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１．経営革新塾・創業塾などを利用
～創業前からサポート・経営革新計画を策定し発展へ～

【経営革新塾】経営革新計画作成を支援・低利融資も獲得

株式会社 日本シンクマスター（相模原・神奈川）「FILE01」

恐れずに新商品開発に踏み切って、本当によかったです
【経営革新塾】事業計画の見直しと計画経営の実践

ＨＡＩＲ ＳＰＡＣＥ Ｃｅｉｌ（草加・埼玉） 「FILE03」

「経営者」の大変さを実感、身近に相談相手がいることは心強い
【創業塾】創業支援・金融・販路相談

有限会社 フリー・グロウス（札幌・北海道）
「FILE05」

商工会議所フロアに創業準備室を設置、困ったら即相談です！
【経営革新計画を策定】補助金や国・県の制度など適切な情報提供

親和木材工業 株式会社（各務原・岐阜）
「FILE07」

わが国唯一の資源「木を正しく使う」ために、キットハウス販売ばく進中
【経営革新計画策定】
【会報で紹介】頼れる相談相手

株式会社 ＬＡＣＡＮ（田辺・和歌山）
「FILE09」

次も選んでいただくために、消費者の声をしっかりつかんで販促をお手伝い
【創業塾】
【日ごろの相談】事業計画の策定、日ごろの相談

カレー工房ビートル（恵庭・北海道）
「FILE10」

地元で愛される人気店を目指して奮闘中、ピンチのときの助太刀に感謝しています
【経営塾】少人数の寺子屋形式で個別指導

有限会社 中山写真館（総社・岡山）
「FILE18」

旧態依然とした経営スタイルに決別！実践型の講座が自信につながりました
【創業支援】
【経営相談】コンサルタント指導、産直市出展

あげ屋わ咲（新居浜・愛媛）
「FILE25」

創業のチャンスをくれたのが商工会議所、まめなフォローに大助かりです
【創業塾】
【明石経営塾】商工会議所はホームドクター

アソート 株式会社（明石・兵庫）
「FILE38」

創業から次世代育成にまで幅広く利用、何でも気軽に相談しています
【創業塾】
【黒板ポップの描き方講習会】
【帳簿指導】
【ホームページ作成】

萬金堂（青梅・東京）
「FILE41」

開業から現在までさまざまなサポート、ほとんど毎日完売しています

２．経営相談・マル経融資
～小さな企業の相談役です～

【融資制度紹介】
【地域づくり】公庫の融資制度紹介

料理旅館 伝洋（鳥羽・三重）「FILE04」

企業経営のため、地域の魅力づくりのため、次代の道を開くヒントをもらっています
【経営相談】
【物産展】
【会員割引事業】
【自動車リース事業】

有限会社 日本橋（苫小牧・北海道）
「FILE13」

商工会議所とは長年にわたるお付き合い、攻めるときも守るときも頼りにしてます
【経営相談】親身な相談で融資実行

株式会社 ＴＥＳＳ（仙台・宮城）
「FILE16」

一度断られた融資が商工会議所同行で実行に、確かな資金を得て足こぎ車いす普及に全力
【記帳指導】
【セミナー】経営アドバイス

Ｓｏｉｎｊｅ（ソワンジュ）
（富山）
「FILE19」

技術力だけでは店を経営できません、記帳指導を機に見通しがよくなりました
【店舗の魅力・売上アップ支援事業】店舗運営のコンサルを無料で

有限会社 焼肉飯店やしろう苑（太田・群馬）
「FILE29」

地域で愛され続ける店を目指し、無料コンサルティングで改善に挑戦
【チャレンジショップ】
【融資相談】
【イベント運営】グッズ販売を支援
多岐にわたる支援で実現！ゆるキャラⓇ を使ってまちおこし

合同会社 ひこらぼ（彦根・滋賀）
「FILE33」

３．商工会議所の事業をうまく利用
～国の助成制度を紹介やジョブ・カード、生命共済など多岐に
【産学官連携相談窓口】研究者や大学の紹介

中部冷間 株式会社（岡崎・愛知）
「FILE02」

１０年先を生き残るために、産学連携で基盤技術を磨いています
【YEG ビジネスプランコンテスト】グランプリ受賞で広い反響

有限会社 千代野自動車（白山・石川）
「FILE06」

青年部（ＹＥＧ）が新規事業拡大の突破口になりました
【地震対策融資】
【物産展】復興工事開始、まちの PR も

藤八屋（輪島・石川）
「FILE08」

震災復興、漆器のまち「輪島」に再び元気を！
【再生支援協議会】事業再生を果たせました

株式会社 川千家（東京）
「FILE11」

何としても生き残りたい！ 鰻屋を続けたい！新会社を設立し、事業再建に奮闘中
【ジョブ・カード】【社会人研修】助成金やマナー研修

株式会社 国際情報ネット（柏・千葉）「FILE14」

ジョブ・カードで採用のミスマッチを回避、助成金などで訓練に掛かる費用も軽減
【雇用調整助成金】
【農業との交流】雇用維持と野菜作りで地域貢献

株式会社 ケー・アイ・ケー（北上・岩手）
「FILE21」

雇用の維持も企業の役割、地域の一員として活動していきたい
【生命共済】独自の割引サービスや配当金も

株式会社 アール・ケー・ビー（郡山・福島）
「FILE40」

割安な掛け金で充実の保障、中小企業の強い味方となる共済制度です

４．各地オリジナルの事業を使って商売繁盛
～各地商工会議所の特徴ある事業を利用したケース～
【エコマーカー事業】紙のリサイクル事業

株式会社 イノウエ商事（泉大津・大阪）
「FILE23」

個人情報と地球環境を保護できる「エコマーカー事業」は、まちの誇りです
【新商品開発事業プロジェクト】商品開発

欧州の見本市に出展

植田産業 株式会社（富士・静岡）
「FILE27」

「紙」のまちの新製品が世界に進出、商工会議所のおかげでとてもスムーズでした
【ご当地検定＋観光振興＝コンシェルジュ】観光タクシードライバー

平和・とりょうタクシー（盛岡・岩手）
「FILE28」

さらなるスキルアップで地域に貢献、きっかけを与えてくれた商工会議所に感謝
【進出企業との交流事業】大手企業との間にパイプ

ＩＭＡＲＩ 株式会社（佐賀）
「FILE30」

大手進出企業との交流事業で販路が拡大、常にバックアップしてもらっています
【ものづくり研究会】異業種交流で商品化

株式会社 シナノ（佐久・長野）
「FILE31」

異業種交流で商品を開発、研究会で生まれた絆は財産です
【産業文化振興基金】奨励金活用しパッケージ作成。地元紙掲載、会報掲載も

株式会社 室屋（高岡・富山）「FILE32」

諦めかけていた商品化が実現！これからも、高岡の食文化を守り抜きます
【エネルギー消費量の見える化プロジェクト】
【マル経融資】無料省エネ診断・資金面サポート トントン串揚割烹（立川・東京）
「FILE34」
手厚いサポートで省エネ機器を導入、環境に優しい経営を維持し続けます
【合同プレス発表会】中小企業にも記者発表のチャンス

株式会社 岡本吉之亟商店（福井）
「FILE36」

新聞やテレビなどが新商品に注目、合同プレス発表会でチャンスをもらっています
【住宅修繕事業】部会で相談に乗り市民とのつながりつくる
住まいに関するお悩み相談事業に参加、顧客との「つながり」が持てました！

有限会社 ますだ建築（大府・愛知）
「FILE39」

５．ＪＡＰＡＮブランド・地域ブランド認定
～各地から世界へ・大手企業との取引も～
【JAPAN ブランド】世界に通用する商品つくり

株式会社 田野商店（足利・栃木）
「FILE12」

繊維なら「なんでもお任せ」地場産業の底力をお見せします
【ＪＡＰＡＮブランド】ギフトセットを作成。百貨店でも取扱い

合資会社 濱金商店（豊橋・愛知）
「FILE24」

「高いけど、やっぱりおいしい」と言われるブランドを目指しています
【ＪＡＰＡＮブランド】デザイン力アップの製品開発

国内外の展示会 有限会社 龍泉刃物（武生・福井）
「FILE26」

地元企業との連携で実現した海外展開、７００年の伝統の技に新たな価値を加えて
【地域ブランド】交流で新事業

株式会社 田町梅月（浜松・静岡）
「FILE20」

ブランド認定がきっかけ、広がった人脈で次々と新たな事業に挑戦！
【郷土料理のプロジェクト】Ｂ級グルメも県内優勝

みそぽてと本舗 有限会社（秩父・埼玉）
「FILE22」

郷土料理の素晴らしさを多くの人に、プロジェクト参画で知名度アップ
【川崎ものづくりブランド】商工会議所が技術を認定

ＰＲ販路拡大ダイヤ工芸 株式会社（川崎・神奈川）FILE37」

商工会議所と市が技術を認定、大手企業との取引が増えました

６．インターネット活用でＰＲ・販路拡大
～商工会議所がネットでＰＲ・ネットショップも～
【ネット接続サービス】
【ネットショップ塾】ネットショップ開設の支援

株式会社 神戸洋服（豊中・大阪）
「FILE35」

ＩＴ化支援をフル活用！今ではほとんどがネット経由の顧客です
【動画とネットでＰＲ】商工会議所が動画でお店紹介

有限会社 ｒｅ・ｍａｋｅ（箕面・大阪）
「FILE42」

ショップの魅力を動画でＰＲ、気軽に来店してもらえるようになりました

７．地域のイベント屋は商工会議所
～商工会議所主催の地域を代表する行事～
【イベント・物販展】有田陶器市

株式会社 香蘭社（有田・佐賀） 「FILE15」

有田といえば陶器市！１００年超の伝統は商工会議所あってこそ
【イベント・花火大会】大曲の花火
ことしでちょうど１００周年！大曲の花火はますます進化

カネトク卸総合センター 株式会社（大曲・秋田）
「FILE17」
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菅沼さんはここで活用

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

岡崎商工会議所（愛知県）
経営指導員
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想も優れておられます。今後

