地に位置する全長470mの買回品中心の広域型商店街であり、
丸亀町の開町以来400年以
上の歴史を有する。
商店街の
概要

地域の一番商店街としての地位を誇ってきたが、
瀬戸大橋・明石海峡大橋の建設を契機とした県内客の県外流出、
相次ぐ郊外
型ショッピングセンターの出店等により、
売上は減少傾向にあった。
そのような中、
同商店街は、
生き残りをかけて、
再開発に取組ん
でいる。
実現しようとしているのは、
人が住む商店街。
人口減少が進む高松中心部に再び定住人口を取り戻すため、
集合住宅や診
療所等の機能を整備している。
再開発事業は、
7街区の内、
すでに4街区で再開発が実現し、
残りの街区も早期着工を目指している。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

香川県高松市丸亀町
約42万人（高松市）
087-821-1651
087-823-0730

● URL
● 会員数
● 店舗数

https://www.kame3.jp/
100名
221店舗（小売業194店、飲食業25
店、
その他2店）
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
主婦、高齢者／
● 主な客層
40歳代、50歳代

やな い まち

新陳代謝

柳井町商店街
愛媛県松山市

空き店舗のリノベーションと夜市
での集客により活性化を実現

取組の背景

古き良き商店街の雰囲気を
守りながらの空き店舗対策

同商店街は、松山市の中心市街地である大街道・銀

より、大人をターゲットにした
「カモン夜市」
を企画・開
催している。同商店街をより活性化させるため
「夜市に
来るお客さんだけでなく、出店するお店の方にも柳井
町の魅力を感じてもらう」
というコンセプトを設定し、

天街の近くに位置するにもかかわらず、買い物客は少

それに合うように、既存の実店舗を有する飲食店や物

なく、
店主の高齢化も進み、
営業する商店も徐々に減少

販店をセレクトした。
これは、他のファミリー層をター

していた。一方で同商店街には、金物店、米穀店等、昔

ゲットとした商店街の夜市とは明確な差別化を意図す

ながらのお店も散見され、
どこか懐かしく、歩くのが楽

るものである。その結果、同商店街の有志9店に加え、

しいエリアでもある。
近年ではそうした雰囲気に魅かれ

愛媛県内で固定客を持つ人気のカフェや食品、雑貨等

て、
うつわ屋と古書店の新規出店事例も生まれている。

30店が一夜限りの屋台を出店した。

どちらも品揃え、店づくりの点でオリジナリティの高い
優良店舗であるが、今後も新たなテナント出店者を誘
致すべきと考えており、新規出店者の対応と積極的な

取組の成果

空き店舗の貸出が課題である。

愛媛大学生の手による
地域雑誌の創刊

「カモン夜市」
はマスメディアとSNSを通じ話題とな
り、開催後テナント問合せが増加し、
また飲食店等から
も問合せがなされた。
これらの取組により、2017年度
は3店舗誘致、
また、2018年11月に完成したテナント
ビルの募集テナント4戸中3戸のテナント入居が決定し
た。2019年春には、砥部焼等の外国人観光客向けの
商品を扱う店舗が開業する予定である。
最近出店した店舗

「カモン夜市」の出店店舗も、2017年度は37店舗、
2018年度は39店舗と増加している。また2018年に

取組の内容

テナント誘 致へのリノベー
ションの活用と街の活性化

同商店街では常時、店舗の空き状況を把握し、地主

は、夜市に出店していた店舗が、同商店街でスパイスと
ハーブに特化したイベントを開催する等、
「カモン夜
市」
が契機となって、
同商店街を舞台とした取組も増え
ている。

との間で新規テナント誘致やリノベーションの交渉を

更にこうした動きを受け、愛媛大学法学部のゼミ生

実施している。そして、同商店街と湯川住み方研究所

が、同商店街の協力のもと、柳井町周辺の暮らしや文

で、出店希望者の中から、
テナント候補を選定する。
そ

化を掘り下げる地域雑誌「やないすと」
を創刊。松山ビ

の後、
テナント候補と協議しながら、湯川住み方研究所

ジネスカレッジクリエイティブ校の学生3人も写真撮

で空き店舗のリノベーションを実施する。湯川住み方

影等で協力した。若者の視点や感性で、普段は目に留

研究所では、商店街の
「古き良き」魅力を残しながら、
リ

まりにくい平時のまちの魅力を発信している。2017年

ノベーションに取組んでおり、古い物件や空き家等の

度は夏と冬に発行し、有償で販売したところ、夏号407

弱点のある物件を、
デザインの力で魅力に変え、住みた

冊、冬号158冊を売り上げた。
また、雑誌の認知度向上

くなるようなオンリーワンの物件を創造している。

のため号外も発行した。読者からは同商店街内の新築

また、2017年夏より、同商店街理事会の若手有志に

415

物件の問合せがあり、
また、
カメラ片手に街歩きを楽し

はばたく商店街30選

む来街者も増えている。

柳井町商店街

実施体制

これらの取組により同商店街の魅力や価値が深堀り
され、若い世代の取込みに成功し、同商店街のイメー

同商店街の理事長の渡部勝平氏を中心に、同商店

ジ刷新や活性化に寄与している。
また、古くからの住民

街とマッチした店舗、良い相乗効果が生まれそうな店

の意識も変わり、新たなテナントをよそ者扱いせず歓

舗を決めて誘致し、地主との調整、
リノベーション、賃

迎する雰囲気が町全体で醸成されている。

貸まで実施しており、地域に根差した円滑なまちづくり
が実現している。
また
「カモン夜市」
は、
同商店街の有志による
「カモン
夜市実行委員会」が主催し、同商店街を愛する有志や
学生らによるボランティアスタッフがこれをサポートし
ている。
「カモン夜市」は次年度以降もテーマを変えて
継続的に実施予定である。夜市の情報は、Facebook
等を通じ発信され、
チラシ、
ポスター以外の広告費の支
出は抑えられている。直近の収支決算書によると、各事
業の財源は町費や前期繰越金等の自主財源であり、市
の助成（カモン夜市）
は収入全体の1割程度である。

地域雑誌
「やないすと」

キーパーソンからのコメント

若い世代が中心となり商店街の魅力を発信
商 店 街は近 年 、典 型 的なシャッ

不動産屋に任せることなく、自分

ター商店街になり後継者のいない商

たちとその他協力者でテナント誘致

店街の一歩手前でありました。

を進めています。今後もこれらを繰り

そこで商店街の魅力を理解しあえ

返し、住んでいる人にも商いをしてい

る仲間を集め、
ここ数年少しずつ成

る人にも楽しい商店街を目指してい

果が表れています。

きます。

商店街と若者・よそ者・ばか者を軸

柳井町商店街
渡部 勝平

にイベント企画や地主との物件の調

理事長

整を行いました。

柳井町商店街は松山市中心部の松山市駅の東約1kmに位置している。戦後復興の先駆けとして賑わいを見せてい
たが近年は客数が減少、店主の高齢化も目立ち、全長220mの商店街で営業する店は10を超える程度にまで落ち込ん
商店街の
概要

だ。
しかし、店舗兼住居の建物が多く、商店街での暮らしを感じ取ることができる街であり、仕掛け人の一人である湯川
一富理事（湯川住み方研究所代表）
は、
ノスタルジックな雰囲気を残しながら立地は市の中心部という特徴を生かし、
空き家のリノベーションやアパートの新築により人気店舗を誘致、空き店舗が続々と埋まりつつある。
また、
同商店街の
若手有志で大人向けの夜市を開催し、大きな盛り上がりをみせている。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

愛媛県松山市柳井町
約51万人（松山市）
089-932-8893
089-932-8893

● 会員数
● 店舗数

55名（住民含む）
26店舗（小売業14店、飲食業4店、
サービス業3店、
その他5店）
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● 商店街の類型 生活支援型
主婦、高齢者／
● 主な客層
20歳代、30歳代

うおまち

生産性向上

魚町銀天街
(魚町商店街振興組合）
福岡県北九州市

「SDGs商店街」
としての取組

取組の背景

とともに、地球温暖化対策、省エネによるコストの抑制

商店街が存続するには

や生産性向上等の取組は、商店街だけではなく、地域
の課題解決にもつながることが期待できる。
また、
「ま

全国で商店街の存続が厳しくなる中、北九州小倉地

ちゼミ」
（うおゼミ）
で子供を対象としたSDGs講座の実

区の商店街も来街者の減少といった課題に直面してい

施や、子どもの一時預かり施設の講座との連携等、
「子

る。
しかしながら、魚町商店街を中心とした小倉地区の

育て支援×SDGs」
として地域社会全体で子供を育てて

中心市街地においては、
「リノベーションまちづくり」
の

いく独自の取組にもつながる。

取組による若者による魅力ある店舗の出店により、新

加えて、魚町商店街内に位置する
「北九州まなびと

しい街の魅力が生まれている。
また、北九州市が2018

ESDステーション」
では、
北九州ESD協議会をはじめ市

年4月に経済協力開発機構（OECD）よりアジア初の

民団体・NPO、
大学等により、
ESD・SDGs等の様々な講

「SDGs推進に向けた世界のモデル都市」
に認定された

座を開催している。
ステーションの利用者は、年間2万

ことで、魚町銀天街は、先進的な気質を有する商店街

人を超えており将来を担う人材育成の場になっている。

として、
日本で初めてSDGs商店街を目指すことになっ

※
「COOL CHOICE」
：2030年度の温室効果ガスの排

た。SDGsとは、
「Sustainable Development Goals

出量を2013年度比で26％削減するという目標達成

（持続可能な開発目標）」の略称で、2015年に国連サ

のために、
日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製

ミットで採択され、17の目標と169のターゲットから

品・サービス・行動等、温暖化対策に資するあらゆる

なっている。持続可能な経済・社会づくりを目的とし、
貧困・環境・教育等の解決を通じて、子や孫の世代に美
しい地球を残していこうとするものである。

「賢い選択」
を促す国民運動。
※
「北九州まなびとESDステーション」
：2013年3月に
北九州の10大学の連携事業として開設し、
2017年4
月から「市のESD推進拠点」と位置づけ、
「 ESDコ
ミュニティスペース」
として北九州ESD協議会が運営
している。学生や街の人達を対象に、講座やセミナー
を開催し、年齢関係なく、学びたい人が自由に集う
施設である。ESDとは、持続可能な開発のための教
育を意味する英語「Education for Sustainable

SDGs表彰式

取組の内容

Development」
の頭文字をとったものである。

持続可能な社会を
実現するための取組

取組の成果

集客につながる取組

魚町商店街では、
これまで照明のLED化等省エネ機
器への取り換えや、
ジョイントアーケードに太陽光パネ

SDGs商店街の取組による来街者数変化は今後調

ルを設置する等、環境に配慮した取組を進めてきた。

査し、評価する予定である。他の成果として、以下があ

加えて、
国民運動である
「COOL CHOICE」
という新た

げられる。

な枠組みで省エネや環境配慮の取組を行い、
「 SDGs

①商 店街における
「リノベーションまちづくり」の取組

商店街」
として街の魅力を発信し、新たな集客に繋げて

により、若者による新たな魅力ある店舗の出店が進

いくことが期待されている。
また、
アジア初のモデル都

んでいる。

市にとして、行政が推進する様々な取組との相乗効果

417

②2 017年よりまちゼミ
（「うおゼミ」）をこれまでに11

はばたく商店街30選

魚町銀天街

回実施。美容・健康、飲食、物販、サービス、金融等、

天街に拠点をもつESD/SDGs推進のための産学官民

幅広い業種の店主が講師となり、お店のファンづく

ネットワーク組織である。

りによる商店街への集客の取組みが進められてい

①商店街は、協力店舗における省エネ診断受診及び

る。2018年11月の11回目の「うおゼミ」からSDGs

省エネの実施、COOL CHOICE賛同サインを店頭提

の要素も取り入れ実施している。

示、協議会開催イベントへに参加し協力している。②北

③小 倉の中心市街地において、QRコード決済導入の

九 州 E S D 協 議 会 は 、商 店 街 関 係 者 や 市 民 向 けの

実証実験を実施（9月～12月末）
している。
日本人向

「COOL CHOICE発信」
ワークショップや発信イベン

け決済アプリ
（Pring）
とインバウンド向け決済アプリ

トを開催している。③行政は、広報、省エネ診断実施支

（アリペイ）の導入により、国内外の観光客や若者

援、
「COOL CHOICEバナー」の製作と商店街への掲
出を行っている。④大学生（北九州ESD協議会サブ

等、
新たな消費の取込みを図っている。
④2016年度から始まった
「プレミアムフライデー」
の動

コーデネーター）
は、北九州ESD協議会主催「ESDツキ

きとも併せて、街内の飲食店が夕方の来店者への特

イチの集い」として、②北九州ESD協議会のワーク

典サービス等を実施している。

ショップや発信イベントを企画・運営を行っている。

実施体制

魚町商店街における
「SDGs商店街」の取組みは、商
店街関係者と北九州ESD協議会（市民・大学・行政等）
が連携して行っている。北九州ESD協議会は、魚町銀

SDGs魚町役員

キーパーソンからのコメント

単なるお買い物の場所だけではない商店街の新たな取組
魚町商店街は、13回にわたるリノ

よりアジア初の
「SDGs推進に向けた

ベーションスクールの実施により、

世界のモデル都市」
に認定されたこと

20件近くの遊休不動産を再生し、歩

をきっかけに、
SDGs商店街を目指す

行者街内通行量を３割UPさせ、新規

ことにしました。
まず、組合員の啓発

雇用者の500人越を達成しました。

のために動画を作成し、
第１回SDGs

地価も24年ぶりに上昇に転じ、
空き

クリエイティブアワードで入賞するこ

店舗が発生すると外部資本が土地・

とができました。
商店街が単なるお買

建物を購入し、解体して新築のビル

い物の場所としてだけではなく、
未来

を建設するという新たなステージに

に残すべき学びの場、
エコなどの情報

入ってきました。
そこで、
魚町商店街

発信の場、
社会貢献活動の実践の場

は、
北九州市が2018年４月にOECD

としての取組を続けてまいります。

魚町商店街振興組合
理事長
梯 輝元

魚町は江戸時代に立ち並んだ商家を発祥に、小倉のまちの商業拠点として発展を遂げてきた。
「 魚町」の名前は、
1600年代に魚の市場として栄えた歴史に由来する。
その後1930年頃から、魚町は呉服店・履物店が多く立ち並ぶ、小
商店街の
概要

倉のファッションの中心街として栄えてきた。1951年には、
日本初の公道上のアーケードを設置。
アーケードの通りは
「魚町銀天街」
と名付けられ、
ファッション、
サービス、飲食など、幅広い業種の店舗が立ち並ぶ、商業・賑わいの拠点と
なっている。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

福岡県北九州市小倉北区魚町
95.7万人
（北九州市）
093-521-6801
093-521-6809

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://www.uomachi..or.jp/
90名
290店舗（小売業50店、飲食業25
店、
サービス業10店、金融業0店、不
動産業4店、医療サービス業1店、
そ
の他0店）
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
主婦、
サラリーマン／
● 主な客層
50歳代、60歳代

インバウンド

川端通商店街
（上川端商店街振興組合、川端中央商店街振興組合）
福岡県福岡市

2つの商店街が協力する組織作り
若手中心にインバウンド対応を加速
取組の背景

増加する外国人観光客
商店街の認知度向上が急務

ウンド対策推進協議会」
を立ち上げた。
これに、
インバ
ウンドに詳しい専門家も外部委員として招へいし、市
も協議会に参加することで、事業を一元的に検討・推

福岡への訪日外国人観光客が増加し、川端通商店

進し、短期間で複数の取組を実施することができた。

街でも外国人の増加が目立っていたが、
その消費を商

具体的には、Wi-Fiの整備やWEBを活用した商店街

店街に取り込めていなかった。2016年度の調査による

の情報発信、商店街の案内看板、多言語の商店街マッ

と、
川端通商店街の通行量は1万2千人強/日で、
そのう

プの作成をした。
また、
これらの取組を広く周知するた

ち外国人の割合は約9％であった。

めの広報チラシを作成した。

外国人旅行者は77％が東アジア系で、全体の半数

Wi-Fiに関しては、福岡市の玄関口である福岡空港

が韓国人で占められていた。外国人旅行者に対するア

や博多港、商店街に直結する市営地下鉄中洲川端駅、

ンケート調査では、27％は「川端通商店街を知らな

近 隣 の 1 0 0 を 超 える観 光 施 設 で 導 入 されている

かった」
と回答しており、来街理由は「立ち寄り」や「偶

「Fukuoka City Wi-Fi」
を導入した。
これにより、外国

然通りかかかった」等が22％を占めていた。
このことか

人観光客の利便性や周辺施設との回遊性の向上を目

ら、
川端通商店街の認知度向上の必要性があることが

指した。

分かった。

多言語マップは、調査結果を踏まえ、4言語（英語、韓

一方で、川端通商店街の70％の店舗は外国人の受

国語、中国語（簡体字、繁体字））
で作成し、言語毎にそ

入意向を示していた。特に
「Wi-Fiの整備」
や
「外国語対

の国のニーズや興味の高いジャンルのお店を掲載し、

応の案内看板の設置」
「外国語マップの作成」
が商店街

個店への集客を図る工夫をした。

全体で取組みたいことの上位を占めていた。

多言語のWebサイトは、見やすさと使いやすさを重

川端通商店街は独立した2つの組織から成り立って
いるため、
協力した取組体制が必要であった。

視し、多言語マップと統一したデザインとした。
街内の案内看板は、400mの商店街内に4台を設置
し、店舗の位置関係を示すとともに、周辺の観光施設
等も表示させた。更に、QRコードを掲載することで、作
成したWebサイトへのリンクも可能とした。
これらの取組により、商店街や近隣の魅力を伝え、
商店街を目的に来てもらうことを目指した。また商店
街のどこに行けば何があるのか等の情報も発信するこ
とで、実際の消費行動の促進を行った。

手前は上川端商店街振興組合、
奥は川端中央商店街振興組合

取組の内容

取組の成果

独立した2つの組織が協力
短期間で複数の施策実施

交通量が約5％増加
徐々に認知度も向上

2018年2月1日の稼働後、Wi-Fiへは約5万/月アク

増加する外国人観光客を取込むには、商店街が協力

セスがあった、福岡市の無料公衆無線LANサービスで

して来街者の増加と消費の増加に取組む必要があっ

あることから、市と連携したサービス提供の広報も

た。
そこで、
「上川端商店街」
と
「川端中央商店街」
という

行っている。稼働後に通行量を調査した結果、稼働前

2つの異なる組織から、若手会員が代表となり
「インバ

と比較し、約5％増加している。多言語のWebサイトは、
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約15％は海外（台湾、香港、韓国等）からのアクセスと

川端通商店街

実施体制

なっており、少しずつ認知度も高まってきている。
このような結果を踏まえ、商店街では店舗の営業時

上川端商店街と川端中央商店街では、
これまで別々

間を延長し、夜の観光、
ショッピング、体験等を一体的

の組織として活動をしてきたが、今回の取組をきっか

に楽しんでもらう
「川端夜祭」
を継続して開催すること

けに、2017年3月からは、
インバウンド対策として店舗

で、更に外国人をはじめ観光客の方に楽しんでもらう

の営業時間の延長や、
「川端夜祭」等のイベントを両商

イベントを実施していく予定である。更に、今後は多言

店街が協働して開催するといった連携が図られるよう

語翻訳ツールを各店舗で導入していく等、課題となる

になった。
両商店街では、
月1回の理事会を通じて、商店街の各

コミュニケーションへの対応も市と連携しながら取組

種イベントや事業に関する情報共有が図られている。

んでいく。

更に、今回のインバウンド受入環境整備事業では、
両商店街から若手会員を協議会の中心メンバーとする
ことで、
これからの商店街を担っていく人材の育成にも
つながっている。今後益々、博多部の中心的な役割を
果たす商店街として取組を強化していく。

川端ぜんざい広場前のロゴ、
ＱＲ等付き
「パンフレットボックス」

キーパーソンからのコメント

新しい目線での外国人観光客の取込み
博多川に沿って連接したアーケー

が 非 常に強く、若い世 代も着 実に

ドがある商店街ですが、町割りや山

育っています。
この事業は、若手理事

笠の組織（上川端は土居流、川端中

の発案ですが、企画は、役員、会員店

央は大黒流）が異なるため独自の組

舗並びに従業員や女性など幅広く意

合を設立しています。一方で、櫛田神

見を聞き、
より効果的なインバウンド

社を中心とした神社仏閣、博多町家

対策として、新しい目線での外国人

など博多の風情が集中することか

観光客の消費取込みへ向け実施しま

ら、｢博多の心に出逢う街｣を求めア

した。今後も両組合が一段と協調協

ジアのみならず欧米からの外国人観

力して取組んで参ります。

上川端商店街振興組合
理事長
武内 照臣

光客も年々増加しています。
博多祇園山笠による地域の繋がり

川端通商店街は博多で最初に栄えた商業の町で、140年以上の歴史がある。400メートルのアーケードのある商店
街で、
「上川端商店街」
と
「川端中央商店街」
の2つの商店街で構成され、博多地区の商業の中心的役割を果たしている。
商店街の
概要

老舗店舗と新しい店舗が融合し、全国的に有名な
「博多祇園山笠」
「博多どんたく」
の中心的な役割も担っている。商店
街の北には
「博多リバレイン」、南には
「キャナルシティ博多」
という2つの大型商業施設があり、
これらを繋ぐ通りとして
も機能している。
また、近隣には「博多座」
や
「櫛田神社」等の多くの観光資源があることから、地域住民だけでなく、市
外からの来街者も多く、近年外国人観光客も増加している。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

福岡県福岡市博多区上川端町
約24万人（博多区）
092-281-6223
092-281-6218

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://www.hakata.or.jp/
http://kawabatadori.com/
123名
144店舗（小売業77店、飲食業44
店、サービス業5店、金融業1店、不
動産業1店、医療サービス業11店、
その他5店）
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● 商店街の類型 観光型
サラリーマン、国内観光
● 主な客層
客／40歳代、50歳代

インバウンド

佐世保中心商店街・商業施設
（SASEBOまち元気協議会）
長崎県佐世保市

大型商業施設と商店街が連携し
外国人観光客向けの環境を整備
取組の背景

増えたクルーズ船
乗客は市外の免税店へ

なって環境を整備し、歓迎の雰囲気づくりを行うこと
が重要であると考えた。
そしてこの考えに基づき、大型商業施設を含むまち

佐世保市では、東アジアに隣接する地理的な優位性

なか全体としての受け入れ環境整備のため、
スマホ決

を活かした国際旅客船の受け入れを2014年から開始

済導入説明会やインバウンドセミナーによる勉強会を

し、
「国際観光の活性化と観光都市機能の強化」
に向け

開催し、取組方やその効果を学ぶ等して環境整備のた

た取組を促進している。

めの取組を積極的に実施した。
これにより商業施設お

2018年7月には、佐世保港三浦岸壁に大型クルーズ

よび商店街におけるスマホ決済の導入やWi-Fi環境の

船の接岸可能な岸壁を整備したことにより、本市への

整備が促進された。さらには、クルーズ船入港当日に

寄港が増加している（2016年度77隻、2017年度89

は、商店街全体で統一された多言語ポップの掲示や店

隻、2018年度100隻見込み）。
しかし、乗客の大部分は

頭でのワゴン販売、無料シャトルバスの運行等、歓迎の

オプショナルツアーに参加し、市外の免税店で買い物

雰囲気の醸成に取組んだ。

をしている状況であった。
さらには、乗組員も商店街に

このようにして、
個店単位ではなくエリア全体の“面”

足を運ぶことはほとんど無く、
ターミナル近隣の商業

として外国人客が安心して買い物できるような環境整

施設で食品等の買い物をする程度であることもわかっ

備は進められた。
また、単に環境整備だけでなく、歓迎

ていた。

の雰囲気のための様々な手法を実施してきた。
その結

人口減少及び郊外への大型店立地、
ネット通販の普

果、商店街への外国人観光客が増加し、商品を購入さ

及等により域内消費が減少する中、
まちなかへの消費

れる店舗の数も徐々に増加。商業施設、商店街の双方

の取込みを図ることが課題としてあがった。

にとって新たな消費が創出される状況となっている。
ま
た、
その他にも、
まちなかウォーキングスタンプラリー
実施による回遊性・滞在時間の向上や、各団体に統一
されたデザインの机と椅子を設置し、
一体感を演出する
「マチつなぐプラン事業」
による回遊性及び滞在時間の
延長等も効果が表れている。

停泊するクルーズ船

取組の内容

エリア全体で進めた
スマホ決済やWi-Fi整備

前述のような状況を受け、市は商店街へ外国人観光
客を誘致するため、商店街に隣接する公園をクルーズ
船観光バス専用の乗降場として整備した。一方、
まちな
かの消費の現状と市の動きを踏まえ、協議会は、まち
なかにはWi-Fiや決済環境が整備されていない等、店

無料シャトルバスを利用する外国人観光客

取組の成果

インバウンドセミナーを熱心に聞く参加者たち

市内の消費が純増個店の
意識醸成で活性化へ

舗側の受け入れ環境が整っておらず、外国人客が安心

取組の効果は、
クルーズ船が寄港する国際ターミナ

して買い物できる状態でないことが問題であると判

ルとまちなかの商店街をつなぐ「シャトルバス運行事

断。また、個店での取組ではなく、まちなかが一体と

業」
と合わせて実施された
「ワゴン販売事業」
「クルー向
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け割引販売」での売上状況を調査された。まちなかの