に触れたときのひらめき・発

何気ない製品やアイデア

努力をなさっています。

常に研究開発と情報収集の

に 独 自 技 術 の 革 新 の た め に、

持って経営されています。特

一 歩 先 を 見 据 え、 危 機 感 を

極 的 に 事 業 を 活 用 い た だ き、

菅沼社長は、日ごろから積

事業を行っています。

のより一層の活性化を図る

学官を橋渡しし、地域製造業

の研究シーズの紹介など、産

術相談や大学・公的研究機関

くり推進協議会」を設立。技

崎市と協力して「岡崎ものづ

当所は、平成 年６月に岡

17

応援したいと思います。

事業再生

2009.2

55
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FILE 02
商工会議所活用レシピ

創 業

「経営者」の大変さを実感
身近に相談相手がいることは心強い

彼らの意見はお客様の声。業界

費 用 をかけ られませんでした。 きかった。刺激にもなりますし、

く、また参加者同士の交流も大

シエルを創業しました。それま
あれこれこだわりたかったので

内では決して聞けないヒントを

のほか高く、店舗改修に十分な

で、ショッピングセンター内の
すが、山𥔎さんから「利益を生

年７月にヘアスペース

理・美容室を最後は店長として

まない過剰な設備投資は無駄」 たくさんもらいました。

平成

堀井 隆司 さん

のキャリアとあわせて「営業収

など厳しい指摘を受け、限られ

向けのサービス。
「眉、髭のカッ

今、強化しているのは、男性
ひげ

ト」
「ハンドマッサージによる美

まゆ

徐々に学んでいきました。

た資本を最大限活用する術を

すべ

益は上げられる」自負はありま

ぐらいの考えしかありませんで

まず、お金の借り方がわから

計画を持ち、費用対効果を考え

うにお金も借りられるのかな」 た。経営者はきちんとした経営

ない。
「 銀 行で預 金を下ろす よ

て日々決断しなければならない

はかさむばかりで相当焦りまし

ず、 販 促 し て も 空 振 り。 費 用

売 り 上 げ は 思った ほ ど 上 が ら

ています。

を上げることをあれこれ工夫し

ピーターを増やすこと、客単価

過剰の中、新規のお客様よりリ

なんですよ。業界としても店舗

客 様 」でも ある山 﨑 さんから

ています。このアイデアは、
「お

ま た、実 際 オー プンして も、 顔」などエステサービスを始め

した。店のお客様に相談したと

ことを実感しました。
れ る よ う に なったのは、
「経営

このように店を客観的に見ら

した店長を送り出したい。やは

ていきます。当室から暖簾分け

また、人材育成にも力を入れ
の れ ん

革新塾」の受講のおかげ。自社

り、理・美容師にとって店を持

えていただきました。
開業はＪＲ戸田公園駅徒歩２

の整理・計画作成、スケジュー

さらに発展

分の美容室を営業譲渡という形

事業継承

つことは夢ですから。

展

ル 管 理 な ど 学 ぶべき ものは 多

組織固め

発

で進めましたが、営業権が思い

んを紹介され、手とり足とり教

ころ、草加商工会議所の山𥔎さ

くさんあること！

て考えるべきことが、なんとた

し た。し か し、
「 経 営 者 」とし

20

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

HAIR SPACE Ciel
代表

きりもり。技術者としての 年

16

堀井さんはここで活用

草加商工会議所（埼玉県）
経営指導員

なく、業界全体を「革新」す

計画経営を実践。自社だけで

今ではお手本になるほど

硬手段も取りました。

顧客の立場で意見を言う強

時期も。毎月１回お店に通い

イスしても「上の空」状態の

が経営を圧迫し、何をアドバ

うに上がらない一方、借入金

プに悩まれ、業績が思ったよ

勤労者と経営者のギャッ

た。

に気付いてほしい一念でし

「計画経営の実践」の重要性

したが、事業計画の見直しと

じゃない」と当時は恨まれま

た だ き ま し た。
「それどころ

制的に経営革新塾を受講い

創業後３カ月の時に半強

山﨑 修

る方だと「確信」しています。

事業再生

2009.3
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FILE 03
商工会議所活用レシピ

創 業

地区で父が創業し、私が２代目
していただいている経営指導員の

配で、普段から記帳などを指導

投資だったので経営への影響が心

当館は「食」で売っている宿。 天風呂も新設しました。大きな

を打ち出すことにしました。

女文化資料館の開設など独自性

的に発信し、海女小屋体験、海

み、当地特有の海女文化を積極

企業経営のため、地域の魅力づくりのため、
次代の道を開くヒントをもらっています

を引き継ぎました。繁忙期には

小崎さんに相談したところ、金利

民間金融機関から資金を借り入

この辺りは、アワビ、サザエ、 お世話になりました。その後も

さいね」とアピールしやすくてい

になっていますよ。また来てくだ

お客様にも「来年は、こんな風

観 光 客 も 年々増 加 していま す。

伊勢エビをはじめとする新鮮な

れる時には、一緒に銀行の窓口と

いですね。

年に三重県鳥羽市の相差

パートを何人か雇いますが、普段

の低い国民生活金融公庫（当時） 内外のマスコミからも注目され、

魚介類が人気。現役の海女でも

ねばり強く交渉してくれ、より

お か み

ある女将が潜って採ってきた旬

相談役であり、そして次の時代

があります。来街者が楽しめる

定です。よい状態で継承できるよ

当館も、将来は息子が継ぐ予

道を開くためのヒントを教えてく

それでも、お客様のニーズに合わ

観光スポット――つまり地域の魅

う、これからも商工会議所と連

小さな宿ですので、なかなか思う

せて、少しずつ増改築をしてきま

力の向上が必要になってきます。

れるところだと思っています。

した。

さらに発展

と思います。

携を深めながら頑張っていきたい

事業継承

そこで、私が役員をしている町

展

６年前には、風呂を改築。リ

ように設備が整わないところも。 めには、当館だけの努力では限界

さらにお客様の満足を得るた

食事ならどこにも負けませんが、 らったりと、大変助かっています。 どうあるべきか、新しいやり方や

どを使った豪華料理が自慢です。 度を活用した貸付に変更しても

私は、商工会議所とは企業の
低金利の県の保証協会などの制

昭和

は妻と息子夫婦、従業員１人で

の融資制度の紹介など、いろいろ

関係者の努力が実を結び、国

切り盛りしています。

世古 俊夫 さん

内会で商工会議所とタッグを組

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

料理旅館 伝洋
代表

の海の幸、自家製の米や野菜な

50

クエストが多かった温泉にし、露

組織固め

世古さんはここで活用

鳥羽商工会議所（三重県）
経営指導員

域資源がたくさん。これらを

の星がつくなど、魅力的な地

す。相差地区はあのミシュラン

活 動にご協 力いただいていま

て、商工会議所のまちづくり

一方、町内会のキーマンとし

かなり安定されています。

付制度を活用され財務状況は

いくつもりです。低 金利の貸

イミングなどをアドバイスして

営に響かないよう、今後もタ

いろされたいようですが、経

はもちろん、設備投 資もいろ

す。ウリである「 食」の工夫

満足度の高さがうかがわれま

多いということからも、顧客

しています。リピーター客が

ズを的確にとらえ、実行に移

伝 洋さんは、お客 様のニー

小崎 則彦

生かし、一層お客様に喜ばれる

旅館になってほしいです。

事業再生

2009.4
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FILE 04
商工会議所活用レシピ

創 業

商工会議所フロアに創業準備室を設置
困ったら即相談です！

を取り付けており、売上全体の

ホーム（家庭用）エレベーター
で意見をいただき、自身の事業

ンで審査員の熟練した外部の目

入村審査のプレゼンテーショ

です。何かあった後では手遅れ

ん。メンテナンスも非常に大切

分 気 をつけ な け れ ば な り ま せ

にはいきません。安全性にも十

して）ハイおしまい」という訳

６割を占めています。

計画を客観視することができま

業ビレッヂ」を知ったんです。

創 業 の き っ か け は、 以 前 勤

らしをお手伝いするために、気

ですからね。お客様の快適な暮
にかかることは、どんなに小さ

した。また、商工会議所主催の

なことでも見逃しません。サッ

務していたメーカーの上司から

レッヂという形で、創業時１年

シのガタつきなど、弊社の仕事

創業塾を２回受講し、イロハを

られたこと。個人で請け負って

間、商工会議所と同じフロアに

とは全然違うことを言われるこ

学びました。なにより、創業ビ

いましたが、数に限界がありま

事務所を持てたのは助かりまし

やってくれないか」と声を掛け

す。
「 北 海 道 ナ ン バー １ の 取 り

た。商工会 議 所 は情 報の宝 庫。 ともあるのですが、工務店と連

業員を雇っても労働法制がさっ

て、分からないことだらけ。従

ると「個人」とは状況が変わっ

ところが、いざ「会社」とな

たり。事業計画を練り直し、公

だけたり、専門家の助言を仰げ

の場で適切なアドバイスがいた

業でありたいという思いを込め

的融資も受けられました。また、 は「自由な発想で成長」する企

ていて、イケイケな感じでした。 の会話で問題点が整理され、そ

月に起業しました。当時は燃え

自身の経営に即した助成制度な

いるのだと思っています。

ことが明日の仕事につながって

うした声に丁寧に対応していく

携して解決に努めています。そ

事業継承

さらに発展

挑戦です。

社名（フリー・グロウス）に

ぱり。必要な運転資金の融資は

発 展

この 仕 事 は、
「 売って（ 納 品

ました。毎日が勉強で、毎日が

漠然とした質問でも職員の方と

付け台数」を目指し平成 年４

「 ホームエレベーターの設 置 を

弊社は昇降設備工事業。主に

福田 和之 さん

どを知ることもできました。

組織固め

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

有限会社
フリー・グロウス
代表取締役

断られる……途方に暮れていた

16

ところ、札幌商工会議所の「創

福田さんはここで活用

札幌商工会議所（北海道）
中小企業・創業支援課長

年に「創

片岡 直之

れましたが、職員一同応援団

入ります。ビレッジは卒業さ

ない姿勢には、こちらも力が

福田さんの常に勉強を怠ら

す。

覚悟を決めてほしかったので

ではなく厳しさも知った上で

かけた決断。安易に認めるの

う で す が、
「 創 業」は人生を

ンでは相当緊張されていたよ

審査であるプレゼンテーショ

福田さんは第１期生。入村

に努めています。

ピーディーできめ細かい支援

がら、金融や販路開拓などス

事務所として活用いただきな

スペースを確保し、創業準備

業ビレッヂ」を設置。所内に

当所では、平成

16

であることに変わりはありま

せん。

事業再生

2009.5

53

FILE 05
商工会議所活用レシピ

創 業

「ＬＰＧハイブリッド車」に改造す

化石油ガス（ＬＰＧ）でも走れる

弊社は一般的なガソリン車を液

交流を通じて、企業の発展と豊か

り、セミナーなど諸活動や相互の

担う若手経営者・後継者が集ま

ＹＥＧでは、次代の地域経済を

とは、とても参考になりました。

生に客観的に評価してもらえたこ

して通用するのか講師はじめ研修

が独りよがりでなく、ビジネスと

青年部（ＹＥＧ）が新規事業拡大の
突破口になりました

る事業を手掛けています。

グランプリ受賞後には、白山商

けんさん

研鑽しています。

工会議所の会頭などを招いた祝賀

な地域経済社会を築こうと日々

ＬＰＧは、わが国の約半分の家
庭でガスコンロなどに利用されて

高出力燃料で、燃料費はガソリン

だ燃料です。低公害・低コスト・

Ｇが主催する第５回「ビジネスプ

ＹＥＧの全国組織である日本ＹＥ

ＰＧハイブリッド車の普及促進に

るようになりました。さらに、Ｌ

また、新聞やテレビでも紹介され

を続けてきました。そうした中で、 ワークを築くことができました。

会を開いてもらい、幅広いネット

の半額程度。環境対策にも役立

ランコンテスト」に応募し、幸い

向けた協会を立ち上げる際には、

私は白山ＹＥＧに所属して活動

つことから、改造費用に対して国

にもグランプリを受賞することが

市長や県議会議員、市議会議員

いるほど、暮らしの中に溶け込ん

から 万円もの助成金が出るので

できました。

広く利用されているものの、自家

が国ではタクシーやトラックには

いいことずくめのＬＰＧは、わ

でプランをブラッシュアップしてい

ンサルタントを講師に迎えた研修

査を待つだけではなく、専門のコ

このコンテストは、応募して審

とができました。これを契機に、

い認知度と信頼性を手に入れるこ

本コンテストにより、弊社は高

す。

用車などにはあまり利用されてい

きます。自らの経営能力が問わ

地球にも家計にも優しい企業とし

にもご協力いただくこととなりま