佐世保中心商店街・商業施設

実施体制

商店街と一部の商業施設で3日間に渡り調査行われた
調査では、外国人観光客による売上は合計約13百万

SASEBOまち元気協議会は2013年6月、4つの商店

円という結果になり、
これまでは市外へ流出していた消

街組合と2つの大型商業施設、商工会議所、市の8団体

費がまちなかにおいて純増したことが形となった。

で構成されており、多様な視点で活性化策に向けた検

また、
「何を購入したか」
「商店街で販売してほしい商品

討・取組が可能となっている。

はあるか」
等の項目についてクルーズ船の乗客や乗組員

事業実施にあたっては、情報の共有による連携した

に対する聞き取り調査も実施し、
調査結果からツアーを

発信や事業展開、多団体構成に伴う事業実施体制（人

利用する客、
フリーで観光する客、
乗組員のそれぞれの

材）の充実、
また民間主導組織であるため斬新性や機

売れ筋商品等を分析し、
個店にその内容を伝えている。

動性を持ち合わせている。事業実施に必要な財源につ

こうした取組により、個店のインバウンド需要取込み

いても、
健全な運営がなされており、
商店街活性化のみ

に対する意識の醸成とワゴン販売事業への参加店舗

ならず、本市まちなかの活性化をけん引する団体として

の促進等、今後のインバウンド需要取込み拡大とまち

評価されている団体である。

なか全体の活性化へつなげられている。

外国人観光客へのアンケートの様子

ワゴン販売の様子

協議会における話し合いの様子

キーパーソンからのコメント

「ヒト・マチ・コミュニケーション」
で、
まち元気計画を
佐世保のまちは海軍と共に歩んで

まちが人を育て､人がまちを育てる
「まち育（まちいく）」
イベントは「ひと

きたまちです。
させぼのまちなかは、
ネイビー・赤

づくり」
。
これを
「まち育」
としてまちづ

レンガ・水 辺・路 地裏・文化をキー

くりを楽しむことにより一番大切な

ワードに、個店・商店街・大型店を点

「ひとづくり」
を進めていこうというの

から面でつなぎ連携し、
「ヒト・マチ・

が私たちの考えです。

コミュニケーション」
をコンセプトに
様々なイベントを積み重ねています。

SASEBOまち元気協議会
会長
竹本 慶三

大型商業施設「させぼ五番街」の立地を契機に、
まちなか環境の機能向上（利便性・回遊性）、新たな魅力創出、若手
人材の育成等を目的とし、2013年6月に
「SASEBOまち元気協議会」
が設立された。SASEBOまち元気協議会は、商業
商店街の
概要

施設であるさせぼ五番街、
えきマチ1丁目と既存商店街の三ヶ町商店街、四ヶ町商店街、京町商店街、戸尾商店街に加
え、佐世保商工会議所と佐世保市の8団体で構成されている。
加盟8団体はいずれも佐世保市の中心市街地に位置しており、戦後商店街が形成されて以降、市内はもとより長崎
県北地域の拠点として位置づけられ、本市経済を支えてきた地域である。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

長崎県佐世保市本島町
約25万人（長崎県佐世保市）
0956-24-4411
0956-24-4412

● URL
● 会員数
● 店舗数

http://www.sasebo-machinaka.
com
307名
393店舗（小売業201店、飲食業46
店、
サービス業48店、金融業6店、
そ
の他6店）

422

● 商店街の類型 エリア価値向上型
主婦、家族連れ（親子）
● 主な客層
／50 歳代、60 歳代

な

ぜ

地域協働

名瀬まち商店街
（奄美市通り会連合会）
鹿児島県奄美市

小中高生の思い出つくりに貢献し
Uターン促進
取組の背景

高齢化、若者流出で
人口が減少

高校生たちにとって伝統の行事であり、家族等、沢山の
来街者に向けて発表するため、高校生たちが長い期間
をかけて作品を製作する等、楽しい青春の思い出つく

郊外大型店の相次ぐ進出やインターネット販売の台

りになっている。

頭等により、同連合会を含む奄美市の中心市街地にお

また、離島という特性から、行政や支援団体等との

いても地域住民の商店街離れが進み、販売額は年々減

距離感が近い。
イベント等を行う際にも、企画から実施

少傾向にある。店舗数は2004年から2014年までの10

に至るまで奄美市や奄美大島商工会議所の職員等が

年間で約30％減少した。また人口減少も進んでおり、

深く関わり、官民一体で商店街を活性化しようという

奄美市の人口増減をみると、自然減（死亡＞出生）は

思いがイベントに強く現れている。2017年には同連合

2001年頃からであるが、社会減（流出＞流入）
について

会地区を主とする「奄美市中心市街地活性化基本計

は1985年頃から一貫して続いている。社会減の要因

画」が認定され、同連合会を含む中心市街地の活性化

は島外大学への進学の影響が大きい。奄美大島に大学

に改めて注目が集まっている。

がないため、大学進学を志望する学生は必然的に島外

観光面においては、2017年に奄美群島が「奄美群島

へ流出する。2 0 1 7 年 度 の 奄 美 市 の 大 学 進 学 率は

国立公園」
に指定され、新たに格安航空会社（LCC）が

43.6％であり、高校卒業後、約半数の高校生が流出し

就航し、2018年には年間20隻のクルーズ船が寄港す

たと考えられる。

る等、観光面において好機に恵まれている。奄美大島

働く場の提供は商店街だけでは解決できない問題

に流入する観光客を取込むため、
まちづくり会社と連

ではあるが、島外大学に進学した若者に、就職でいず

携して
「なぜまちマップ」を作成する等、観光対策にも

れは奄美大島に帰ってきたいと考えてもらうために学

力を入れている。

生時代の商店街での楽しい思い出つくりが重要と考え
ている。

取組の内容

商店街で小中高生に思い出
つくりの場を提供

同連合会では、小中高生等に対し、島外へ進学して
もいずれは島に帰りたいと思うように、商店街での楽
秋祭りの様子

しい思い出つくり、各種イベント開催に取組んでいる。
主なイベントは8月の夏祭り、11月の秋祭りで、連合会
の各通りを歩行者天国にし、バブルサッカーやチョー
クで落書き等、子供たちが参加して遊べる催しを行う。
また、商店街の中央にメインステージを設け、小学生に

取組の成果

若者による活性化事業で来街者
7％増、人口減少幅増加に歯止め

よる吹奏楽の演奏や合唱、空手の演舞、大島高校応援

これらの取組の結果、中心市街地において2017年

団による演舞、大島北高校生によるダンス、奄美高校

度に営業店舗数が9店舗増加している。
また、高校生が

家政科によるファッションショー等の若者によるス

商店街活動に関わることを通じて店舗との交流が深ま

テージイベントを開催する。
イベント当日は多くの来街

り、商店街ですれ違う際には挨拶をする間柄になって

者で商店街ににぎわいを創出している。
このイベントは

いる。
こうした動きから若手の経営者による商店街活
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名瀬まち商店街

性化の機運が醸成されてきた。最近では、
イベントによ

美市、商工会議所、
まちづくり会社や社交飲食業生活

る来街者増だけではなく、各個店の売上に結び付けよ

衛生同業組合といった他組織との関りが深く、島の特

うと、商店街の各個店を巡るウォークラリーを開催し

性を活かした様々なイベント等を実施することで中心

たほか、
今年度初めて商店街活性化事業である
「第1回

市街地の活性化に取組んでいる。

奄美大島まちゼミ」
も開催している。

自主財源の確保については、各商店街からの会費収

来街者に関しては、2018年8月の奄美市歩行者通行

入に加え、共通駐車券の発行で得られた手数料収入を

量調査において、
同連合会を含む中心市街地の歩行者

イベント開催の原資としており、
自らの資金でイベント

通行量は2017年8月と比較して約7％増加した。更に、

開催をしている。

地域経済分析システム
（RESAS）における奄美市の人
口増減をみると2016年の社会減は250人で、2011年
の333人からの5年間で減少幅が小さくなっており、同
連合会の取組みが一翼を担う。

実施体制

同連合会の役員は商店街の20代～40代の若手経
営者等を中心に構成されている。離島という特性上、奄

大島高校応援団演舞の様子

キーパーソンからのコメント

学生が参加できるイベントで島全体を活性化
奄美大島は少子高齢化が進んで
おり、その要因の1つとして、奄美大

す。子供から大人までみんなで楽し
んでいる姿がとても印象的です。

島には大学がなく、高校卒業後の進

このようなイベントを通して、学生

路として島外を選択する学生が多い

の皆さんには、高校卒業後、島外に

ことが挙げられます。
このような中、

進学や就職をしても
「いずれは奄美

奄美市通り会連合会の各種イベント

大島に帰ろう」
と思ってもらえるよう

では、学生が活躍できる催しを積極

取組んでいます。将来、商店街のイベ

的に採用しています。子供たちは学

ントで活躍した学生たちが、奄美大

校の授業や部活動で学んだことや特

島に戻り、島外で学んだことを活か

技を活かして、それぞれの個性を活

し奄美大島全体の活性化に取組んで

かした多様なステージ発表を行いま

もらえたらうれしいです。

奄美市通り会連合会
会長
惠 枝美

同連合会は、鹿児島県の離島自治体で最大規模である奄美市の中心市街地にある7つの商店街（名瀬中央通りアー
ケード商店街振興組合、奄美本通り名店街、末広本通り会、銀座通り会、支庁通り会、
サンサン通り会、奄美市本町通り
商店街の
概要

会）
で構成される。各通り会の結成は戦後間もない1949年頃で、
アメリカ統治下において乏しい生活必需品を島民に
供給し、
日本復帰後も奄美群島の復興を支えてきた。
中心市街地（約43ヘクタール）
に、奄美市の小売店舗のうち約25％があるほか、市役所等の公共施設がコンパクトに
集積しており、連合会では夏祭り・秋祭り等のイベントのほか、
駐車場事業、
商品券事業等を行う。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

鹿児島県奄美市入舟町
約4万人（奄美市）
0997-52-6111
0997-54-0934

● URL
● 会員数
● 店舗数

https://www.facebook.com/
nazemachi/
7通り会
189店舗 （小売店 97店、飲食業
28店、サービス業 40店、金融業
3店、不動産業 8店、医療サービス
業 3店、
その他 10店）
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● 商店街の類型 エリア価値向上型
高齢者、主婦／
● 主な客層
40歳代、60歳代

インバウンド

瀬長島ウミカジテラス
（ウミカジテラス・せなまーる会）
沖縄県豊見城市

地域資源を活用し、観光客と
地元民の双方が楽しめる取組を実施
取組の背景

国内外問わず、多くの人に
瀬長島に来てもらうために

は外国人観光客からも人気が高いことから、買い物や
夕日を観に訪れた観光客でも手軽に楽しめるよう
「足
湯温泉」
として整備した。
「足湯温泉」
は、観光客のみな

商店街施設「瀬長島ウミカジテラス」
のある瀬長島で

らず、地域の少年野球チームが島内の野球場でプレー

は、美しい景色を楽しむことができ、訪れる観光客も多

した後に浸かりにくる等、地元住民からも人気が高い。

い。
しかし、瀬長島へのアクセスは、沖縄本島から海中

２つ目は、瀬長島ホテルと連携した、食と文化・地域

道路を渡る方法しかないため、
ピーク時であるランチ

工芸品等の販売イベント
「朝市」
「夜市」の開催である。

タイムや日の入りの時間帯には交通渋滞が発生する場

「朝市」
ではテントを設置し、地域食材を用いた食品や

合がある。
その一方で、朝（９時～11時）及び夜（19時

伝統工芸品等の販売のほか、海を目の前にしてヨガ教

以降）の時間帯の来街者数は相対的に少なく、来街者

室を開催する等、
グルメと体験型イベントを実施してい

の訪れる時間帯にばらつきがみられた。

る。
また「夜市」
では、台湾の夜市で実際に使用する屋

また近年、沖縄県を訪れる外国人観光客が急増し、

台、
ランタン、
テーブル・イス等を導入し、本場台湾の夜

那覇空港への新規就航も増え続けている。瀬長島は、

市さながらの雰囲気を醸し出すことで、普段とは違う

那覇空港から南に0.5kmと近くに位置していることも

魅力を創り上げている。

あり、
これら急増する外国人観光客への対応に迫られ
ていた。

そして３つ目は、夜でも楽しめるエンターテインメン
トの構築である。琉球組踊、子宝岩等の地域に伝わる
伝統や歴史に加え、瀬長島の景観や美しい自然を題材
にしたプロジェクションマッピングを製作し、
ウミカジ
テラス内に投影している。
プロジェクションマッピング
は、外国人観光客も観賞して楽しむことができるエン
ターテインメントであり、
日中とは異なる瀬長島を楽し
むことが可能である。

取組の成果
夜のウミカジテラスに映えるプロジェクションマッピング

取組の内容

外国人観光客だけでなく、
地元住民にも愛される取組

来島者は順調に増加
目指すは年間来街者500万人

豊 見 城 市の調 査によると、瀬 長 島への来 島 者は
2012年度から2017年度にかけての５年間で約188万
人増加している。島への道路や駐車場等の整備を、豊