ません。このビジネスチャンスを

れ、プランをいかに第三者に伝え

した。

どうつかめばいいのか。思案する

て、年間１００台の受注獲得を目

さらに発展

るかプレゼンテーション力も鍛え

事業継承

中、突破口となったのが商工会議

展

白山商工会議所（石川県）
経営指導員

では、平成 ・ 年度に会長

魅力的な人です。白山ＹＥＧ

細川さんは温厚かつとても

藤岡 克宗

事業再生

ているんですよ。

活発化し、大いに盛り上がっ

るなど、地域全体での活動が

山ブランドのネクタイをつく

知名度が上がり、地元では白

ラ ン プ リ 受 賞 後、
「 白 山 」の

余談ですが、細川さんのグ

応援いたします。

れからも細川さんのご活躍を

当所としても、もちろんこ

るのではないでしょうか。

脈が本業でも大いに生きてい

ので、ＹＥＧで得た幅広い人

柱に多角的に展開しています

経営者としては、自動車を

ました。

的に取り組んでいらっしゃい

を務め、会員拡大などに精力

18

細川 悟 さん

指してがんばりたいと思います。

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

有限会社
千代野自動車
代表取締役

所青年部
（ＹＥＧ）
での活動でした。 られました。特に、自分のプラン

組織固め

細川さんはここで活用

2009.6

51
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FILE 06
商工会議所活用レシピ

創 業

ク

わが国唯一の資源「木を正しく使う」ために
キットハウス、販売ばく進中

ム

りによって培った乾燥・加工技

議所の林さんに勧められて、経

平成 年４月に各務原商工会

トハウス。キャンプ場のミニログ

営革新計画を策定し知事認定を

高 度 成長 期の需 要 増により、 得ました。経営の専門の先生に

中空木材の空洞部分をアルミ材

きました。次のステップとして、

押され、国産材が売れなくなり、 取り組みと今後の展開を整理で

助言いただき、自社の今までの

あとは組み立てるだけ。例えば

伐採にコストがかかって… …と

山を手入れしなくなり、余計に

料を全部セットでお届けします。 規格化され使いやすい輸入材に

してなど２坪前後の木の家の材

術のたまものです。

弊社の得意とする無垢のドア作

古田 元 さん

お客様自身がクラフト感覚で楽

しかし、１３００年という歴史

が誕生。商品化したウッドフェ

いった 悪 循 環 が 生 じていま す。 で補強し、ハイブリッドな柱材

手伝いもしていますが、７割は
しみながら施工されていますね。

ンスは、防腐・防蟻処理を施し

加工して、中を空洞にした材を

ました。１本の丸太の芯部分を

ウッド）を１年以上かけて開発し

伐材を活用し中空木材（コラム

野庁が推進する、生産・加工・

う」ためになんとかしたい。林

唯一の資源です。
「木を正しく使

資源がないといわれるわが国の

ためには広範な情報収集はかか

すが、より多くの販路を目指す

ノウハウなどは自負しておりま

用価値がぐんと上がりました。

好評です。住宅建材としての利

るよ う に、木 は わが 国の 文 化。 て耐久性も確保し木の風合いが

ぼう ぎ

ある正倉院の校倉造りに見られ

製作。中空による二重構造で断

流通体制の構築などにより販路

せません。今後も商工会議所に

あぜ くら

使う木材は岐阜県産の杉。間

す。夏は涼しく冬は暖かい。また、 を確保し利益を森林保有者に還

熱性に優れ、結露にも効果的で

元するモデル事業、新生産シス

は、補助金や国・県の制度など

さらに発展

適時適切な情報をお願いします。

私 ども は 生 産・販 売の技 術、

徹底的に人工乾燥しますので木

テムなどにも参加しながら商品

展

事業継承

材 特 有のソリ・割れ・狂いが生

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

親和木材工業株式会社
代表取締役社長

ハウス、庭に子供部屋や書斎と

今、弊社の一押し商品はキッ

19

３坪で 万円程度です。人的お
62

じにくく寸法も安定しています。 開発を進めています。

組織固め

古田さんはここで活用

各務原商工会議所
（岐阜県）
中小企業相談所川島支所長

岐阜県産の杉材の素晴らし

るそうです。

もキットハウスが使われてい

松本の市民農園の施設などに

い。東京・銀座の屋台や長野・

杉を国内でもっと使ってほし

とは明らか。ひいては国産の

風土気候にあった材であるこ

岐 阜 県で 育った 杉 は 当 地の

地 消 」 が 叫 ば れ てい ま す が、

食品分野では各地で「地産

いと思います。

作りは、厳しい景況でも底堅

お客様の気持ちを酌んだ商品

キッ ト う れ しいで し ょ う ね。

ります。これは受け取ったら

に「○○○○様」の刻印があ

ハウスには、木材一つひとつ

工場で出 荷 を 待つキット

林 則夫

さをどんどんアピールしてほ

しいですね。

事業再生
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FILE 07
商工会議所活用レシピ

創 業

震災復興
漆器のまち「輪島」に再び元気を！

復興の第２期工事も何とか開始

英を漆頭に、伝統工芸士認定資

在工房では、三代目親方の塩士正

営む弊社の創業は明治中期。現

師屋として輪島塗の製造販売を

最北端に位置する輪島市で、塗

奮闘され、職員の方々も休日返上

グロが泳ぎ続けるがごとく日々ご

に同所の里谷光弘会頭は、自らマ

になっていただいております。特

近くにわたり、経営相談などで力

設立時からご縁があり、半世紀

輪島商工会議所とは、先代が

方々にお力添えいただき、特に前

催事は同所の会頭はじめ職員の

示販売をさせていただきました。

輪島物産展」では、輪島塗の展

丸の内で開催された「第３回能登

先月７～９日の３日間、東京・

的に行っています。

格保持者４人が中心となり輪島

することができました。

塗の製造に携わっています。

倉弘美課長は会場側との打ち合

力されています。平成

しん し

で輪島の発展のために真摯にご尽

弊社は業務用漆器の受注生産

わせ準備などにもご奮闘くださ

を主に手掛けていますが、近年は

ています。私は、現代の住空間で

る、オリジナル商品の製造を行っ

専門店などとのコラボレートによ

サリー・小物などの紹介や、仏具

的に使っていただける器・アクセ

土蔵までもが崩れて全壊。同所に

本当に容易なことではなく、産地

塗産地を継続、発展させることは

加えての世界的大不況の中、輪島

島』
」を目指し、弊社も真摯に取

があります。弊社は、店舗・倉庫・ 「
『漆器と観光』が元気なまち『輪

が一丸となって一層精進する必要

り組ませていただきます。震災後、

銘の一言に尽きます。

げてくださいました。その姿は感

や筝 曲 演奏などで会場を盛り上

日の能登半島地震の大打撃に

「 漆 のある暮らし」を気軽に楽し

は、地震対策融資の窓口にもなっ

輪島は日ごとに元気を取り戻し

さらに発展

是非お越しください。

先が見えない厳しい時代の中、

んでいただくため、輪島塗とガラ

ていただきました。おかげ 様で

うるし

ス・陶磁器などのコーディネート

事業継承

震災から半年後に住居再建工事、 ています。皆様、
そんな〝輪島〟に、

発展

や、輪島塗の使い方の提案を行う

そ う きょく

り、会期中も抹茶でのおもてなし

年３月

日本海に突起した能登半島の

塩士 純永 さん

そして２年４カ月たった今、本店

組織固め

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

藤八屋
工房長屋店主

など、輪島塗の啓発活動を積極

「輪島工房長屋藤八屋店」で日常

19

塩士さんはここで活用

輪島商工会議所（石川県）
経済交流課長

信するため、精一杯サポート

を全国に！ そして全世界に発

山の幸に恵まれた輪島の魅力

と観光を中心とした、海の幸・

伝統的工芸品である輪島塗

謝しております。

らご協力をいただき、大変感

産展においても企画の段階か

気でなければ」と、今回の物

害を受けましたが、
「自らが元

塩士さんも地震で大きな被

申請をお手伝いしました。

融資では、弊所が窓口になり

利用された能登半島地震対策

いただきました。塩士さんが

れぞれに適した支援をさせて

会員の被害状況を把握し、そ

では職員が全会員を巡回。各

能登半島地震の直後、弊所

前倉 弘美

させていただきたいと思いま

す。

事業再生
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FILE 08
商工会議所活用レシピ

創 業

とがありました。弊社のデザイ
経営者ってある意味孤独ですよ

得てアンケートや座談会、商品の

設けました。彼女たちの協力を

に言うわけにはいきませんから、 を中心に、
〝ラカンモニター〟を

商工会議所の会報誌に載せてい

だくこと、次も選んでいただくこ

しろ、お客様の目的は買っていた

にとっては新分野への挑戦です。

して始めたモニターですが、弊社

りるのも大変。その苦労話を先

独立しました。当時はお金を借

キャッチコピーなど総合的に練り

くり込み、最終的には和歌山県

を仰ぎながら経営革新計画をつ

ングを分析し、素材、色、ロゴ、 ただいた専門家の先生のご指導

知事認定を得ました。

スピードが違ってびっくりです。 で、消費者がほったらかしという

つくる側はそれだけで一生懸命

がりました。市内だけでなく県

付きをもらったことは自信につな

大きかったのですが、知事のお墨

事業の見直しができたことも

経営上の「困ったな」は即電話。 ことも。ニーズをしっかりつかむ

外にも、バリバリ活躍の場を広

いすることもあります。

「商工会議所に行ったらいいよ」 ズを探り、商品開発からお手伝
と勧められて、それ以来ずっと頼

ことは不可欠です。その声を吸

りにしています。融資の実行も

逆に「取引成立！」なんてうれ

げるステップになりました。

さらに発展

い上げるために、購買決定権の

事業継承

田辺商工会議所
（和歌山県）
中小企業相談室経営指導員

事業再生

力で応援しています。

がそれぞれのメニューで、全

経営革新などそれぞれの担当

ます。当所の金融、セミナー、

ンさんを紹介することもあり

手掛かりを求める企業にラカ

助けていただこうと、販促の

社の得意とするデザイン力に

れ、情報収集も熱心です。同

ナーなどにも積極的に参加さ

すし、商工会議所主催のセミ

人。創業以来のお付き合いで

商工会議所でも「大」有名

ています。

作り市も人気イベントとなっ

催するフリーマーケットと手

みです。また、年２回企画開

ペーパー「ラカン」でおなじ

な 市 内 情 報 が 満 載のフリー

聞折り込みで配られるホット

ラカンさんは、市民には新

山田 隆生

次も選んでいただくために
消費者の声をしっかりつかんで販促をお手伝い

ンした龍神味噌加工組合さんの
ね。商工会議所は頼れる相談相

モニタリングなどを実施し、そこ

％を握っているといわれる女性

柚べしの商品 包装が、日本パッ

手であり、一緒に喜んでもらえる

ゆ

ケージデザイン大賞２００９に入

で出てきた生活者の生の声をお

ただき、うれしさ倍増です。

と。対象は若い女性？ 用途はプ

商工会議所の山田さんや紹介い

プロモーションの手段の一つと

客様に届けています。

デザイン会社に勤務していた

レゼント？ 徹底的にマーケティ

会議所に報告です。そうしたら、

のですが、平成 年、思い切って

商品包装にしろパンフレットに

仲間のようです。

となど会社の悩みは簡単に誰か

朱 洋子 さん

しいこともすぐ連絡。お金のこ

発展

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

株式会社ＬＡＣＡＮ
代表取締役

選したんです。早速、田辺商工

ことしは、とってもうれしいこ
80

輩デザイナーに愚痴っていたら、 上げます。ときには消費者のニー

12

組織固め
朱さんはここで活用

2009.9
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FILE 09
商工会議所活用レシピ

創 業

地元で愛される人気店を目指して奮闘中
ピンチのときの助太刀に感謝しています

たちに愛される、アットホーム

かげで、近隣にお住まいの女性

創業前の段階で、各方面から

な店舗が実現できたと思ってい

意したんです。

るカレーショップです。念願の創
の刺激を受け、悩み抜いた末に

業は平成

以前、公共施設の利用の件で、
困っていたことを商工会議所の

その段階では、前職と関連が

から始めました。

講し、事業計画を立てるところ

た末にメニューを絞り込む決断を

やサービスが実現できない。迷っ

ですが、それでは満足のできる味

よ。

れました。本当に助かりました

んが直接、市役所に話をしてく

提供できるよう一生懸命でした。 ました。すると、同所の専務さ

薬袋さんに相談したことがあり

深いハンバーグ店を始めようと考

について徹底的に議論を重ねた

間たちと、事業のコンセプトなど

熱心な講師や、参加していた仲

レー」は、当店の看板商品にな

縁で生まれた「水餃子スープカ

も厳選。有名中華料理店とのご

余計な油を極力落とし、具材

話しするうちに一つずつ課題を解

みをいろいろ相談しています。お

となりました。日ごろの経営の悩

さんとお店で話すのが年中行事

事業継承

さらに発展

からもよろしくお願いします。

頼りになる商工会議所。これ

して営業することができます。

明らかになるので、こちらも安心

結果、事業計画を何度も練り直

また、メーンターゲットを固

決するために何をすればいいかが

また、自分でもさまざまな方

定客に絞りました。そこで、交

りました。

毎年、確定申告の時期に薬袋
しました。

開店当初は、多くのメニューを

ます。

年。前職で調理の経

当店は、ＪＲ恵庭駅近くにあ

内藤 勝広 さん

すこととなりました。
面から意識的に情報収集をする

発展

閑静な昔の国道沿いに移転。お

よ う 心 掛 け ま し た。その結 果、 通量の多い賃貸の店舗を手離し、
スープカレーの店を開くことを決

組織固め

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

カレー工房ビートル
代表

えていました。しかし、創業塾の

まずは商工会議所の創業塾を受

そこで、自分の店を持つために、 は、大きな収穫でした。

ウは全くない中での決断でした。 手ごたえをつかむことができたの

験はありましたが、経営のノウハ 「何とか起業できそうだ」という

14

内藤さんはここで活用

恵庭商工会議所
（北海道）
※恵庭観光協会に専従出向中

このお店のにぎわいは、私

味わいです。

人柄同様、期待を裏切らない

は、まさに絶品。つくり手の

がたっぷり注ぎこまれた一皿

らえるようにと、工夫と愛情

お客 様に心から喜んでも

ます。

きるよう、精一杯努力してい

得いただける解決策を提案で

として真剣に考え抜き、ご納

相談を受けると、私も当事者

そのため、内藤さんからご

にも非常に積極的です。

念に情報収集され、経営改善

キャリアを生かしつつも、丹

ルの 洋 食 厨 房 に 務 めていた

ちゅう ぼ う

からのお付き合いです。ホテ

ビートルさんとは、創業時

薬袋 真也

たち商工会議所職員の喜びで

もあるのです。

事業再生
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FILE 10
商工会議所活用レシピ

創 業

何としても生き残りたい！ 鰻屋を続けたい！

渡しました。旧会社は特別清算

新会社を設立し、事業再建に奮闘中

情を話し全員解雇するリストラ

棄していただきました。

有信用金庫さんには残債務を放

映画「男はつらいよ」の寅さ
こい

の形をとり、メーンバンクの亀

うなぎ

人で再スタートを切りました。

を断行。仕出しと座敷をやめて

た い しゃく て ん

や

んの名調子、
「生まれは葛飾、柴

天宮 久嘉 さん

収益の出ていた食堂に注力し

株式会社川千家
代表取締役社長

又。
」帝 釈 天の門 前で 鰻 ・鯉・
かわ ち

川魚といえば「川千家」
、と親し

25

工会議所が窓口になっている「東

バブル経済期は宴会も盛況で、 いう言葉もちらつく中、東京商

業診断士のアドバイスなどいた

たのは確か。経営面でも中小企

当たり前という待ちの姿勢だっ

き、店を開ければ客が来るのは

その勢いに乗って４年にビルを

る大小 の宴会場を持つという、 談に応じてくださり、早速、弁

を広げ１００名様まで対応でき

スの強化にも努めています。

費を見直し、社員教育、サービ

を知りました。親身になって相

京都中小企業再生支援協議会」 だきながら、徹底的に原価と経

気ばかりが焦って、
「倒産」と

を続けたい」

代 「何としても生き残りたい、鰻屋 「老舗」という看板にあぐらをか

年に新会社を設

まれ続けて２５０年。私で
目です。平成

10

併設。 億円を借り入れ、座敷

立したのを機に継ぎました。

17

ル崩壊で宴会が激減。営業利益

お察しの通り、その後のバブ

現状を徹底的に分析し、再生に

ムが組まれ支援が開始。自社の

断士らによるアドバイザーチー

護士、公認会計士、中小企業診

に売り込んでいます。

き受け、柴又を、川千家を懸命

参加し、取材なども積極的に引

また、地域活動にも精力的に

攻めの投資に出ました。

は何とか出ていましたが、借金

た。経営責任を取って父が社長
を退任し、新会社を設立し私財

どうぞ下町情緒の残る「柴又」

の地で鰻屋を続けたい。

私にとっては今が正念場。こ
向けて カ年計画を策定しまし

年にはそれすら待っても

が返せない。９年からは利息だ
け、

約

人いたパート、従業員に事

組織固め

事業継承

きる額に絞った借入金を事業譲

発展

さい。

さらに発展

私 は 専 務 という 立場でしたが、 を提供。事業資産と、再出発で 「川千家」に、ぜひいらしてくだ

らうことも。当時、父が社長で

12

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

東京商工会議所
中小企業相談センター主査
（中小企業再生支援協議会）

康診断を受ける感覚でも結構

の重い軽いにかかわらず、健

総合病院のようなもの。症状

再生支援協議会は、企業の

ギとなりました。

いただけたことが、実行のカ

信金さんに支援の意義を理解

ことながら、借入先の地元の

ません。経営陣の熱意もさる

ん、地域への影響も計り知れ

産したら、仕入れ先はもちろ

川千家さんは柴又の顔。倒

権者間の調整を行います。

再生計画の策定支援と金融債

みの中で、実現可能性の高い

生と異なり、私的再生の枠組

都道府県にあります。法的再

法律に基づいた公的組織。各

中小企業再生支援協議会は

米村 達郎

です。お気軽にご相談いただ

きたいと思います。

事業再生

天宮さんはここで活用

2009.11
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FILE 11
商工会議所活用レシピ

創 業

繊維なら「なんでもお任せ」
地場産業の底力をお見せします

されて、ふたつ返事で始めたの

が、よさこい祭りの衣装づくり。 地元の繊維業界の仲間から相談

わせてもらったり。自身の活動

り、直接、商工会議所に引き合

をあちこち探していたそうです。 などで、面白い出会いがあった

全国各地のお祭りで、各チーム

今、商工会議所主導で足利幕

だけでは到底なしえないネット

府プロジェクトを推進中。世界

が今では主力商品です。
んでもできる」と言っても言い

に通用する足利発の商品を、地

趣向を凝らした装いを目にする

過ぎじゃない。うちはデザイン

ワークが広がっています。

んによっては、イメージだけで

や縫製が得意だけど、染め、刺

場産業の「繊維」
「アルミ」で開

し

に穴を開けたいとか、早変わり

繍 などは仲間に頼んでいます。
つな

もないこと。弊社は、もともと

てひらひらさせるなんてとんで

常識では、穴を開ける、袖を切っ

り、原型は和服。しかし和装の

しないと！ とエネルギーがみな

知ると刺激にもなり、自己変革

ことも多いです。相手の活躍を

は関係ない地域活動から始まる

祭りやＰＴＡといった、商売と

時代を築いた「足利銘仙」を復

はいられません。昭和初期に一

いていますが、
「繊維」も負けて

現代はアルミ産業の方が勢いづ

野 点用 茶 道具を製 作しました。

た文化の一つ「茶道」を取り上げ、

こう した仲 間 との繋 がりは、 発しようと、まずは当時芽吹い

婦人・子ども服のフォーマルウ

ぎってきます。もちろん、
（すぐ

活させ、イスの座面に使用する
アルミとの仕事なんて、商工

の だて

エアやイベント・舞台衣装など

にではなくても）儲けにつなが

など工夫を凝らしています。
商 工 会 議 所 は 地 域 お こしの

もう

の技術を求められる商品を取り

るヒントが見えてくることも。

襟合わせなど見ても分かる通

したいとか、千差万別です。

しゅう

デザインからおこすことも。肩

機会も多いと思います。お客さ 「足利」は、繊維に関しては「な

今、弊社で主に扱っているの

田野 雅己 さん

さらに発展

たこと。今後も楽しみです。

キーパーソンだし、情報の宝庫。 会議所がなければ出会えなかっ

事業継承

商工会議所が主催するイベント

発展

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

株式会社田野商店
代表取締役社長

扱っていたので、和洋折衷のデ
ザインはお手の物。遊び心のあ
る服をつくるのは楽しいですね。
お客さんは、つくれるところ

組織固め

田野さんはここで活用

足利商工会議所（栃木県）
中小企業相談所
経営支援一課長

術を結集したいわば商品見

世に出た製品は、当地の技

てくださいました。

維」の力強さや可能性を示し

挙げて研究してくださり「繊

織り、染めの技術など業界を

足 利 銘 仙 の 図 柄 は も ち ろ ん、

育てる、なくてはならない方。

引っ張る田野さんは、地域を

斜陽といわれる繊維産業を

議所の大事な役目です。

業の連携の場づくりも商工会

製品群ができました。地元企

ルミ」で表現した素晴らしい

化を、地場産業の「繊維」
「ア

点用茶道具を発表。当時の文

の一つの成果として先月、野

ランド足利幕府プロジェクト

３年にわたるＪＡＰＡＮブ

斎藤 正行

本。ぜひお手に取っていただ

きたいですね。

事業再生
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FILE 12
商工会議所活用レシピ

創 業

商工会議所とは長年にわたるお付き合い
攻めるときも守るときも頼りにしてます

年目を迎える当店は、 といす を 置 く ことにし ま した。 華やか。おかげさまで、現在で
これなら、体への負担も少なく、 は当店の人気メニューとして定

さ

北海道は苫小牧近郊の清流・沙

金融機関からの過剰融資に悩

着しています。

若い方にも好評。しかも、内装

る がわ

流川の上流部でとれる「ヤマベ
工事の費用がほとんど不要とい

順調だったこともあり、必要の

んだ時期もありました。本業が

また、商工会議所主管の「東

りきれず、結果的に本業を圧迫

ない借り入れを勧められても断

旧知の仲である苫小牧商工会議

特徴を生かした目玉商品づくり

キ貝の水揚げ量が全国一。その

いつも 気 軽 に 相 談 で き るのは、 こともあります。苫小牧は、ホッ

んに相談し、あらためて金融機

す。そこで、その経緯を金子さ

する状況に陥ってしまったので

い ぶり

胆振地産地食フェア」への出展

所の金子さん。私と一緒になっ

関と交渉。融資条件を見直して

す

３ 年 前 まで、当 店の和 室は、 貝を、天然塩と魚 醤 （魚類など

の「自動車リース事業」や「と

そのほか、苫小牧商工会議所

とができました。

もらい、返済のめどを付けるこ

を目指し「ほっき笹寿し」が誕
柔らかくみずみずしいホッキ
を原料にしたしょうゆ）で味付

ぎ ょ しょう

正座やあぐらでお食事するスタ

け し、握 り ず しに し たんで す。 まポン事業」も利用し、大いに
役立っています。
攻めるときも守るときも頼り
み、さわやかな野趣あふれる香

さらに発展

よろしくお願いします。

改善策を検討していました。そ

事業継承

り を 加 え ま し た。ホッキの 赤、 になる商工会議所。これからも

展

こで、金子さんといろいろ考え

悪いお 客 様には 負 担が大 き く、 さらに、スダチを搾って笹で包

イルでした。ただ、ひざなどの

ともいえる存在です。

れる「経営のプロ」であり、「同志」 生しました。

てお店のことを真剣に考えてく

私が経営者として、何か新し

いこと を 始 めよ う と す るとき、 を機に、新メニューを開発した

供する日本料理屋です。

ヤマ メ

（標準語でいう山女）
」料理を中
うのも、大きなポイントです。

創業

齊藤 芳行 さん

シャリの白、笹の緑、と彩りも

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

有限会社日本橋
代表取締役

心に、お客様に旬の味わいを提

55

た末、畳の上に洋式のテーブル

組織固め

齊藤さんはここで活用

苫小牧商工会議所（北海道）
調査役

年前にこち

金子 篤博

からも、会員の皆様に喜んで

当所のオリジナルです。これ

をリースできるもの。ともに

携により、特別料金で自動車

は、オリックス自動 車との提

度。また、
「自動車リース事業」

などを利用するときの優待制

の会員企業の飲食店や物販店

会員企業の従業員などが、別

例えば「とまポン事業」は、

ています。

ス事業も積極的にお知らせし

と、商工会議所の会員サービ

力で応えるのはもちろんのこ

経営のご相談を受けたら全

ですね。

たり、お話しする機会は多い

がいることもあり、公私にわ

らに移転。以来、共通の友人

齊藤さんは、

15

もらえるよう力を尽くします。

事業再生
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FILE 13
商工会議所活用レシピ

創 業

コミュニケーションが得意とはい

の集まりで、従業員は必ずしも

ソフトウエア業の弊社は技術者

のか、千葉県の職業訓練校の訓

す。こうした実績が評価された

人でも徹底的に鍛え上げていま

訓練は、弊社でみっちり行い、素

ば、訓練終了後に正社員として