相対的に来街者が少ない時間帯に訪れたくなるよう

見城市が中心となり取組んだことで、島へのアクセス

な仕掛けづくりや、外国人観光客が快適に過ごせるよ

が容易化したことに加え、瀬長島ウミカジテラスをはじ

うな環境整備のため、以下の３つの取組を実施してい

めとする商業施設や、
ホテルの充実により、観光客が多

る。

く訪れたものと分析されている。なお、2015年から

１つ目は、天然温泉の活用である。瀬長島では天然

2017年にかけては、来島者が目標としている160万人

温泉が湧き出ており、泉質はナトリウム―塩化物強塩

を80％上回る、288万人となり、前述の様々な取組み

泉で保湿力が非常に高く湯冷めしにくい等の効果があ

に対しても、一定の成果が得られている。

り、
これまでは地域住民や宿泊者が楽しんでいた。温泉

425

今後、売上高、歩行者通行量、外国人観光客の来街

はばたく商店街30選

瀬長島ウミカジテラス

加えて、
すでに実施している前述「朝市」
においては、

者数を毎年測定し、
その結果に基づいて検証と改善を

事務局及び会員有志10名ほどで企画と運営をしてき

実施していく予定である。具体的には地元客、観光客

た。

（特に外国人観光客）それぞれのニーズを分析した上
で、ターゲット毎の対応策と取組を実践していく。ま

その他、
自主財源として、会員店舗より売上の2％を

た、行政機関や商工会、観光協会等の各支援機関との

広告宣伝費として徴収し、各種広報及びイベント企画

連携を密にし、
瀬長島エリアの発展に繋げていく。

等を実施している。

また、今後のまちづくりとしては、
「健康」
と
「交流」
を
テーマに、美しい景色や温泉等、瀬長島の可能性を最
大限に活かしながら環境にも地域にもやさしいまちづ
くりを目指す。更に、地域資源を活かしたイベントや子
供達の育成、
そしてコミュニティの場としての役割を果
たし、2020年までに国内外から年間来街者数500万
人を目標としている。

実施体制

事務局をはじめ役員で地元の祭りへの参加や、会員
及び店舗スタッフで月1回の島内清掃を行う等、積極

月１回の島内清掃

的に地域活動に参加している。

キーパーソンからのコメント

働く人の笑顔が瀬長島をもっと魅力的にする
素晴らしいロケーションがある施

みんなの力を合わせ、様々な問題

設があっても、来島される人が心地

を一つずつ解決しくことで、
この島を

よい経験をするためには、受け入れ

もっと魅力的な、笑顔あふれる島に

る人達がこの場所で働くことを楽し

することができるのだと思います。今

んでいなければなりません。笑顔で

後も行政機関や商工会、観光協会等

挨 拶を交 わすことができ、営 業 の

の各支援機関との連携を密にし、瀬

ルール守り、
イベントがあればみんな

長島エリアの発展に繋げていきま

で参加して楽しむことができる心地

す。

ウミカジテラス・せなまーる会
大原 拓

会長

よい職場。

瀬長島は沖縄本島から約１km西（那覇空港から車で約15分）
に位置する周囲約 1.5kmの島であり、本島とは海中
道路で結ばれている。瀬長島ウミカジテラスは、瀬長島西海岸に隣接した傾斜地に展開する、温泉施設を整備した商店
商店街の
概要

街施設であり、2015年８月１日にオープンした。
「瀬長島ウミカジテラス・せなまーる会」
は瀬長島ウミカジテラスオープ
ンと同時に設置された、店舗の運営者、瀬長島自治会、瀬長島ホテル、及び瀬長島BBQ施設「グランキャンピング」
を合
わせた45店舗46名で構成された組織である。年間約288万人の観光客が国内外から訪れる沖縄本島南部エリアの比
較的新しい地域であり、地元住民や観光客が多く訪れる。

● 所在地
● 人口
● 電話／
● FAX／

沖縄県豊見城市瀬長
6.4万人（豊見城市）
098-851-7446
098-851-7675

● URL
● 会員数
● 店舗数

https://www.umikajiterrace.
com/
46名
40店舗（小売業11店、飲食業26店、
サービス業2店、
その他1店舗）
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● 商店街の類型 観光型
学生・若者、国内観光客
● 主な客層
／10歳代以下、20歳代

事業者・商店街一覧表 (索引)
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はばたく中小企業・小規模事業者300社

掲載企業一覧表
（あいうえお順索引）
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ẅɟ៲

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵖᵕ

ᵏᵏᵓ

ఇࡸ˟ᅈἉỼἒ

ஙჄ᪰ࠊޛ

ிҾᵓᵑ

ᵎᵐᵖᵕᵋᵖᵖᵋᵐᵐᵖᵖ

طဋẅ̮ԍ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵓᵒ

ᵏᵏᵔ

ఇࡸ˟ᅈɡබᙌ˺

ᅦޢჄኈދᢼܢ፦ထ

ᒉᒬᵐᵋᵏᵑᵋᵓᴾᒉᒬಅעׇ

ᵎᵗᵐᵋᵗᵓᵕᵋᵎᵑᵐᵓ

ϋޛẅእᘍ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵑᵗ

ᵏᵏᵕ
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ἇὊἥἋ
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ᵐᵖᵓ

ᵏᵏᵖ
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ἇὊἥἋ
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ᵑᵑᵓ

ᵏᵏᵗ
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ൔᑣᵏᵖᵓ
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ᵐᵖᵖ

ᵏᵐᵎ
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ἇὊἥἋ
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ᵎᵐᵒᵖᵋᵐᵓᵋᵏᵐᵎᵎ

ݱᤆẅनʍ

ờỉỀẪụ
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ờỉỀẪụ
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ᅦჄ᪰߷ࠊ
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ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵖᵐ

ᵏᵐᵖ

ఇࡸ˟ᅈἋỾἇὁ
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ờỉỀẪụ
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ờỉỀẪụ
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ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ
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ᛗԧᢃఇࡸ˟ᅈ

࠼ჄԒࠊ

ᣂҾထ܌ɟῶήޛᵔᵐᵔᵋᵏᵐ

ᵎᵖᵐᵑᵋᵕᵕᵋᵐᵏᵔᵎ

ဧẅคᡯ

ἇὊἥἋ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵑᵎ

ᵏᵑᵕ

ఇࡸ˟ᅈ᧙ἃҾᙌ˺

᧲ޟჄɧᄊᢼ᧙ὈҾထ

ᵐᵎᵔᵕ

ᵎᵓᵖᵋᵒᵒᵑᵋᵏᵐᵏᵐ

ჵẅᒍଢ

ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵑᵕ

ᵏᵑᵖ

અಅఇࡸ˟ᅈ

༇ஜჄ൦̯ࠊ

ාထᵒဪᵏᵎᵏӭ

ᵎᵗᵔᵔᵋᵔᵑᵋᵓᵏᵕᵏ

અẅᨙᅎ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵗᵗ

ᵏᵑᵗ

ఇࡸ˟ᅈἍἽἱἕἁ

๔Ⴤᒬࠊ

ٻែᵏᵋᵏᵋᵏᵋᵒ᨞

ᵎᵕᵕᵋᵓᵏᵔᵋᵒᵕᵓᵓ

ౕɦẅܓɟ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵓᵕ

ᵏᵒᵎ

ఇࡸ˟ᅈ˅ᣱ

ᧈჄ˙ࠊ

᭗ᢒထɥޛဋᵐᵒᵑᵐ

ᵎᵐᵔᵋᵓᵗᵒᵋᵐᵐᵓᵎ

᱅ඕϋẅᝮ
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ᵎᵕᵑᵕᵋᵖᵖᵋᵕᵐᵕᵗ
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ἇὊἥἋ
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ఌჄ൶ࠊ
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ᵎᵖᵓᵐᵋᵐᵐᵋᵐᵔᵔᵓ
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ᩔᙲྒࢽ
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ᵏᵒᵖ
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ᵎᵓᵕᵑᵋᵔᵔᵋᵏᵑᵐᵏ

ẅࢧ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵖᵒ

ᵏᵒᵗ

ఇࡸ˟ᅈٻᣃ
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ἇὊἥἋ
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ᵑᵒᵖ

ᵏᵓᵎ
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ᵏᵓᵏ
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ထɤᢹᵏဪעᵐᵔ

ᵎᵓᵔᵋᵔᵗᵖᵋᵐᵏᵐᵏ
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ᵗᵐ

ᵏᵓᵐ
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ᵐᵒᵖ
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はばたく中小企業・小規模事業者300社