性を判断し、弊社のニーズに合え

ら訓練生を受け入れ、能力や適

紹介してもらいました。外部か

ジョブ・カードで採用のミスマッチを回避
助成金などで訓練に掛かる経費も軽減

えません。しかし、パソコンとに

採用できます。また、一定の要件
金や奨励金が出るのも助かりま

を満たす場合は、国からの助成
す。訓練生も、訓練中に仕事の

従業員には、きちんとしたあ

練生を受け入れています。

ありません。
お客様のご要望を実現するた

ソフトが出回る中で、
「お客様仕

があり、家電量販店では安価な

お金が掛からないという先入観

ることが重要です。サービスには

などは目を見張るほどよくなり

ロから直接指導され、電話応対

座を活用しています。その道のプ

いですから、柏商工会議所の講

外部から講師を招くことは難し

中は、弊社の従業員の雰囲気が

社員として採用しました。訓練

月強の訓練を終えた７月に、正

昨年４月に一人受け入れ、３カ

心できるのではないでしょうか。

ない従業員（ 人）を対象として、 内容などが分かりますので、安

様」のソフトウエア開発やホーム

ズをしっかりと把握し、
製品化し、 は、経費もずいぶん掛かります

といえます。従って、
お客様のニー

から、採用のミスマッチは極力避

りも、現場の総意で決まったとい

は、社長である私の判断というよ

訓練生を正社員にするに当たって

変わり、現場も活性化しました。

運用をサポートしていかなければ

えます。

さらに発展

を活用したいと思っています。

今後も、機会があれば、制度

けたいのが本音です。

一人前の技術者になるまでに

ました。

弊社ができることを正確に伝え

めには、話をよく聞いて理解し、 としてのマナーなどは、弊社の少

いさつを求めていますが、社会人

らめっこしているだけの仕事では

尾形 廣秋 さん

なりません。

こう考えていたところ、商工会

事業継承

このため、従業員の教育には

展

議所から、ジョブ・カード制度を

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

株式会社国際情報ネット
代表取締役社長

ページの制作が弊社の付加価値

40

力を入れています。実務教育や

組織固め

尾形さんはここで活用

柏商工会議所（千葉県）
経営企画室長

人材確保のチャンス。ぜひ、商

が、中小企業にとっては優秀な

もうしばらく続くと思います

現 在の 厳 しい雇 用 情 勢 は、

も上がっています。

感謝されており、事業の実績

や助成金申請での支援などが

企業からは、訓練計画の作成

できました。制度を活用した

ジョブ・カード事業に取り組ん

業として、商工会議所全体で

る雇用問題の解決に向けた事

当所では、中小企業が抱え

援策となっています。

の育成・確保を図る有効な支

がたち、中小企業にとって人材

制度です。スタートから約２年

企業をマッチングさせる、国の

員経験の少ない求職者と求人

ジョブ・カード制度は、正社

小路 次彦

工会議所にご相談ください。

事業再生
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FILE 14
商工会議所活用レシピ

創 業

年前、肥前有田で初代深川栄左

当社は、今からおよそ３００
により、５月に開催する陶磁器

が大正４年、深川六助らの発案

でときどき売っていた程度。それ

所。官民のバランスが取れた組織

め、事務局はもちろん商工会議

万全の受け入れ体制を築くた

有田といえば陶器市！
１００年超の伝統は商工会議所あってこそ

ヱ門が磁器の製造を始めたことを

わせ受け付けや、当日の会場運

だからこそ、来訪者からの問い合

販売することになりました。

欧米流のカンパニー（結社）が「香

付師、商人たちを一つにまとめた

心となって、抜きん出た陶工、絵

その際、再興のために八代目が中

保ちつつ、日用品としての機能性

すから、有田焼としての風格を

が、普段使いには不向きです。で

目の保養になるかもしれません

いわゆる芸術作品。一般の方には

です。現代的なデザインを取り

ターゲットにしたＰＲ活動も必要

た商品づくりや、若い人たちを

めには、現代の食生活にマッチし

今後の陶磁器産業の発展のた

対応してもらっています。

品評会に出展される一級品は、 営など、どんな事柄にも幅広く

蘭社」です。

や値ごろ感のあるものを、品評会

入れたり、レンジ対応タイプを開

で１０７回目。 黄 金 週間のビッ

行う「有田陶器市」は、ことし

を取り、それらを取りまとめて

大きな変化となりました。期間

れるようになったことは、本当に

方からもやって来て直接買ってく

毎年５月、個人のお客様が遠

平成

山積みです。

もらったり……。やるべきことは

の給食用に茶碗や皿を利用して

発したり。さらには、小中学校

にぎわうことはもちろん、消費

４００年を迎えます。現在、商

ゴールデン ウ イ ー ク

グイベントとして全国的に名をは

中１００万人が集い、まち全体が

この地は行商が中心で、小売

工会議所の皆さんと記念事業を

さらに発展

者の声が直接届き、商品開発な

事業継承

りといえば、昔は、子どもたちが

展

計画中。ご期待ください。

発

どにも大変参考になっています。

年、 有 田 焼 は 誕 生

せています。

は磁器製造。商工会議所が音頭

当社をはじめ、まちの主産業

に来た人々に販売したのです。

れなくなり、危機にひんします。

佐賀鍋島藩の一切の保護を得ら

起源とします。明治維新を境に、 品評会に併せて、まち中で一斉に

深川 祐次 さん

小遣い稼ぎに廉価品を店の軒先

組織固め

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

株式会社香蘭社
代表取締役 副社長
深川さんはここで活用

有田商工会議所（佐賀県）
中小企業相談所

ングを通じて、陶磁器業界の今

握、さらには各方面へのヒアリ

なく、市場調査による現状把

これからは、歴史の検証だけで

にロゴマークをつくりました。

年祭の開催にあたり、昨年末

６年後の有田焼誕生４００

思っています。

後も有 効 活用していきたいと

う絶好の機会でもあるので、今

に有田そのものを体感してもら

握することも可能。多くの人々

終顧客と接し、市場ニーズを把

経済効果が生まれますし、最

陶器市によって地元には直接

めて大きな影響を与えます。

業界の浮沈が、地元経済に極

者の大半が陶磁器関連。この

ここ有田では、小規模事業

有冨 和美

後の方向性を考えていく予定

です。

事業再生
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FILE 15
商工会議所活用レシピ

創 業

融資制度」の全国初の企業とし

資本金の３８０万円は先行す

現在の販売台数は、約１０００

会社となると難しい。

一度断られた融資が商工会議所同行で実行に
確かな資金を得て、足こぎ車いす普及に全力

弊社が取り扱うのは「足こぎ
車いす」
。脳卒中で半身が麻痺し
る開発費で底をつき、千葉県の

台。 弊 社 は 開 発・ 普 及 に 徹 し、

て認定していただきました。

た方や、腰痛、膝関節痛などで
メーカーへの交通費もままならな

製造はパラリンピックのメダリス

ひ

歩行困難な方でも、どちらかの

い状況に。創業早々文字どおり年

大学の半田康延先生の研究成果

のリハビリ効果もあります。東北

スピードで移動でき、麻痺した足

また、わずかな力で早足程度の

りで、
「落ち着いたら行ってみよ

業にどこも門前払い。八方ふさが

しにくい、開発型のベンチャー企

商品は出来ていない、効果は理解

すが、一層の周知・普及が当面の

商品には絶大の自信がありま

おける代理店に任せています。

販売・アフターサービスは信頼の

歳の女性が１

らずで、また、脊髄損傷で不完

歳代の女性が１年足

この車いすの利用後、寝たき

で日本政策金融公庫に。同行し

うだいし、再訪したときはその足

ど電話で何度かアドバイスをちょ

ていただき、その後も事業計画な

ここで事態は急転。親身に聞い

余地も出てきます。一人でも多く

外でも適するようになど工夫の

ます。利用場面が広がると、屋

れることも大事だと気付かされ

していると、まずは市民の目に触

定しがちですが、野窪さんと話

リハビリセンターなど売り先を限

カ月後には、共につえ歩行ができ

た野窪さんの応援も奏功し、一度

の人に、再び歩く喜びを味わって

全麻痺になった

りだった

るようになったなど数多くの改

断られていたにもかかわらず、融

せき ずい

善症例があります。
「素晴らしい

さらに発展

いただきたい。まだまだ、やるこ

事業継承

資が実行され、その後、同公庫

展

器具を少しでも多くの方に役立

商工会議所の扉を開けました。

課題です。医療畑の頭だと、
病院、

両足でこげる可能性があります。 が越せない。金策に銀行を回るも、 トも使う競技用一流メーカーに、

ひざ

足が少しでも動かせれば、自分の

ま

鈴木 堅之 さん

とはたくさんありますね。

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

株式会社ＴＥＳＳ
代表取締役社長

を世に出そうと、平成 年 月、 うかな」ぐらいに思っていた仙台
11

共同で会社を立ち上げました。

20

ててほしい」
。思いは純粋ですが、 が創設したばかりの「挑戦支援

組織固め
鈴木さんはここで活用

仙台商工会議所
（宮城県）
経営指導員

会をあたっています。何として

流事業などで、お披露目の機

での体験試乗や会員相互の交

個別マッチングのほか、商店街

すが、介護福祉関連企業との

の認知度はまだまだこれからで

地元仙台での
「足こぎ車いす」

工会議所ならではの役目です。

そして、人と人との橋渡しも商

情報を橋渡しするのが私ども。

時間はそうそうとれない。その

活動の中で、それらを研究する

ますが、事 業者は日々の経営

業向けに多くの支援策があり

ベンチャーはもとより中小企

帰さないよう心掛けています。

た！ お客様をがっかりさせて

した。まず当所に来てほしかっ

鈴木社長の真剣さは断トツで

毎 日の相 談 業 務の中 で も、

野窪 芳郎

も販売に結び付けたいですね。

事業再生

2010.4
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FILE 16
商工会議所活用レシピ

創 業

し、最適な協力体制を形成して

ことしでちょうど１００周年！
大曲の花火はますます進化

花火は、わが社の本業である

会が生かされていると思います。

んが、私が心から愛するものの一
バーになっており、私も毎年準備

わが家は代々、大会の運営メン

を当たり前にできるよう、きち

ました。まずは当たり前のこと

者のリピーター化を目標に掲げ

大会の運営に当たっては、観覧

つです。地元では「花火は人生そ

に奮闘しています。特に当日は

ます。その上で、心を込めたおも

んと段取りを組んで実行してい

くれます。

のもの」と言ってはばからない人

多忙を極め、自分のお店にはま

酒の物販とは直接関係ありませ

も多くいます。そんな土地柄で

年で一番もうかる日に店を空ける

ず顔を出すことができません。一

では運営できません。そこで、こ

イベントですから、民間企業だけ

した活動を、もっと多くの人々に

は本当にうれしいことです。こう

潤いにつながるのであれば、これ

自分たちの努力が地域経済の

で包んだもの。岩塩がアクセント

ピーナッツをサクサクの黒い竹炭

火の星を模したスナック菓子で、

いう新商品をつくりました。花

考え、わが社では、
「火薬豆」と

ターに目新しさを提供したいと

また、常に変化を求めるリピー

てなしをすれば、結果は後からつ

称〝大曲の花火〟
）
」は、この地域

すから、
「全国花火競技大会（通

ンスを逃すことなく段取りを組

いてくる。そう信じています。

大会の成功は、地域の活性化に

んで対応しています。

にとってなくてはならないもの。 ことになりますが、ビジネスチャ
必要不可欠です。

の大会の事務局全般を務めてい

経験してもらいたいですね。

万人の来場者を迎える一大

るのが大曲商工会議所。地域で
や関係当局などとの連携も非常

の信頼が高い団体だからこそ、市

県外の事業者からも感謝の声が

ではありません。
近隣の市町村や、

しかも、その効果は地元だけ

目を迎えるこの大会。ますます

この８月で１００周年という節

になり、おいしいと好評です。

にスムーズです。もちろん飲食

事業継承

さらに発展

皆さんと一緒に頑張りますよ。

進化させるため、商工会議所の

展

との良好な関係構築に、花火大

発

大曲商工会議所
（秋田県）
経営指導員

年には「通商産業大臣賞」

となりました。

在の大曲商工会議所）の主催

年代には、大曲市 商工会（現

煙火共進会」が起源。昭和

年８月に行われた「奥羽六県

大曲の花火大会は、明治

長谷川 塁

43

30

小西 亨一郎 さん

店や宿泊施設、旅行代理店など、 寄せられています。大曲と他地域
事業者の立場を考えた上で調整

組織固め

年には内閣総理大臣賞

事業再生

けていきます。

志と力を合わせ、この大会を続

西さんをはじめとする地元有

すが、私たちはこれからも、小

になる花火大会が相次いでいま

景気低迷が長期化し、中止

ている証しでもあります。

工会議所が社会的に認められ

る重責はありますが、これは商

を迎える一大イベントを主催す

な夏の風物詩です。１００周年

が付与された、全国的に有名

平成

（現在は経済産業大臣賞）が、

38

12

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

カネトク卸総合センター
株式会社
代表取締役
小西さんはここで活用

2010.5

51

68

FILE 17
商工会議所活用レシピ

創 業

来、１００年を超える歴史を持

当社は、総社市で開業して以
ですから、利幅も大きい。４代

発注する権限を持っているわけ

金をいただく事業者が、ほかに

です。

ことにより、顧客獲得を図るの

何度も繰り返しアプローチする

はなく、重点エリアを選択して

旧態依然とした経営スタイルに決別！
実践型の講座が自信につながりました

つ写真館です。
目になる私は、当社がこの機能

父が現役だったころは、店を

要は、
「お客様を連れてくる」
るかだと思います。お客様の声

ことに、どれだけ力を入れられ

を担うことを目指しました。
そのころ、運よく総社商工会

開ければお客様が来て、写真を
撮るだけで経営が成り立ってい

議所が開催している「総社寺子

展開することが、何よりの戦略

屋」に出合うことができました。 を聞き、顧客視点でビジネスを
さまざまな業界の後継者・若手

だと思っています。

写真店がどんどん少なくなって
きています。

経営者がメンバーで、少人数形

ました。でも、最近はまち中の

消費者ニーズが残っているの

式で経営について勉強する場を

物 を 借 り、着 付 け をお 願いし、 データの重要性をたたき込まれ

髪を整え、化粧をし、着物や小

ました。このため、日常の経営

ニングを積むことこそ自信につ

がないので、自分で考えるトレー

あります。後継者にはキャリア

りますが、やりにくいところも

そ、気持ちが通じるところもあ

先代の父とは、親子だからこ

は、和服を着るようなフォーマ

ルな撮影。ハレの日のお客様は、 得たのです。

写真を撮って……と大忙し。事

の場面でも、何をやりたいのか

ながります。

講 義 で は、 徹 底 し て 客 観 的

前の準備だって大変です。そん

をはっきりさせ、冷静に考えた

商 工 会 議 所 事 業 への 参 加 を
きっかけに、業務を変革する勇

総社商工会議所
（岡山県）
事務局次長・経営指導員

年に当所が実施した

石原 和則

考えている人の ％が、
「適当

アンケートによると、廃業を

平成

21

事業再生

役に立ちますよ。

談窓口」として、どんどんお

一報いただきたい。地元の「相

ときは、まず商工会議所にご

事業者の皆様には、困った

あります。

出てきたとのうれしい報告も

おかげさまで、すでに成果が

密 度 の 濃い 内 容 に し ま し た。

→実習→効果測定を繰り返す

継者など７人を対象に、議論

明確な問題意識を持った後

く個別指導にしてみました。

の思いから、集団指導ではな

立つカリキュラムにしたいと

「総社寺子屋」は、本当に役に

答しています。

な後継者がいないため」と回

53

中山 浩行 さん

気を手に入れた後継者は、多い
のではないでしょうか。

さらに発展

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

有限会社中山写真館
代表取締役

なお客様のために、一連のサー

てきました。

ビスをセットで 提 供 で き れ ば、 上で、行動に移せるようになっ
とても便利ですよね。

例えば、販促チラシを打つに

事業継承

問題は、営業の窓口をどこが

展

しても、広く薄く配布するので

発

担うのか。お客様から最初に料

組織固め

中山さんはここで活用

2010.6

51

FILE 18
商工会議所活用レシピ

創 業

明らかに準備不足でした。

くためには、目の前のお客様を大

決算相談会に駆け込んだものの、 ますが、口コミで紹介していただ

技術力だけでは店を経営できません
記帳指導を機に見通しがよくなりました

このお店は、私と娘の２人で経
営しているエステティックサロン

事にすることが、実際には近道

議所の利田さんに定期的な記帳

それからは、会員限定のメール

その反省を生かして、商工会

私は以前、エステティシャンと

指導をお願いしました。おかげ

報を配信したり、交流イベントを

マガジンで美容や健康に役立つ情

だと分かったんです。

年間ほど別の企業に勤

で、以後の申告手続きはとてもス

して、
務していましたが、閉店すること

企画したりしています。

てほしい」という声が。また、私

実践セミナーを紹介してもらいま

していたときに、
「知的資産経営」

習と食事会をしました。お客様

フレンチレストランでワインの講

今までのお客様からは「続け
の娘はその当時、大手サロンです

した。その講師に直接相談した

も私たちも楽しんで、一体感を味

この前は、ソムリエを招いて、

でに８年以上の経験を積んでいま

ところ、
「まずは既存顧客にアン

した。

わうことも、結果的には経営にい

お客様がいる。一緒に働いてく

た。来店動機の９割は口コミだっ

その結果は驚くべきものでし

んでした。でも、意外な事業が

クトメールをほとんど見ていませ

以前は、商工会議所のダイレ

れる頼もしいパートナーもいる。 ドバイスを得たのです。
いろいろ考えた末に、独立開業す
ることにしたのです。

たのです。そこで、これまで広告

後になって実感しました。確定申

今いるお客様に還元して、満足

ないと思う資料でも、必ず目を

から最近は、今の自分には関係

さらに発展

度を高めてもらうことにしまし

事業継承

告の方法が分からず、提出期限

展

通すようにしていますよ。

発

た。一見、遠回りのようにも感じ

たのですが、経営には疎いことを、 活動に使っていた時間とお金を、 実は役に立つこともあります。だ

ただ、技術力には自信があっ

い影響を与えると思っています。

ケートを取った方がいい」とのア

また、新規顧客の開拓を検討

ムーズに進んでいます。

です。

森田 壽子 さん

間近になって富山商工会議所の

組織固め

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

Ｓｏｉｎｊｅ（ソワンジュ）
代表

になりました。

15
森田さんはここで活用

利田 智香子

と、分からないことがあれば、

もし企業経営でお困りのこ

受け付けが可能です。

口なら、ワンストップでご相談

種多彩。でも商工会議所の窓

をアドバイスする専門家も多

つものジャンルがあり、解決策

そもそも経営課題にはいく

もやりがいがあります。

相談してもらえるので、こちら

繰りなど、疑問点を積極的に

や、効果的な経費支出、資金

伺っています。売り上げアップ

きっかけに、いろいろなお話を

森田さんからは記帳指導を

にもつながります。

身に付くので、経営の安 定化

から意識していると計数感覚が

会計は経営の基本。日ごろ

富山商工会議所
記帳専任職員

ぜひ一度、商工会議所にお越し

ください。

事業再生
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FILE 19
商工会議所活用レシピ

創 業

当社は、浜松市の中心部にあっ
ブランド認 定 事 業 者の一人とし

選している「やらまいか浜松」の

また、本年３月には、認定事

出しています。

恵み」という社内ブランドで売り

ブランド認定がきっかけ
広がった人脈で次々と新たな事業に挑戦！

た「梅月堂本店」から暖簾分け
て、商工会議所が主催する多く

業者の有志で、
「いざ！ 濱松城出

の れん

という形で昭和７年に創業した
のイベントやプロモーション活動

和菓子店で、その後、
創業以来、数々の銘菓を誕生

ただ私にとって、それ以上に大

良さを伝えることができました。

域の素晴らしさを知ってもらわな

まずは地元の人にこそ、もっと地

公園広場で開催しました。
これは、

年、浜松商工会議所の地域

品となっています。この商品が平

たもので、いまもわが社の看板商

に献上する菓子として創作され

されたホテルからの依頼で、陛下

年の昭和天皇行幸の折、ご宿泊

がブランド商品の一つ、浜松地域

ました。そして、出来上がったの

使った新たな菓子づくりを始め

です。そこで、す ぐにこれらを

域の農産品の豊かさを知ったこと

業者との交流を通じて、この地

認定事業者ならば」と会場使用

ん。浜松市も「やらまいか浜松の

あったことは言うまでもありませ

陰には商工会議所のサポートが

盛況となりましたが、その成功の

ければと企画したもので、連日大

成

ブランド「やらまいか浜松」の認
定を受けました。

を１００％使用したバームクーヘ

たな展開が生まれ、それがさま

こうして認定をきっかけに新
しっとり感を併せ持った米寿は、 ざまな方面へと広がっています。

べいじゅ

ン「米寿」です。口どけの良さと

方言で「やってみよう」という意

静岡県の米粉ＦＯＯＤコンテスト

さらに発展

たいですね。

これからも、ブランド事業を通じ

味です。食品をはじめ、祭りや

事業継承

２００９で金賞を受賞しました。 ていろいろなことに挑戦していき

展

伝統工芸品、先端技術など多分

発

現在、こうした商品を「遠州の

「やらまいか」とは、この地方の

まい

を許可してくれました。

といっても「布橋の雪」です。

きな成果となったのは、認 定 事

世市 さくらまつり」を、浜松城

年に屋

富田 直満 さん

野から浜松の良いものだけを厳

組織固め

浜松商工会議所
（静岡県）
経営指導員

年度に立ち上げた地域ブラン

て、全国に発信しようと、平成

誇れる資源を発掘して光を当

「やらまいか浜松」は、地元が

水島 大統

品目にまで拡大しています。

ド。そのブランドストーリーは

17

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

株式会社 田町梅月
代表取締役社長

させてきましたが、その筆頭は何

号を「田町梅月」と改名しました。 に参加。たくさんの人に和菓子の

20

特別栽培米「やら米か」の米粉

32

事業再生

すね。

さらなる活性化を実現したいで

その結果として、浜松地域の

ることを期待しています。

皆様との「交流の懸け橋」にな

には、認定品が浜松と他地域の

かし、まだまだ道半ば。将来的

少しずつ上がってきました。し

力を得て、ブランドの認知度は

当所議員や認定事業者の協

大いに刺激を受けています。

ますが、その行動力にこちらも

まな事業に参加してもらってい

での普及活動をはじめ、さまざ

富田さんには、小学校など

75

in

富田さんはここで活用

2010.8

45
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FILE 20
商工会議所活用レシピ

創 業

わが社は、関東自動車工業が
念を持ち出すまでもなく、企業

ＣＳＲ（企業の社会的責任）の概

んどありません。そこで、地元の

農業に関する知識と経験がほと

雇用の維持も企業の役割
地域の一員として活動していきたい

岩手県に進出したことに伴い、平

す。収穫した野菜は社員食堂な

指 導を受けながら、ダイコンや

「人財」という言葉があるように、 公共施設の清掃活動や、障害が

どで提供していますが、おいしい

は地域社会の一員として、地域に

ある人の会社見学の受け入れな

と好評です。

成４年に設立された自動車部品

どに、これまで自主的に取り組ん

貢献すべき存在なのです。
そこで、 ハクサイなどを一緒に育てていま

企業にとって人は最大の経営資
できました。
く

ら

新貨物駅の設置を求めています。

最後に、地元経済界では北上

源です。しかし、リーマン・ショッ

ら

また、同所の中村好雄会頭が
の

が雇用調整助成金申請の相談を

そんなとき、北上商工会議所

も雇用を守りたかったのです。

ました。ただ、私たちは何として

リストラを断行する企業もあり

農業従事者とが交流・協働、地

顔もあります。そこで、企業と

る一方、農業の盛んなまちという

この地域は多くの企業が立地す

行政などにもメリットがあると考

す れ ば、今 後、企 業 数 が 増 え、

与えます。また、利便性が向上

どうかが業績にも大きな影響を

にも、継続的に参加しています。 とも多く、輸送しやすい立地か

例えば、わが社の従業員は耕

工会議所。企業と地域社会との

けた活動に取り組んでいるのが商

業界の声を集約して、実現に向
作放棄地を整備して、野菜の栽

いるのです。

えられます。そこで、こうした産

れました。人件費削減のために、 会長を務める「農楽工楽クラブ」 製造業の場合、製品が大型のこ

期は非常に厳しい経営を強いら

ク後の不況は深刻で、当社も一時

メーカーです。

土屋 文教 さん

培に取り組んでいます。ただし、 橋渡し役として、なくてはなら

展

事業継承

さらに発展

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

株式会社ケー・アイ・ケー
代表取締役社長

受け付けていることを知り、
早速、 域全体の活性化を図ろうとして
活用することにしました。おかげ
で、従業員を解雇せずに済んだ
のです。
ただ、われわれは、社内のこと