掲載企業一覧表
（あいうえお順索引）
ဪӭ

Ўᾀ

Ўᾁ

ᵏᵎᵐ
ᵏᵓᵑ

˱ᕲችೞఇࡸ˟ᅈ
᭗ჽಅఇࡸ˟ᅈ

ᅈӸ

τࡉჄۈែࠊ
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ᵎᵓᵖᵒᵋᵓᵑᵋᵐᵐᵖᵕ

ᧈ߷ẅ̢ᨺ
˙ᕲẅӐ፦

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵕᵖ
ᵐᵑᵕ

ᵏᵐᵗ
ᵏᵖᵎ

னஜᙌᒧఇࡸ˟ᅈ
ఇࡸ˟ᅈểẨỪ

᩺ޢჄဋࠊ
ࣈჄࣈࠊ

್ޢᵐᵒᵐᵋᵏ
ɦя˓ထᵑᵋᵐᵎ

ᵎᵓᵒᵕᵋᵒᵔᵋᵐᵓᵓᵒ
ᵎᵖᵖᵋᵔᵐᵐᵋᵎᵎᵏᵏ

னஜẅҦᘍ
᭘လẅ݈ٟ܇

ờỉỀẪụ
ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ
ਃẟᄩ̬

ᵐᵑᵗ
ᵑᵓᵑ

ᵏᵑᵎ
ᵏᵖᵏ

ఇࡸ˟ᅈἋἀἶἋ
ఇࡸ˟ᅈ݈

ग़ჷჄ᭗ාࠊ
ᧈ߃Ⴤٻࠊ

ஜᣂထᵒᵋᵑᵋᵐᵏ
݈ỉҾᵏɠႸᵏᵓᵒᵓဪעᵏ

ᵎᵓᵔᵔᵋᵓᵑᵋᵏᵏᵐᵖ
ᵎᵗᵓᵕᵋᵓᵑᵋᵐᵏᵒᵓ

னිẅࡍ
Ҿဋẅީ

ờỉỀẪụ
ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ
ဃငࣱӼɥ

ᵐᵒᵓ
ᵏᵒᵑ

ᵏᵑᵏ
ᵏᵖᵐ

ఇࡸ˟ᅈἋἀἺ
ఇࡸ˟ᅈӐܤᙌ˺

ჽ߷Ⴤɡࠊރ
ࡅ᧵ٻοࠊރ

ᙱɤ᨞ထᵏᵎӭᵒᵋᵏᴾ
ᅕനထᵏဪᵑᵔӭ

ᵎᵕᵔᵕᵋᵓᵑᵋᵎᵏᵖᵎ
ᵎᵕᵐᵋᵗᵐᵐᵋᵖᵕᵖᵗ

னẅՋʍ
ӐܤẅգЩ

ờỉỀẪụ
ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ
ਃẟᄩ̬

ᵐᵐᵖ
ᵑᵒᵓ

ᵏᵑᵐ
ᵏᵖᵑ

ᤠᙾఇࡸ˟ᅈ
ᝅஙఇࡸ˟ᅈ

᩺ޢჄාࠊ
ग़ჷჄᝅࠊ

Ҥғ௶ٻထᵕᵐᵕဪע
னޛထ܌ჷҾᵏᵐᵋᵏᵎᵓᵐ

ᵎᵓᵑᵋᵒᵐᵕᵋᵎᵏᵏᵏ
ᵎᵓᵑᵐᵋᵐᵑᵋᵐᵏᵓᵏ

ᤠஙẅࣈ
ᡈᕲẅܤᅈ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵖᵕ
ᵗᵒ

ᵏᵑᵑ
ᵏᵖᵒ

ẴềềẮఇࡸ˟ᅈ
ఇࡸ˟ᅈἚἻỶἘἕἁ

ᅦʟჄẝỪỤࠊ
ٻЎჄٻЎࠊ

ବܷᵐᵋᵒᵋᵐᵐ
᩷߃ɟɠႸᵑဪᵒᵐӭ

ᵎᵕᵕᵋᵔᵕᵑᵋᵓᵐᵓᵖ
ᵎᵗᵕᵋᵓᵕᵖᵋᵔᵏᵓᵔ

ᇽҾẅҦʂ
ᇦ᱾ẅҦ

ἇὊἥἋ
ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ
ᩔᙲྒࢽ

ᵕᵗ
ᵑᵎᵐ

ᵏᵑᵒ
ᵏᵖᵓ

ἋἠὊἙὅఇࡸ˟ᅈ
ఇࡸ˟ᅈἚἻἣὅ

ிʮᣃҘˊဋғ
ᅸဋჄᅸဋࠊ

ޥஜထᵑᵋᵕᵋᵏᵔ
ଖ҅ထᵏᵋᵒᵔ

ᵎᵑᵋᵑᵖᵔᵔᵋᵐᵖᵐᵖ
ᵎᵏᵖᵋᵖᵖᵑᵋᵏᵗᵎᵗ

ଢُẅ፯ᔺ
ᧈ߷ẅ

ờỉỀẪụ
ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ
ਃẟᄩ̬

ᵐᵎᵒ
ᵑᵐᵓ

ᵏᵑᵓ
ᵏᵖᵔ

ఇࡸ˟ᅈἋἰỶἼὊỴὊἋ
ἚἻὅἋἨὊἚఇࡸ˟ᅈ

ࡅ᧵ٻඡ˱ࠊ
๔Ⴤٻࠊ

ɥʂᣂᵐᵑᵖᵒဪע
ແဋٻ൶ထ್ᵏဪᵓ

ᵎᵕᵐᵋᵒᵓᵎᵋᵐᵎᵏᵖ
ᵎᵕᵕᵋᵓᵒᵕᵋᵓᵕᵓᵓ

ښẅᱴݩ
ဋɶẅΧʍ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵔᵓ
ᵐᵓᵗ

ᵏᵑᵔ
ᵏᵖᵕ

ᛗԧᢃఇࡸ˟ᅈ
ᯓޛအငԼఇࡸ˟ᅈ

࠼ჄԒࠊ
፭ᬔჄฑ߷ࠊ

ᣂҾထ܌ɟῶήޛᵔᵐᵔᵋᵏᵐ
ฑ߷ᵏᵏᵑᵕᵋᵏᵐ

ᵎᵖᵐᵑᵋᵕᵕᵋᵐᵏᵔᵎ
ᵎᵐᵕᵗᵋᵐᵒᵋᵏᵏᵒᵕ

ဧẅคᡯ
ᯓޛẅჇ

ἇὊἥἋ

ဃငࣱӼɥ
ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵑᵎ
ᵏᵖᵔ

ᵏᵑᵕ
ᴾἜᘍ

ఇࡸ˟ᅈ᧙ἃҾᙌ˺

᧲ޟჄɧᄊᢼ᧙ὈҾထ

ᵐᵎᵔᵕ

ᵎᵓᵖᵋᵒᵒᵑᵋᵏᵐᵏᵐ

ჵẅᒍଢ

ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵑᵕ

ᵏᵑᵖ
ᵏᵖᵖ

અಅఇࡸ˟ᅈ
ɶཋငఇࡸ˟ᅈ

༇ஜჄ൦̯ࠊ
ᅦޢჄٻཇဋࠊ

ාထᵒဪᵏᵎᵏӭ
ɧჷ້ထᵐɠႸᵕဪעỉᵏ

ᵎᵗᵔᵔᵋᵔᵑᵋᵓᵏᵕᵏ
ᵎᵗᵒᵒᵋᵓᵓᵋᵑᵑᵑᵓ

અẅᨙᅎ
ɶẅࡍܨ

ờỉỀẪụ
ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵗᵗ
ᵐᵗᵐ

ᵏᵑᵗ
ᵏᵖᵗ

ఇࡸ˟ᅈἍἽἱἕἁ
ɶˡൗጢఇࡸ˟ᅈ

๔Ⴤᒬࠊ
ग़ჷჄɟܷࠊ

ٻែᵏᵋᵏᵋᵏᵋᵒ᨞
ɤவ܌ᣂϋᙱᵏᵔᵖᵖ

ᵎᵕᵕᵋᵓᵏᵔᵋᵒᵕᵓᵓ
ᵎᵓᵖᵔᵋᵔᵏᵋᵑᵏᵏᵏ

ౕɦẅܓɟ
ɶẅ࠳ʼ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ
ဃငࣱӼɥ

ᵐᵓᵕ
ᵗᵖ

ᵏᵒᵎ
ᵏᵗᵎ

ఇࡸ˟ᅈ˅ᣱ
ఇࡸ˟ᅈɶᠾᙌ˺

ᧈჄ˙ࠊ
ࡅ᧵ٻிࠊ᧵ٻ

᭗ᢒထɥޛဋᵐᵒᵑᵐ
ឱˊ҅ᴾᵏɠႸᵏᵖဪᵐᵔӭᴾ

ᵎᵐᵔᵋᵓᵗᵒᵋᵐᵐᵓᵎ
ᵎᵕᵐᵋᵗᵖᵏᵋᵎᵗᵔᵗ

᱅ඕϋẅᝮ
ɶᠾẅࡍʁ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ
ਃẟᄩ̬

ᵐᵑᵓ
ᵑᵒᵕ

ᵏᵒᵏ
ᵏᵗᵏ

Ⴛఇࡸ˟ᅈ
ఇࡸ˟ᅈɶᙌ˺

ᒠ؉Ⴤଐᇌࠊ
ɤჄׄଐࠊ

ிٶထᵓᵋᵏᵗᵋᵏᵎ
ࠊ࠼൨ထᵏᵐᵒᵓ

ᵎᵐᵗᵒᵋᵑᵑᵋᵐᵎᵎᵓ
ᵎᵓᵗᵋᵑᵔᵒᵋᵗᵑᵏᵏ

ɤẅබ
ޛชẅҢʍ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵖᵒ
ᵐᵓᵔ

ᵏᵒᵐ
ᵏᵗᵐ

ఇࡸ˟ᅈଔԧௐט
ఇࡸ˟ᅈϿἋἦἼἕ

ԧജޛჄஊဋࠊ
ிʮᣃૼܿғ

ܷҾထૼထᵐᵕᵓᵋᵏ
ᙱૼܿᵕᵋᵏᵕᵋᵔᴾᇹɤԧ࠳ἥἽᵑ᨞ᵟ

ᵎᵕᵑᵕᵋᵖᵖᵋᵕᵐᵕᵗ
ᵎᵑᵋᵔᵑᵎᵒᵋᵎᵑᵗᵗ

ᅸᇦẅ̢˦
ဃဋẅ࣓

ờỉỀẪụ
ἇὊἥἋ

ဃငࣱӼɥ
ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵏᵖ
ᵏᵗᵖ

ᵏᵒᵑ
ᵏᵗᵑ

ఇࡸ˟ᅈἏἧἃὅ
ἜἓἷἻἽἨἾἋἚఇࡸ˟ᅈ

ҘᓶჄႉʟࠊ
ᅦޢჄᅦࠊޢ

ඕҾ܇ᵐᵒᵎ
Ҧٶғ˰ӴᵑɠႸᵏဪᵏᵖӭᅦޢᑸᘐἍὅἑὊᵓᵎᵕ

ᵎᵒᵕᵋᵒᵗᵖᵋᵏᵏᵏᵏ
ᵎᵗᵐᵋᵐᵗᵐᵋᵑᵖᵖᵑ

ᬡẅനپ
ஜဋẅ࠳औ

ờỉỀẪụ
ἇὊἥἋ

ဃငࣱӼɥ
ᩔᙲྒࢽ

ᵔᵐ
ᵐᵗᵒ

ૼች݅ᥚᡯఇࡸ˟ᅈ

ૼჄ༚ࠊ

ჿش܇ᵕᵐᵔᵋᵑ

ᵎᵐᵓᵔᵋᵗᵖᵋᵓᵏᵐᵏ

˱ᕲẅኔဏ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵕᵑ

ᵏᵒᵒ
ᵏᵗᵓ

ఇࡸ˟ᅈᇹɟἅὅἇἽἑὅ
ఇࡸ˟ᅈૼҾငಅ

᭗ჷჄ᭗ჷࠊ
ܷ߃Ⴤ҅ᜂჄᢼɤᏂထ

ʼᑣဍᵖᵐᵖဪעᵏ
܌ٻᔪ൷ᵒᵒᵓᵎ

ᵎᵖᵖᵋᵖᵐᵏᵋᵕᵕᵕᵎ
ᵎᵗᵖᵔᵋᵓᵐᵋᵔᵓᵎᵎ

ӫ؉ẅཹ
ૼҾẅࢀʚ

ἇὊἥἋ

ဃငࣱӼɥ
ਃẟᄩ̬

ᵏᵑᵖ
ᵑᵓᵖ

ᵏᵒᵓ
ᵏᵗᵔ

ఇࡸ˟ᅈˊޛܫὁὊἁἋ
ᙱஜᑸ

ிʮᣃฑғ
ᯓӕჄο᪽ᢼᒉఞထ

ˊޛܫထᵗᵋᵏᵎᴾᵱᶍᶂᵿᵡᵡᶍᴾᵑᵲᵎᵐ
ᒉఞᵗᵓᵓ

ᵎᵑᵋᵔᵒᵐᵕᵋᵎᵓᵎᵓ
ᵎᵖᵓᵖᵋᵖᵐᵋᵏᵐᵑᵒ

ɺޛẅܑଢ
ᙱஜẅᛗ

ἇὊἥἋ
ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ
ဃငࣱӼɥ

ᵐᵎᵗ
ᵏᵐᵐ

ᵏᵒᵔ
ᵏᵗᵕ

ٻʞငಅఇࡸ˟ᅈ
ଐϬಅఇࡸ˟ᅈ

๔Ⴤᒬࠊ
ஙჄஙࠊ

ᒉᇦထᵗᵋᵐᵒ
ٻထჇࡻᵏᵓᵕᵎ

ᵎᵕᵕᵋᵓᵔᵒᵋᵐᵐᵕᵒ
ᵎᵐᵖᵐᵋᵒᵑᵋᵑᵑᵏᵏ

ೌဋẅʞᨺ
ɥனẅଡࢀ

ἇὊἥἋ
ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ
ဃငࣱӼɥ

ᵐᵔᵎ
ᵓᵐ

ᵏᵒᵕ
ᵏᵗᵖ

ٻଡఇࡸ˟ᅈ
ଐή҄ఇࡸ˟ᅈ

ఌჄ൶ࠊ
ࠊ᧵ٻࡅ᧵ٻ

ྚืထࠋ࣓Ӹᵕᵔᵕᵋᵓᵏ
҅ғٻ෭҅ᵏᵋᵔᵋᵒᵏ

ᵎᵖᵓᵐᵋᵐᵐᵋᵐᵔᵔᵓ
ᵎᵔᵋᵔᵒᵓᵖᵋᵓᵓᵏᵏ

ɦẅݩʴ
М̽ẅɟࢧ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵕᵔ
ᵐᵔᵑ

ᵏᵒᵖ
ᵏᵗᵗ

ᾓᾐᾘᾢᾔᾝఇࡸ˟ᅈ
ఇࡸ˟ᅈᵬᵧᵱᵱᵷᵭ

᧲ޟჄɶ߷ࠊ
ிʮᣃ፶ࠊ

ᬡئထᵐᵋᵐᵓ
ᅕଢӨᵒᵋᵓᵋᵏᵕ

ᵎᵓᵕᵑᵋᵔᵔᵋᵏᵑᵐᵏ
ᵎᵒᵐᵋᵓᵕᵖᵋᵖᵐᵐᵐ

ẅࢧ
ʁ̬ẅݎɟ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵖᵒ
ᵕᵏ

ᵏᵒᵗ
ᵐᵎᵎ

ఇࡸ˟ᅈٻᣃ
ఇࡸ˟ᅈଐஜỿἵἼỴಅ

ࠊ᧵ٻࡅ᧵ٻ
ग़ۧჄࠊޛ

ဃғဃிᵐᵋᵓᵋᵑٻᣃἥἽᵏᵤ
ிँဃထᵗᵖᵎᵋᵓ

ᵎᵔᵋᵔᵕᵏᵓᵋᵏᵏᵕᵐ
ᵎᵖᵗᵋᵗᵕᵑᵋᵔᵑᵏᵏ

ޛဋẅީʴ
ɤẅҢ

ἇὊἥἋ
ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬
ဃငࣱӼɥ

ᵑᵒᵖ
ᵏᵑᵒ

ᵏᵓᵎ
ᵐᵎᵏ

ٻӷೞᙌᡯఇࡸ˟ᅈ
ଐஜἇἿὊἎఇࡸ˟ᅈ

ࡅ᧵ٻ᭗ಹࠊ
τࡉჄᑱࠊދ

ขඑထᵏᵋᵐᵔᵋᵐᵔ
ٻҾထᵒဪᵐӭ

ᵎᵕᵐᵋᵔᵕᵏᵋᵓᵕᵓᵏ
ᵎᵕᵗᵕᵋᵐᵔᵋᵔᵓᵏᵏ

ٻဋẅᱴɟᢹ
జయẅஊᬐ܇

ờỉỀẪụ
ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵔᵔ
ᵐᵔᵖ

ᵏᵓᵏ
ᵐᵎᵐ

ிಅఇࡸ˟ᅈ
ఇࡸ˟ᅈଐஜἘἾἏἧἚ

ग़ჷჄܤ؉ࠊ
ிʮᣃҘˊဋғ

ထɤᢹᵏဪעᵐᵔ
ထᵏᵋᵖᵋᵏҞᔺᧉᵫᵩἥἽᵏ᨞

ᵎᵓᵔᵋᵔᵗᵖᵋᵐᵏᵐᵏ
ᵎᵑᵋᵑᵐᵔᵒᵋᵎᵖᵎᵎ

ࢸᕲẅ̮ʼ
܇ẅᅵଢ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ
ᩔᙲྒࢽ

ᵗᵐ
ᵏᵗᵓ

ᵏᵓᵐ
ᵐᵎᵑ

ఇࡸ˟ᅈἒỶὁἘἕἁ
ఇࡸ˟ᅈଐஜἥἊἋἙὊἑὊἩἿἍἉὅἂἍὅἑὊ ग़ჷჄӸӞࠊދ
τࡉჄᅕৎࠊ

ᙱғٻஙᵑᵋᵒᵑ
ɶځғ˙ᕲထᵏᵏᵗٻဃԡᅕৎɤܷἥἽᵏᵎ᨞

ᵎᵓᵐᵋᵓᵎᵔᵋᵕᵐᵖᵏ
ᵎᵕᵖᵋᵑᵑᵐᵋᵎᵖᵕᵏ

ޢẅ࣓ࣙ
൷ẅिʚ

ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ
ဃငࣱӼɥ

ᵐᵒᵖ
ᵏᵏᵓ

ᴾἑᘍ
ᵏᵗᵒ
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掲載企業一覧表
（あいうえお順索引）
ဪӭ

ᅈӸ

Ўᾀ

Ўᾁ

ᵐᵎᵒ

ఇࡸ˟ᅈଐஜἫἕἁἋ

ᧈ߃Ⴤଔࠊ

ענ
ʁᓶထᵗᵗဪעᵒᵖ

˰

ᵎᵗᵓᵕᵋᵐᵔᵋᵓᵏᵏᵏ

ᩓᛅဪӭ

ݱẅබ

ˊᘙᎍ

ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬

᪫
ᵑᵓᵔ

ᵐᵎᵓ

ఇࡸ˟ᅈଐஜἫἽἚಅ

᩺ޢჄකࠊ

ឱ᭗ᵐᵗᵐᵋᵓᵏ

ᵎᵓᵓᵋᵗᵐᵓᵋᵎᵕᵎᵕ

ᕲҾẅҢʍ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵒᵐ

ᵐᵎᵔ

ஊᨂ˟ᅈᧈ߷ਲཋᙌ˺

ૼჄ༚ࠊ

᧙ݱᵔᵖᵏѸᵏᵖ

ᵎᵐᵓᵔᵋᵔᵑᵋᵖᵔᵐᵐ

ᧈ߷ẅΰኔ

ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵑᵐ

ᵐᵎᵕ

οৎᣒᡯఇࡸ˟ᅈ

ౕ᩷Ⴤοৎࠊ

܌ٻฬထ܌ஜထᵗဪע

ᵎᵏᵕᵖᵋᵑᵑᵋᵏᵏᵕᵏ

ᬡʟẅ࠽ɤᢹ

ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵕᵏ

ᵐᵎᵖ

ఇࡸ˟ᅈᓮʈᣱᡯ

ग़ჷჄӸӞࠊދ

ዯғٻ᭗ထ܌ᙱᧉဋᵒᵏဪ

ᵎᵓᵐᵋᵔᵐᵏᵋᵐᵏᵖᵓ

ʁẅା

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵒᵒ

ᵐᵎᵗ

ఇࡸ˟ᅈἤỾἉἶἰ

ჽ߷Ⴤඑࠊ

ᅦفထҤᵒᵏᵋᵔ

ᵎᵕᵔᵋᵐᵒᵎᵋᵖᵕᵖᵐ

ிޛẅᘽɟ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵕᵒ

ᵐᵏᵎ

ọẦụԛ֠ ఇࡸ˟ᅈ

ᧈჄ᛭ᚧᢼɦ᛭ᚧထ

ᵒᵖᵒᵖᵋᵏ

ᵎᵐᵔᵋᵔᵐᵕᵋᵖᵖᵒᵖ

ẅծҦ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵑᵒ

ᵐᵏᵏ

ఇࡸ˟ᅈ፦ή২ᄂ

᧲ޟჄ፦ຜьᒔࠊ

ᇽထᵐɠႸᵑᵋᵑᵑ

ᵎᵓᵕᵒᵋᵐᵓᵋᵏᵐᵒᵔ

ԧဋẅଞथ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵖᵔ

ᵐᵏᵐ

ఇࡸ˟ᅈᓛρ

ʮᣃࡅʮᣃࠊ

ிޛғҾᡫٻԧٻែிλᵐɠႸ

ᵎᵕᵓᵋᵓᵒᵏᵋᵒᵏᵒᵏ

яẅࢧࢠ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵎᵕ

ᵐᵏᵑ

ఇࡸ˟ᅈọỉỂở

ᒠ؉ჄẦẴỚầạỤࠊ

ขᵑᵖᵏᵋᵏ

ᵎᵐᵗᵋᵖᵒᵎᵋᵖᵎᵖᵎ

ẅշɟ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵖᵑ

ᵐᵏᵒ

ஊᨂ˟ᅈଐỉЈٻ

ჽ߷ჄᯙྫྷᢼᏡႇထ

܌߷ᵏᵗ܌ᵗᵑဪע

ᵎᵕᵔᵖᵋᵔᵕᵋᵏᵎᵏᵎ

ᬔئẅᢷپ

ἇὊἥἋ

ဃငࣱӼɥ

ᵕᵔ

ᵐᵏᵓ

ଐỉЈʩᡫఇࡸ˟ᅈ

҅ෙᢊᙸޥඑࠊ

ٻԧᵐவᵗᵋᵏᵗᵋᵓ

ᵎᵏᵐᵔᵋᵐᵓᵋᵐᵏᵐᵏ

ɶែẅ࠴ᨺ

ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵔᵖ

ᵐᵏᵔ

ଐʀஜငఇࡸ˟ᅈ

τࡉჄɤဋࠊ

࣓Ҿᵖᵖᵐဪע

ᵎᵕᵗᵋᵓᵔᵒᵋᵐᵐᵐᵐ

ᙸẅᘽ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵕᵐ

ᵐᵏᵕ

ஊᨂ˟ᅈ්ޛޢ

ޛޢჄࠊޛޢ

҅ғٻΨᬜЭᵗဪᵐᵓӭ

ᵎᵖᵔᵋᵐᵐᵔᵋᵎᵓᵎᵑ

᧺ᢿẅঙɤ

ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵕᵖ

ᵐᵏᵖ

ஊᨂ˟ᅈọợẮỽὅἣἝὊ

ᯓӕჄο᪽ᢼο᪽ထ

ஜᵖᵕᵕ

ᵎᵖᵓᵖᵋᵕᵑᵋᵖᵐᵏᵏ

ݱҾẅМɟᢹ

ἇὊἥἋ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵐᵒ

ᵐᵏᵗ

ఇࡸ˟ᅈЈች݅

ᧈჄޢࠊ

ʻʟᵏᵔᵖᵎᵋᵏ

ᵎᵐᵔᵔᵋᵐᵐᵋᵖᵖᵔᵔ

Јẅദࢠ

ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵑᵔ

ᵐᵐᵎ

૾ஙఇࡸ˟ᅈ

፭ᬔჄЭࠊ

ٻ߷ټထᵏᵐᵒᵖ

ᵎᵐᵕᵋᵐᵔᵏᵋᵎᵐᵏᵔ

૾ẅܨ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵓᵕ

ᵐᵐᵏ

࠼ሥᝠఇࡸ˟ᅈ

࠼Ⴤ࠼ࠊ

ɶғٻထᵓᵋᵕᵋᵏᵕ

ᵎᵖᵐᵋᵐᵒᵑᵋᵓᵓᵎᵏ

߷ڸẅМዋ

ἇὊἥἋ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵓᵐ

ᵐᵐᵐ

ஊᨂ˟ᅈ࠼ཊئ

ᬐ߷Ⴤஙဋᢼɤஙထ

ᰦࡊᵐᵏᵓ

ᵎᵖᵕᵋᵖᵗᵗᵋᵎᵓᵓᵓ

࠼ẅᝅ

ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵓᵒ

ᵐᵐᵑ

ఇࡸ˟ᅈἤἿἱᙌ˺

ʮᣃࡅʮဋᡀࠊ

˰ٻ൷ῶᇢᵔᵋᵏ

ᵎᵕᵕᵒᵋᵔᵑᵋᵏᵑᵔᵒ

ஊӐẅࡠΪ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵎᵔ

ᵐᵐᵒ

ఇࡸ˟ᅈࢀங২ᄂ

ޛӝჄɦࠊ

ᓶޛᵐɠႸᵗᵎᵒᵋᵏᵓ

ᵎᵖᵑᵑᵋᵒᵔᵋᵑᵓᵑᵓ

ࢀɶẅծଯ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵑᵏ

ᵐᵐᵓ

ఇࡸ˟ᅈἧỹἝἕἁἋἢỶỼ

࠼Ⴤி࠼ࠊ

ᦟޛᵑɠႸᵒᵋᵏ

ᵎᵖᵐᵋᵒᵑᵏᵋᵎᵎᵏᵔ

ဋẅҢ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵖᵒ

ᵐᵐᵔ

ᅦʟἧỳỶἢὊἘἕἁఇࡸ˟ᅈ

ग़ჷჄᝅࠊ

ɶҾထޥᙱᵓᵋᵏ

ᵎᵓᵑᵐᵋᵒᵏᵋᵏᵐᵏᵏ

ᅦʟẅᒍ᠒

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵓᵓ

ᵐᵐᵕ

ᅦޛ᱅ᣖఇࡸ˟ᅈ

ᰦδჄᩤࠊ

ᅦޛထᅦޛᵐᵖᵖᵖ

ᵎᵗᵗᵋᵐᵏᵖᵋᵖᵑᵒᵓ

ẅ˺

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵑᵎᵓ

ᵐᵐᵖ

ᕲችೞఇࡸ˟ᅈ

ޛషჄɶ߾ઊᢼଯԧထ

ሰއૼעᵏᵔᵒᵖᵋᵕ

ᵎᵓᵓᵋᵐᵕᵓᵋᵔᵔᵒᵒ

ૼᕲẅค

ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵑᵒ

ᵐᵐᵗ

ఇࡸ˟ᅈἧἊἑҔᅹ֥

ிʮᣃ૨ʮғ

ஜᣂᵑɠႸᵔဪᵏӭ

ᵎᵑᵋᵑᵖᵏᵓᵋᵖᵖᵏᵎ

Эٶẅ̮ܨ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵗᵒ

ᵐᵑᵎ

ఇࡸ˟ᅈʚɥ

݈ޛჄ᭗ࠊޢ

ᧈঅݢᵏᵎᵎᵎ

ᵎᵕᵔᵔᵋᵐᵑᵋᵖᵓᵑᵏ

ʚɥẅᴾМҦ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵐᵐ

ᵐᵑᵏ

ʚʋች݅ೞಅఇࡸ˟ᅈ

ʮᣃࡅʮᣃࠊ

ҤғՓኺဋထᵑᵑᵋᵑ

ᵎᵕᵓᵋᵔᵔᵏᵋᵐᵗᵑᵏ

ʚʋẅᑣɤ

ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵒᵐ

ᵐᵑᵐ

ఇࡸ˟ᅈἩἿἘἕἁỺὅἊἝỴἼὅἂ

ૼჄ҅ᔓҾᢼᎢቛထ

܌ٻᔨᵓᵑᵐᵐᵋᵐᵔ

ᵎᵐᵓᵋᵐᵕᵖᵋᵏᵓᵓᵏ

ẅМΪ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵏᵓ

ᵐᵑᵑ

Кᩓዴఇࡸ˟ᅈ

τࡉჄࠊ߃ށ

ກ൶ᵐᵋᵏᵏᵋᵓ

ᵎᵔᵋᵒᵗᵔᵎᵋᵗᵏᵕᵎ

Кᖍẅ᎓

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵕᵏ

ᵐᵑᵒ

ἫἜἋἑἋఇࡸ˟ᅈ

ඌጃჄඌጃࠊ

ɶځᵐᵋᵔᵋᵒᵔ

ᵎᵗᵖᵋᵗᵑᵒᵋᵕᵔᵐᵕ

ᢒޛẅͤپ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵑᵎᵗ

ᵐᵑᵓ

ఇࡸ˟ᅈἫἁἋ

ᅕ߷ډჄҽஙࠊ

ɶထᵒᵋᵒᵋᵏᵑޢἥἽᵒ᨞

ᵎᵒᵔᵋᵐᵎᵎᵋᵗᵐᵖᵖ

ɶẅٽɟ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵏᵒ

ᵐᵑᵔ

ఇࡸ˟ᅈἪἼỼἋὉἭὊἽἙỵὅἂἋ

ग़ჷჄᝅࠊ

ிౕޢᵐɠႸᵕဪעỉᵔ

ᵎᵓᵑᵐᵋᵖᵖᵋᵔᵑᵎᵓ

ݱဋẅᑣ

ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵒᵕ

ᵐᵑᵕ

ఇࡸ˟ᅈἫὅἓἵὊỸỵἋỿὊ

ྚؖჄᆃ༵ࠊ

ỚỄụầɯᵒᵗဪ

ᵎᵒᵗᵒᵋᵔᵐᵋᵒᵔᵎᵏ

Ꮔםẅ˙ჷᢹ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵗᵐ

ᵐᵑᵖ

҅ᨕỴἽἱἝỸἲఇࡸ˟ᅈ

݈ޛჄ᭗ࠊޢ

ᇽ߷ᵐᵐᵔᵓ

ᵎᵕᵔᵔᵋᵑᵏᵋᵒᵑᵎᵎ

ᒰʟẅ്

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵐᵑ

ᵐᵑᵗ

҅ᨕἘἁἠఇࡸ˟ᅈ

݈ޛჄݧ൦ࠊ

᩷ʟᵏɠႸᵖဪᵑӭ

ᵎᵕᵔᵔᵋᵓᵕᵋᵏᵒᵎᵎ

ங̽ẅദଢ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵐᵒ

ᵐᵒᵎ

҅ᨕἤὊἘỵὅἂఇࡸ˟ᅈ

ᅦʟჄɤ૾ᢼ፦ාထ

˱ᵓᵕӭᵏᵔ

ᵎᵕᵕᵎᵋᵑᵐᵋᵎᵐᵓᵖ

فဋẅѠ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵕᵖ

ᵐᵒᵏ

ఇࡸ˟ᅈἯἘἚẦẟếẦ

ᒠ؉ჄẦẴỚầạỤࠊ

ဏᅕᵐᵒᵎᵋᵏᵖ

ᵎᵐᵗᵋᵖᵗᵕᵋᵏᵖᵏᵓ