発

だけを考えていてはいけません。 若くて元気で体力はあるものの、 ない存在です。

組織固め

土屋さんはここで活用

北上商工会議所
（岩手県）
主任経営指導員

に向けて活動中。地元企業が

設置要望など、事業環境改善

現在、当所では新貨物駅の

本当に喜ばしいことです。

取り組みが進んでいることは、

深めています。北上でこうした

加し、市民との交流を率先して

また、農楽工楽クラブにも参

たと思います。

ために、大きな意味を持ってい

域経済の基盤を安定化させる

力されました。このことは、地

にもかかわらず、雇用維持に努

ケー・アイ・ケーは、不況時

業がこの制度を活用しました。

開催。その結果、多くの地元企

の創設時に、いち早く講習会を

企業緊急雇用安定助成金制度

北上商工会議所では、中小

川口 実

元気になることで、地域全体を

元気にしたいですね。

事業再生

2010.9

53

FILE 21
商工会議所活用レシピ

創 業

郷土料理の素晴らしさを多くの人に
プロジェクト参画で知名度アップ

伝統料理である、と再認識して

市外への売り出しを決意。ただ、 の人にも、これが秩父ならではの
当時はすぐに店頭に並べる冷蔵

もらう良い機会になりました。

年に設立した

食品製造会社です（当時・デリ
用のものしかつくっていなかった

当社は、昭和
カふぁみりぃ）
。もともと、父親
発し、地道に販路を拡大してい

位置付けることで、注目を集め

にも着目。みそポテトをこれに

巻き起こしている「Ｂ級グルメ」

また、いまや全国で大ブームを

大型スーパーマーケットの総 菜

きました。しかし、やはり１店だ

ることができるのではと考え、商

かしたジャガイモに衣を付けて揚

も販売していました。これは、ふ

ちぶの和点心 小 昼 飯プロジェ

さんの人に知ってもらおうと「ち

が郷土料理の素晴らしさをたく

どにも取り上げられ、反響を呼

このことをきっかけにメディアな

各地の逸品を抑え、見事に優勝。

に参戦しました。結果は、県内

秩父商工会議所
（埼玉県）
中小企業支援課主事

うと、平成 年度に 品目の料

新たな観光資源として売り出そ

いた料理「小昼飯」を復活させ、

小腹がすいたときに食べられて

当所では、農作業の合間など、

木村 悠一

店は 社にも上っています。

ト。４年目を迎えた現在、加盟

小昼飯プロジェクト」をスター

理を選定し、
「ちちぶの和点心

13

が精肉店を営んでいたのですが、 ため、冷凍保存できる商品を開
コーナーにも出店することにな

名度アップにはつながりませんで

月に

けではＰＲにも限界があり、知

工会議所の紹介で、昨年

り、独立してこの事業を始めま
した。
店頭では、総菜や弁当のほか、 した。

げた後、特製の甘みそをかけて

クト」を始めたことを知り、早

んでいます。さらに、自社の売り

そんなとき、秩父商工会議所 「埼玉Ｂ級ご当地グルメ王決定戦」

食べるもので、地元では、不動の

速、加盟しました。このプロジェ

上げもアップし、以前と比べて注

秩 父の郷 土 料 理「み そポテト 」

人気を誇っています。ところがあ

クトを通して、さまざまなイベン

これからも、商工会議所とと

こ ぢゅう は ん

る日、市外から来たお客様が、
「こ

もの人が来場した「秩父はんじょ

もに力を合わせて、
「みそポテト」

文数は２倍以上になりました。
トに出店。特に、２日間で

て、「みそポテトを多くの人に知っ

う博」では、いままで食べたこと

万

れ、何？」と聞いている姿 を見
てもらいたい」と思うようになり

さらに発展

たいですね。

のおいしさを全国に発信していき

事業継承

19

新井 広幸 さん
11

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

みそぽてと本舗有限会社
代表取締役

がなかった人にこのおいしさを味

ました。

展

次第にこの気持ちが強くなり、 わってもらえただけでなく、地元

発

事業再生

て、まちを盛り上げたいです。

参画してもらい、
地域一丸となっ

企業にも、積極的にこの事業に

今後は、まだ加入していない

当に励みになります。

いている新井さんの存在は、本

から、精力的に活動していただ

できません。中でも、発足当時

て、加盟店の協力なしには実施

行っていますが、これらはすべ

作 成やイベントの開 催などを

プロジェクトでは、マップの

43

61

組織固め

新井さんはここで活用

2010.10

51
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FILE 22
商工会議所活用レシピ

創 業

機器を企業などに販売していま

わが社では、事務用品やＯＡ
球環境保護の観点からも大いに

量に排出することになるため、地

す。しかし、それではＣＯ ２を大

たり、表彰されたりしています。

企業は、同所会報誌で公表され

ト」として数値化。数値の高い

に、処分した重量は「エコポイン

個人情報と地球環境を保護できる
「エコマーカー事業」は、まちの誇りです

す。お客様の要望に応じて、
オフィ
問題です。

ることが最大の武器。地元のお客

わが社は、お客様の声を聞く

その結果、企業は名簿などの機

もこの融資を受けており、資金
本事業には、商工会議所や行

繰り改善に一役買っています。

そんな中、泉大津商工会議所

政、金融機関のほか、一般の企業

できなくなり、わが社でも、当

本事業は、利用者が指定した日

ちぐるみの活動となっています。

が、
「エコマーカー 事 業 」で す。 や市民も利用者として参加。ま

が同年

時は対応に苦慮していました。

こうした取り組みがここだけ
そこで、わが社では市外のお客様

時と場所に細断処理機を搭載し

や人件費も掛かります。さらに、 配車され、処理を行うというも

にもこの事業を紹介し、希望者

シュレッダーで細断するとして

の。処理後の書類は製紙会社を

で実施されるのはもったいない。

処理後は紙片を除去しなくては

本 事 業は、このまちの宝。こ

には利用してもらっています。
利用者には、環境にやさしい

通じてリサイクルされます。

レッダー処理をしないまま、燃

うした活動の輪が、今後ますま

さらに発展

方法で処分した、という証明書

事業継承

えるゴミとして行政に回収して

展

す広がってほしいですね。

発

が同所から発行されます。さら

なりません。企業によっては、
シュ

たトラック「エコポリスバン」が

密文書を安易に処分することは

数値の高い企業を対象に、融資

機会が多いため、この問題の重要
解決策を提示するまでには至って

様を中心に信頼いただいていると
年４月に「個人

性は分かっていました。しかし、 金利を優遇しています。わが社

さて、平成

自負しています。

さらに、地元の金融機関では、

スの悩みをトータルサポートでき

井上 正義 さん

もらっているところもあるようで

組織固め

泉大津商工会議所
（大阪府）
経営支援部課長代理

当たり 円の料金をいただいて

ます。現在、利用者からは１㎏

ため、かなりの固定費が掛かり

機やトラックなどが必要となる

「エコマーカー事業」では、細断

藤原 敏司

事業再生

何よりもうれしいです。

企業や市民がいる。そのことが

を払ってでも本事業を利用する

料です。にもかかわらず、お金

収してもらえば、処分費用は無

も、燃えるゴミとして行政に回

そもそも、機密文書であって

が継続できています。

や市民にご利用いただき、事業

げさまで、現在では多くの企業

誌でもＰＲに努めました。おか

動を実施。全戸配布する会報

そこで、事務局総出で営業活

定の要素もだいぶありました。

費を回収できるかどうか、未確

いますが、事業開始当初は固定

65

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

株式会社イノウエ商事
代表取締役

月にスタートさせたの

情報保護法」が施行されました。 いませんでした。

17

も設備投資が必要で、作業時間

12

井上さんはここで活用

2010.11

49

FILE 23
商工会議所活用レシピ

創 業

です。

な、ブランド力アップの取り組み

「高いけど、やっぱりおいしい」と言われる
ブランドを目指しています

三河湾は海の幸に恵まれた地
域で、古くからつくだ煮業者が

き、とても好評でした。
国内外の展示会にも数多く参

議所に相談して、中小企業庁の

かったんだ」と驚かれることもあ

来場者からは、
「こんなにおいし

加し、三河地域の総合力をＰＲ。

中の一つで、１３０年以上の歴史

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事

りました。

年、豊橋商工会

を誇ります。

業に応募。無事採択され、ブラ

そこで平成

三河つくだ煮の特徴は、つやや

的にスタートさせることができま

ンドづくりのための活動を本格

つくだ煮を食べてもらいたい。例

これからは、もっと多くの人に、

種類もの商品群をつくり上げた

えば、年に数回でもいいから、学

しかし、日本人の食文化はど

ちろん、コーディネーターも、デ

本事業を通して、同業者はも

も気軽に買ってほしいのです。

贈答用だけではなく、自宅用に

した。

んどん変化しています。それに伴

ザイナーも、みんな地域を愛す

校給食で使ってほしい。それから、

い、伝統食を扱うこの業界の市

る仲間として、連携を強めること
新商品は、メンバー各社が自

る喜びを味わえるように、新しい

かむ力が衰えてきた人でも、食べ

にも挑戦しようと考えています。

最近は、高齢者 向けメニュー

場規模も徐々に縮小しつつありま