شẅỚỡẨ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵒᵗ

ᵐᵒᵐ

ఇࡸ˟ᅈἮἽἘἕἁἋἍỶἂὅ

፭ᬔჄܤɶࠊ

Ҿࠊᵒᵑᵐဪע

ᵎᵐᵕᵋᵑᵖᵐᵋᵑᵑᵑᵑ

നʟẅܨ

ἇὊἥἋ

ဃငࣱӼɥ

ᵓᵗ

ᵐᵒᵑ

ἰỶἁἿἝἁἋఇࡸ˟ᅈ

ʮᣃࡅʁɭᢼʁࣂޛထ

ဋʟૼᒰᙸᵐᵒဪעᵏ

ᵎᵕᵕᵒᵋᵒᵔᵋᵖᵑᵎᵑ

οஙẅᑣ

ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵒᵑ

ᵐᵒᵒ

ἰỶἅἕἁငಅఇࡸ˟ᅈ

ჽ߷Ⴤႉࠊޛ

̽ᢿထᵐᵎᵏᵔဪע

ᵎᵕᵔᵋᵐᵕᵔᵋᵔᵏᵕᵐ

ኺشẅࢀଢ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵐᵗ

ᵐᵒᵓ

ЭဋᕤԼಅఇࡸ˟ᅈ

݈ޛჄ݈ࠊޛ

Ӽૼ࠽ထᵏɠႸᵏᵖဪᵒᵕӭ

ᵎᵕᵔᵋᵒᵓᵏᵋᵑᵕᵑᵏ

Эဋẅٻʼ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵐᵔ

ᵐᵒᵔ

ఇࡸ˟ᅈஜೞᙌ˺

ࠊبࡅ᧵ٻ

بғɤܰထᵔᵋᵑᵐᵔ

ᵎᵕᵐᵋᵐᵐᵗᵋᵑᵑᵖᵖ

ஜẅჷᓙ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵔᵐ

ᵐᵒᵕ

ఇࡸ˟ᅈἰἘἼỴἽ

ிʮᣃٻဋғ

Ҥρᣂᵑᵋᵐᵐᵋᵏᵏ

ᵎᵑᵋᵑᵕᵑᵑᵋᵑᵗᵏᵓ

ኬẅคɟ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵔᵓ

ᵐᵒᵖ

ᡯೞఇࡸ˟ᅈ

ग़ۧჄʻࠊ

᭗ᢿဍᵔᵑᵑᵋᵑ

ᵎᵖᵗᵋᵖᵒᵏᵋᵗᵐᵏᵕ

ẅݩʂ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵑᵔ

ᵐᵒᵗ

ӳӷ˟ᅈἰἽỽ

ౕ᩷Ⴤοৎࠊ

ฬ᭗ӨᵓɠႸᵓᵋᵒ

ᵎᵏᵕᵖᵋᵑᵐᵋᵎᵏᵗᵔ

ᅸޛẅψဏ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵕᵑ

ᵐᵓᵎ

ɺσ൦ငఇࡸ˟ᅈ

҅ෙᢊᆐϋࠊ

ɶځᵒɠႸᵏᵖဪᵏᵖӭ

ᵎᵏᵔᵐᵋᵐᵑᵋᵒᵎᵓᵎ

ܷஜẅܯʂ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵔᵔ

ᵐᵓᵏ

ఇࡸ˟ᅈɺҗދٻ

࢟ޛჄࠊ࢟ޛ

җଐထᵑᵋᵏᵎᵋᵏ

ᵎᵐᵑᵋᵔᵑᵐᵋᵏᵏᵐᵐ

˱ᕲẅМӫᘕᧉ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵒᵑ

ᵐᵓᵐ

ɺٻೞఇࡸ˟ᅈ

ᅸဋჄỆẦỖࠊ

ි܌ᇽౕᵏᵐᵓᵋᵏ

ᵎᵏᵖᵒᵋᵑᵖᵋᵑᵗᵖᵖ

ᓎעẅψ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵒᵐ

ᵐᵓᵑ

ఇࡸ˟ᅈᴾɺᤧ

፭ᬔჄЭࠊ

ᯓӕထᵏᵓᵏᵋᵗ

ᵎᵐᵕᵋᵐᵔᵗᵋᵐᵓᵔᵕ

ɺẅՋᢹ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵓᵔ

ᴾἡᘍ

ᴾἰᘍ
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掲載企業一覧表
（あいうえお順索引）
ဪӭ

Ўᾀ

Ўᾁ

ᵐᵓᵒ

ɺᕲችఇࡸ˟ᅈ

ᅈӸ

ग़ჷჄᙱࠊރ

ענ
Ὀ൷ထʞοҗοဪע

˰

ᵎᵓᵔᵑᵋᵓᵔᵋᵐᵐᵖᵖ

ᩓᛅဪӭ

ᱣᕲẅᘽӪ

ˊᘙᎍ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

᪫
ᵏᵎᵏ

ᵐᵓᵓ

ɤඕ൦ᮄఇࡸ˟ᅈ

ग़ჷჄᙱࠊރ

ɟᑥထហ፶҅ᒰ܇ᵕᵐဪע

ᵎᵓᵔᵑᵋᵕᵐᵋᵐᵏᵕᵗ

௷߃ẅࣙ፯

ἇὊἥἋ

ဃငࣱӼɥ

ᵗᵓ

ᵐᵓᵔ

ἱἌἑἝἢἽἨಅఇࡸ˟ᅈ

᧲ޟჄޛჄࠊ

݈൨ᵏᵗᵒ

ᵎᵓᵖᵏᵋᵓᵐᵋᵐᵏᵑᵏ

൦ẅჇʍ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵖᵓ

ᵐᵓᵕ

ఇࡸ˟ᅈἱἜἱἇὁ

ᧈჄᧈࠊ

ɶឭᵏᵋᵐᵋᵐᵐ

ᵎᵐᵔᵋᵐᵔᵑᵋᵑᵏᵎᵎ

Ҥຓẅܨɟ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵖᵐ

ᵐᵓᵖ

ஊᨂ˟ᅈܷ؉ᓑࡃ܇

ඌጃჄჽࠊ

܌ჽᵕᵐᵕᵋᵏ

ᵎᵗᵖᵎᵋᵖᵑᵋᵒᵖᵑᵑ

ܷ؉ẅᱴʚ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵑᵎᵖ

ᵐᵓᵗ

ఇࡸ˟ᅈἱἶἀἣἕἃὊἊ

ඌጃჄᝅᙸ؉ࠊ

ᝅ߃ᵑᵋᵑᵎ

ᵎᵗᵖᵋᵖᵓᵏᵋᵏᵏᵖᵓ

ܷ؉ẅᡫ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵑᵎᵕ

ᵐᵔᵎ

ܷקἆἲఇࡸ˟ᅈ

ᧈჄᒗࠊ

ᝅᵓᵑᵓᵎ

ᵎᵐᵔᵔᵋᵕᵑᵋᵕᵏᵎᵎ

ܷקẅܑᨺ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵑᵑ

ᵐᵔᵏ

ܷᣫఇࡸ˟ᅈ

˱ჄՓࠊ

ᑔܷထᵐᵑᵏᵖ

ᵎᵗᵓᵓᵋᵕᵑᵋᵐᵏᵓᵏ

ܷẅฌɟ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵗᵓ

ᵐᵔᵐ

ဋஙᙌ˺

ᅦޢჄࠊܪ

ဋᵏᵐᵎᵑ

ᵎᵗᵒᵎᵋᵔᵐᵋᵎᵓᵗᵓ

ဋẅႾɤ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵒᵏ

ᵐᵔᵑ

ܴᖅᙌዠఇࡸ˟ᅈ

҅ෙᢊܴᖅࠊ

ɶထᵒɠႸᵏᵕᵋᵗ

ᵎᵏᵒᵋᵑᵒᵕᵋᵏᵐᵗᵎ

ჽޢẅࠎɟ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵑᵕ

ᵐᵔᵒ

Ӹ፦ᐻಅఇࡸ˟ᅈ

҅ෙᢊЉࠊ

న߷ထᵏဪᵓӭ

ᵎᵏᵑᵋᵖᵑᵏᵋᵓᵑᵖᵗ

᧺ႻẅҦ࣓

ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵔᵗ

ᵐᵔᵓ

ఇࡸ˟ᅈౕ߷ἄὊἊᙌ˺

ᬐ߷Ⴤஙဋᢼɤஙထ

൧ɥᵔᵐᵎ

ᵎᵖᵕᵋᵖᵗᵖᵋᵏᵏᵓᵏ

ౕ߷ẅദᒍ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵑᵑ

ᵐᵔᵔ

Ⴎ߷ᣒᡯఇࡸ˟ᅈ

࠼ჄԒࠊ

ිܤထҾလᵒᵒ

ᵎᵖᵐᵑᵋᵖᵒᵋᵐᵎᵐᵐ

Ⴎ߷ẅჷЩ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵖᵑ

ᴾἶᘍ
ᵐᵔᵕ

ἶἂἓᩓ܇ಅఇࡸ˟ᅈ

ܷ؉Ⴤჽࠇࠊ

ᰦӍ֒܌ӫᘓᧉᵑᵎᵏᴾ

ᵎᵐᵐᵋᵓᵕᵓᵋᵐᵏᵎᵔᴾ

บẅ̢ɟ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵕᵕ

ᵐᵔᵖ

ἶἋἒỺὅἊἝỴἼὅἂఇࡸ˟ᅈ

ࠊ᧵ٻࡅ᧵ٻ

ුᡮғطᒬᵑᵋᵐᵋᵐᵔ

ᵎᵔᵔᵋᵓᵔᵏᵋᵓᵕᵖᵖ

ܤဋẅʮɟᴾ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵏᵎ

ᵐᵔᵗ

ఇࡸ˟ᅈοࠪỈẳ

ग़ჷჄ҅ӸӞࠊދ

ޛʂټᅕிᵏᵖ

ᵎᵓᵔᵖᵋᵐᵐᵋᵐᵔᵐᵗ

ᤠஙẅЩʂ

ἇὊἥἋ

ဃငࣱӼɥ

ᵗᵕ

ᵐᵕᵎ

ఇࡸ˟ᅈޛɟἡỾ

ग़ჷჄӸӞࠊދ

ዯғٻఌޛʚɠႸᵏᵒᵔဪע

ᵎᵓᵐᵋᵔᵐᵒᵋᵐᵓᵓᵓ

ݢᙱẅؕ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵓᵒ

ᵐᵕᵏ

ஊᨂ˟ᅈޛϋἢἕἚᙌئ

҅ෙᢊɶ߷ᢼஜКထ

҅ᵔɠႸ

ᵎᵏᵓᵔᵋᵐᵐᵋᵓᵕᵑᵕ

ޛϋẅคɟ

ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵏᵗ

ᵐᵕᵐ

ఇࡸ˟ᅈἶἰỿ

ग़ჷჄᙱࠊރ

ݢထׄῶл್ᢊᙱᵏᵎဪעᵏ

ᵎᵓᵔᵑᵋᵓᵗᵋᵕᵏᵑᵓ

ᤠஙẅᒍଯ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵎᵑ

ᵐᵕᵑ

ఇࡸ˟ᅈ߃ޛᙌ˺

᩺ޢჄ᩺ࠊޢ

ฌ൦ғᧈ߃ᵐᵒᵏ

ᵎᵓᵒᵑᵋᵒᵓᵋᵐᵏᵖᵔ

߃ޛẅẦấụ

ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵑᵖ

ᵐᵕᵒ

ఇࡸ˟ᅈޛဋᰄҳ

࢟ޛჄඑࠊ

ထᵏɠႸᵓᵋᵏᵖ

ᵎᵐᵑᵋᵖᵐᵐᵋᵏᵎᵎᵎ

ޛဋẅී

ἇὊἥἋ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵐᵔ

ᵐᵕᵓ

ఇࡸ˟ᅈޛဋᙌ˺

ग़ჷჄẝộࠊ

ᑶദ܌ɡӒעᵏᵗ

ᵎᵓᵐᵋᵒᵒᵐᵋᵏᵒᵗᵏ

ޛဋẅᒍႇ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵗᵗ

ᵐᵕᵔ

ఇࡸ˟ᅈٻԧ

ჽ߷Ⴤݱࠊ

ɸထᵑᵓဪעᵏᵕ

ᵎᵕᵔᵋᵏᵒᵑᵋᵏᵏᵓᵓ

ဋẅᨙٽᢹ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵕᵓ

ᵐᵕᵕ

ޛషޓಅఇࡸ˟ᅈ

᩺ޢჄᕲࠊ

್ϋᵖᵎᵎᵋᵐᵎ

ᵎᵓᵒᵋᵔᵒᵏᵋᵖᵒᵕᵒ

ޛషẅଯ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵖᵖ

ᵐᵕᵖ

ޛష᥄ᣱఇࡸ˟ᅈ

ޛషჄ҅றࠊ

ႉ߸ထӨὈҾᵐᵐᵖᵑ

ᵎᵓᵓᵋᵏᵑᵓᵋᵐᵐᵑᵔ

҅Ҿẅݣᬔ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵖᵏ

ᵐᵕᵗ

ఇࡸ˟ᅈޛஜԼ

᩺ޢჄɤࠊ

ࣂטᵏᵎᵑᵋᵐ

ᵎᵓᵓᵋᵗᵖᵐᵋᵎᵖᵗᵐ

ޛஜẅᝅ

ờỉỀẪụ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵑᵗ

ᵐᵖᵎ

ஊᨂ˟ᅈᴾޛஜችೞ

ᯓӕჄޥ፦ᢼޥ፦ထ

ි݈ᵔᵏᵎᵋᵕ

ᵎᵖᵓᵕᵋᵕᵐᵋᵏᵕᵐᵓ

ޛஜẅࡍپ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵐᵎ

ᵐᵖᵏ

ఇࡸ˟ᅈἸὊἳἙỵỴ

ܷ؉Ⴤ˅Өࠊ

ᒉғםಿᵏᵎᵑဪע

ᵎᵐᵐᵋᵐᵐᵒᵋᵓᵏᵓᵏ

ʻẅר

ἇὊἥἋ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵐᵒ

ᵐᵖᵐ

ೞỺὅἊἝỴἼὅἂఇࡸ˟ᅈ

ᅦޢჄࠊࡅܸٽ

҅܌ٻᵏᵎᵗᵔᵋᵖ

ᵎᵗᵐᵋᵗᵐᵎᵋᵓᵓᵎᵏ

ཊဋẅᱺ

ἇὊἥἋ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵓᵓ

ᵐᵖᵑ

ఇࡸ˟ᅈืỉδᴾෙểٲởẬ

༇ஜჄ൦̯ࠊ

ٻᡐᵏᵐᵏᵑ

ᵎᵗᵔᵔᵋᵔᵐᵋᵔᵐᵔᵐ

ဋހẅൔӞ

ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ

ᵑᵎᵏ

ᵐᵖᵒ

ఇࡸ˟ᅈᨗԧ

ᅦޢჄ҅ʋ߸ࠊ

̽ݱҤғ܌ٻዡᵑᵗᵏᵒဪᵕᵓ

ᵎᵗᵑᵋᵒᵕᵑᵋᵑᵒᵏᵏ

ឭЈẅྸᨙ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵒᵐ

ᵐᵖᵓ

್ාᩓ܇ఇࡸ˟ᅈ

ᅕ߷ډჄ್ාࠊ

̬םὈғʿӼထᵗᵑᵕᵋᵐ

ᵎᵒᵓᵋᵑᵑᵒᵋᵎᵔᵖᵏ

ᅕဋẅɟࢀ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵏᵐ

ᵐᵖᵔ

ఇࡸ˟ᅈ್ࡽᾢᾡ

ிʮᣃᓹғ

ᙱʒஊᵐᵋᵐᵎᵋᵓ

ᵎᵑᵋᵔᵔᵓᵕᵋᵕᵐᵖᵖ

ࠊ߷ẅ॰ٽᢹ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵔᵗ

ᵐᵖᵕ

ఇࡸ˟ᅈἺἉỽὁ

ૼჄᙱᔓҾᢼࢄࢠ

ٻ܌ٻৎᵔᵑᵓᵋᵑ

ᵎᵐᵓᵔᵋᵗᵏᵋᵐᵐᵏᵎ

Ӵ߷ẅщ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵏᵗ

ᵐᵖᵖ

ἺἉἈὁᵪᵟఇࡸ˟ᅈ

ҘᓶჄࠊ

ૼҗ˷ʚᵏᵕဪעᵏ

ᵎᵒᵋᵕᵏᵑᵏᵋᵒᵏᵐᵏ

˱ʁஜẅଢ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵗᵑ

ᵐᵖᵗ

ఇࡸ˟ᅈἺἉἒ

ᒠ؉Ⴤ൦ৎࠊ

߃طထᵐᵑᵔᵑ

ᵎᵐᵗᵋᵐᵗᵕᵋᵏᵎᵎᵓ

Ӵဋẅᨗ܇

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵓᵏ

ᵐᵗᵎ

Ӵᩓ҄ಅఇࡸ˟ᅈ

ྚؖჄឭࠊ

ឭὈᵓɠႸᵏဪᵏᵗӭ

ᵎᵒᵖᵋᵗᵓᵏᵋᵏᵏᵏᵏ

Ӵẅݎ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵔᵎ

ᵐᵗᵏ

ஊᨂ˟ᅈᴾᴾங

ᯓӕჄᯓӕࠊ

᩷ထӴ߷ᵏᵎᵐ

ᵎᵖᵓᵕᵋᵖᵓᵋᵎᵖᵎᵓ

ẅࢀܤ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵕᵓ

ᵐᵗᵐ

ఇࡸ˟ᅈἻỶἧἃỴ

ࠊ᧵ٻࡅ᧵ٻ

ɶځғထᵑᵋᵓᵋᵓᴾᵿᶇᵋᶂᶍἥἽᵏᵑ᨞

ᵎᵔᵋᵔᵗᵒᵒᵋᵏᵓᵎᵔ

ɟẅџɟᢹ

ἇὊἥἋ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵎᵖ

ᵐᵗᵑ

ఇࡸ˟ᅈἻὉỵὊἝἷ

ࠊ᧵ٻࡅ᧵ٻ

ɶځғᙱ࣎૬ᵏᵋᵏᵎᵋᵑᵋᵠᵏ

ᵎᵔᵋᵔᵐᵓᵏᵋᵏᵔᵑᵎ

ɥிẅͤɟᢹ

ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵔᵒ

ᵐᵗᵒ

ఇࡸ˟ᅈ௶உ

҅ෙᢊඕிᢼ᪦ထ

ɦ᪦҅ᵗዴᙱᵏᵖᵋᵐ

ᵎᵏᵓᵓᵋᵑᵐᵋᵑᵑᵑᵑ

ဋẅଞ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵔᵓ

ᵐᵗᵓ

ᓛҤᩓᘺఇࡸ˟ᅈ

τࡉჄۈែࠊ

ʒޛᵏᵖᵔᵋᵖ

ᵎᵕᵗᵋᵐᵑᵒᵋᵏᵑᵕᵖ

δẅဃʍ

ờỉỀẪụ

ဃငࣱӼɥ

ᵏᵏᵕ

ᵐᵗᵔ

ఇࡸ˟ᅈᾛᾞᾞᾞᾕ

ޛషჄᇳԉࠊ

ᑱ߷ထɶᑱ߷ᵓᵓᵗᵋᵏ

ᵎᵓᵎᵋᵑᵕᵖᵔᵋᵕᵎᵐᵓ

ɺẅ̀൶

ἇὊἥἋ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵑᵐ

ᴾἻὉὁᘍ

ᵐᵗᵕ

ఇࡸ˟ᅈἽἥὊ

ډᑣჄ೧Ҿࠊ

࣐ᢿထᵏᵔᵒᵋᵔ

ᵎᵕᵒᵒᵋᵐᵑᵋᵓᵐᵏᵑ

ᡁஜẅᱴ

ἇὊἥἋ

ਃẟᄩ̬

ᵑᵓᵏ

ᵐᵗᵖ

ఇࡸ˟ᅈἾἝỴἋ

࠼ჄɤҾࠊ

කဋᙱထݱҾᵐᵎᵎᵋᵕᵔ

ᵎᵖᵒᵖᵋᵖᵔᵋᵏᵏᵑᵕ

Эဋẅݰ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵐᵖᵐ

ᵐᵗᵗ

ఇࡸ˟ᅈἿἨἋἚἋ

፭ᬔჄٽဋࠊ

ٻҾထᵐᵐᵖᵑᵋᵑ

ᵎᵓᵎᵋᵑᵒᵏᵑᵋᵕᵕᵕᵏ

᭗ẅᢋᢹ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵏᵖᵖ

ᵑᵎᵎ

ఇࡸ˟ᅈὁὅἓἵὊ

ٻЎჄᝅࢸ᭗ဋࠊ

᭗ဋܷထᵖᵔᵐᵋᵑ

ᵎᵗᵕᵋᵖᵐᵒᵋᵎᵓᵖᵖ

ޢẅٽᡯ

ờỉỀẪụ

ᩔᙲྒࢽ

ᵑᵎᵑ
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掲載商店街一覧表
（あいうえお順索引）
番号

商店街名

所在地

頁

1

一ノ木戸商店街

新潟県三条市仲之町

387

2

魚町銀天街

福岡県北九州市小倉北区魚町

417

3

うらぶくろ商店街

広島県広島市中区袋町

407

4

海野町商店街

長野県上田市中央

389

5

大須商店街

愛知県名古屋市中区大須

395

6

おみぞ筋商店街

兵庫県姫路市呉服町

403

7

笠間稲荷門前通り商店街

茨城県笠間市笠間

381

8

川端通商店街

福岡県福岡市博多区上川端町

419

9

釧路駅西商店街

北海道釧路市黒金町

371

10

高円寺純情商店街

東京都杉並区高円寺北

385

11

佐世保中心商店街・商業施設

長崎県佐世保市本島町

421

12

札幌狸小路商店街

北海道札幌市中央区南二・三条西

367

13

シーパルピア女川・地元市場ハマテラス

宮城県牡鹿郡女川町

377

14

新大宮商店街

京都府京都市北区紫竹・紫野

399

15

瀬長島ウミカジテラス

沖縄県豊見城市瀬長

425

16

高松丸亀町商店街

香川県高松市丸亀町

413

17

塚口笑店街

兵庫県尼崎市塚口本町

405

18

都立大学５商店街

東京都目黒区柿の木坂・八雲・平町・中根

383

19

仲田本通商店街

愛知県名古屋市千種区仲田

393

20

中の棚商店街

広島県広島市中区立町・本通

409

21

名瀬まち商店街

鹿児島県奄美市名瀬入舟町

423

22

七日町通り商店街

福島県会津若松市七日町

379

23

沼津仲見世商店街

静岡県沼津市大手町

391

24

函館朝市

北海道函館市若松町

369

25

ひがしかわユニバーサルカード商店街

北海道上川郡東川町

375

26

富良野中心市街地商店街

北海道富良野市幸町

373

27

本町商店街

愛知県豊川市西本町

397

28

柳井町商店街

愛媛県松山市柳井町

415

29

山口市中心商店街

山口県山口市中市町・米屋町・道場門前

411

30

ララはしば商店街

大阪府守口市西郷通

401

434

お問い合わせ先

435

お問い合わせ先
はばたく中小企業・小規模事業者
経済産業省
団体名

部署

電話番号

中小企業庁

経営支援部 技術経営革新課

03-3501-1816

北海道経済産業局

産業部 産業振興課

011-709-1728

東北経済産業局

産業部 産業振興課

022-221-4906

関東経済産業局

産業部 産業振興課

048-600-0303

中部経済産業局

産業部 産業振興課

052-951-0520

近畿経済産業局

産業部 産業課

06-6966-6021

中国経済産業局

産業部 産業振興課

082-224-5638

四国経済産業局

産業部 産業振興課

087-811-8523

九州経済産業局

産業部 中小企業課

沖縄総合事務局

経済産業部 地域経済課

092-482-5447

436

098-866-1730

お問い合わせ先
はばたく商店街
経済産業省
団体名

部署

電話番号

中小企業庁

経営支援部 商業課

03-3501-1929

北海道経済産業局

産業部 経営支援課 商業振興室

011-738-3236

東北経済産業局

産業部 商業・流通サービス産業課

022-221-4914

関東経済産業局

産業部 流通・サービス産業課 商業振興室

048-600-0317

中部経済産業局

産業部 流通・サービス産業課 商業振興室

052-951-0597

近畿経済産業局

産業部 流通・サービス産業課

06-6966-6025

中国経済産業局

産業部 流通・サービス産業課

082-224-5655

四国経済産業局

産業部 商業・流通・サービス産業課

087-811-8524

九州経済産業局

産業部 流通・サービス産業課 商業振興室

沖縄総合事務局

経済産業部 商務通商課

437

092-482-5456
098-866-1731

438
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