ができました。
慢の一品を持ち寄って完成させた

私たちにやれることは、まだま

そんな中、経営努力により商

すが、私はほかにもやることがあ （他社ブランドでの製品製造）で

だたくさんある。商工会議所と

製造方法を研究しています。
ないと、なかなか納品できない百

ギフトセット。大手企業のＯＥＭ

ると考えていました。それは、消

力を合わせて、伝統あるこの産

さらに発展

貨店や大型スーパーでも、この商

事業継承

費者に「高いけど、やっぱりおい

展

業を盛り上げていきたいですね。

発

品を取り扱ってもらうことがで

品の値段を下げることも必要で

強いられている状況です。

す。日本中の同業者が、苦戦を

高い技術力があります。

かな表面の美しさ。また、２００

数多くいました。わが社もその

髙坂 彰一 さん
合資会社濱金商店
代表社員

しい」と納得していただけるよう

組織固め

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

豊橋商工会議所
（愛知県）
経営指導員

する会合は、３年間で延べ 回

ＪＡＰＡＮブランド事業に関

長を務めていただきました。

ランディング推進委員会の委員

濱金商店の髙坂さんには、ブ

樋口 正博

事業再生

です。

トを、私たちは続けていく予定

売方法を工夫するなどのサポー

後も、新たな魅力を発信し、販

はなくならないと思います。今

せないうちは、つくだ煮の需要

日本の食卓に白いご飯が欠か

ができたのだと思います。

な活動にうまく結び付けること

とができ、だからこそ、具体的

全体としての方向性を固めるこ

十分に議論を重ねることで、

運んでもらいました。

間を縫って、商工会議所に足を

しい人ばかりですが、本業の合

にも及びました。メンバーは忙

80

18

髙坂さんはここで活用

2010.12

51

FILE 24
商工会議所活用レシピ

創 業

食べられている鶏のから揚げのこ

んき」とは、この地方で昔から

を車で移動販売しています。
「ざ

無事実行され、許可申請も通り

たんです。おかげさまで、融資が

商工会議所の佐薙さんに相談し

申請の方法も分からず、新居浜

私 は、新 居 浜 名 物「 ざんき 」 足していた上、営業を始める許可

は、言うまでもありません。

ジネス展開にはずみがついたこと

ることができました。その後のビ

好評で、幸先のいいデビューを飾

えて国産若鶏の生肉を使用。秘

冷凍肉を扱う店が主流の中、あ

いい車両設備を、しかも格安で

温かい雰囲気を持つ、使い勝手の

もだいぶ増えました。

させてもらっているので、固定客

ナーが手づくりしてくれました。 の生活協同組合の店頭でも販売

げています。さらに、最近は地元

ながら、ビジネスチャンスにつな

ろなイベント情報を教えてもらい

その後も、佐薙さんからいろい

と。
特別な呼び名には、
地元の人々
ました。

また、移動販売用のケータリ

伝のタレに漬け込んで、対面販売

いただいたコンサルタントの指導

また、商工会議所で紹介して
手に入れることができたのは、本
当にありがたかったです。

本格的に営業を開始したのは、 で、売り上げアップのための取り

くの仲間や先輩にアドバイスをも

んさん産直市」に出店すること

て、同所が事務局をしている「さ

るビジネスモデル。これからも、

できない高齢者とも接点が持て

移動販売は、固定店舗に来店

組みも進めています。

らいながら業態を絞り込んだ結

になったんです。開 催日までに

多くの人とのご縁を大切に、さま

月。佐薙さんに誘われ

果、あえて店舗を構えない、移

営業体制を整えなければならな

昨年の

動販売という一風変わった営業ス

さらに発展

ざまなお客様に愛される店を目

事業継承

かったので、大忙しでした。当日

展

タイルを選択しました。

ろに一念発起して創業を決断。多

をしていたんですが、昨年の夏ご

もともと、私は会社の事務員

で揚げたてを提供しています。

ですから、つくる側も真剣です。 ングカーも、溶接に詳しいパート

そんなみんなのソウルフード

の愛情がこもっています。

創業のチャンスをくれたのが商工会議所
まめなフォローに大助かりです

正岡 知栄子 さん

指したいと思います。

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

さく

あげ屋わ咲
代表

は、行列ができるほどお客様に

組織固め

しかし、創業のためのお金が不

正岡さんはここで活用

新居浜商工会議所
（愛媛県）
経営指導員

困りのことがあれば、身近な相

重ねてきた正岡さん。今後もお

今までも人一倍、経営努力を

すね。

を徐々に高めていってほしいで

成などを通じて、お店の認知度

スを利用したホームページの作

出店や、当所の無料会員サービ

地元のイベントへの積極的な

提案していきました。

さんにとって必要な経営改善を

も各種情報を集めながら、正岡

まれな事例です。そのため、私

ルは、通常の経営指導の中では

移動販売というビジネスモデ

した。

の件で、協力させていただきま

創業する際に、融資や許可申請

商工会議所では、正岡さんが

佐薙 尚史

談相手である商工会議所にご一

報ください。

事業再生

2011.1

51
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FILE 25
商工会議所活用レシピ

創 業

地元企業との連携で実現した海外展開
７００年の伝統の技に新たな価値を加えて

夫され、磨き上げられてきた越

７００年という長い歴史の中で工

料理包丁メーカーです。取り扱

れほど広範囲なものとなったの

みはこれまでもありましたが、こ

多 岐 に わ た り、その す べて が、 がりました。連携による取り組

う商品は家庭用から業務用まで

をしてくれたからです。この効果

は、商工会議所が間に入り調整

ＡＰＡＮ」プロジェクトが持ち上

こうという「ＥＣＨＩＺＥＮ Ｊ

刃物の魅力を広くアピールしてい

で世界的に最も権威があるとさ

ました。その結果、デザイン業界

持つ商品を誕生させることもでき

マッチした機能性と美しさを併せ

努めてくれたことで、現代生活に

どを通じて消費者ニーズの把握に

査や国内外の展示会への出品な

さらに、商工会議所が市場調

年に設立した

前打刃物の技法でつくられていま

弊社は、昭和

す。熱した鉄を何度もたたき延

響を受け、需要は伸び悩んでい

しかし、昨今の景気低迷の影

として注目されている「コアレス

が開発し、業界で画期的な素材

プしました。また、地元メーカー

するまでの過程で、技術力もアッ

厳しく妥協のない指摘をクリア

す。

コラボレーション企画も進行中で

一部のようだ」との評価を受け、

を展開。彼らから、
「まるで手の

の一流シェフをターゲットにＰＲ

パリなどで活躍するフランス料理

スでの活動に力を入れています。

現在、プロジェクトではフラン

し受賞しました。

れる「ｉＦデザイン賞」を、こと

底的に磨けたことが大きな成果

弊社では、
「デザイン力」を徹

は、各方面に波及しています。

たん ぞう

ばしてつくっていく伝統の鍛造技
法は、硬さとしなやかさを兼ね
備えた商品を生み出します。

年には、
その高い品質が評価され、 となりました。デザイナーからの

ます。この厳しい状況を何とか打

多層鋼」を、どこよりも早く提

今後は、こうした海外シェア獲

刃物として初めて伝統的工芸品

開しなければ、と考えていたとき

供いただけたことで、新たな付加

得も視野に入れながら、事業を

に指定されました。

に、武生商工会議所が中心となっ

価値を与えた商品をいち早く完

さらに発展

て「素材」
「 製 造」
「流通」業界

事業継承

拡大させていきたいです。

展

成させることができました。

発

平成 年に中小企業庁のＪＡＰ

ド確立と海外展開を図ろうと、

波に乗り、越前打刃物のブラン

ています。そこで、このブームの

日本製の包丁にも注目が集まっ

世界的な日本食ブームの中、

和田 清

ＡＮブランド育成支援事業の採

択を受け、プロジェクトがスター

ト。地元企業 社が、持てる力

い評価を受け、昨年 月には一

より完成した品は、国内外で高

す。ニーズに合った商品開発に

合の理事長でもある増谷さんで

ているのが、越前打刃物協同組

その中でキーパーソンとなっ

ます。

を出し合って事業化に挑んでい

14

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

増谷 浩司 さん
有限会社龍泉刃物
社長

を一つにまとめ、国内外に越前打

組織固め

増谷さんはここで活用

般販売も開始されました。

いよいよ本格化するこの動き

をさらに加速して、越前地域全

体を元気にしていきたいです。

事業再生
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20

28

武生商工会議所
（福井県）
商工相談所参事

11

FILE 26
商工会議所活用レシピ

創 業

「紙」のまちの新製品が世界に進出
商工会議所のおかげでとてもスムーズでした

ち。その中でも弊社は、再生紙
受けた結果、素材の持つさまざ

専門のアドバイザーによる指導を

のか大変興味がありました。

の商品が欧米人の目にどう映る

紙産業関連事業に積極的に参加。 はみられません。このため、弊社

を主な原料にした「紙ひも・紙バ

そこで同所の継続的な支援を

まな特徴を引き出し、多くの商

古紙結束用として、紙バンドはコ

手提げ部分や新聞・雑誌などの

す。これは、紙バンドの帯を同心

どに置くためのボウルがありま

例えば、果物を入れて食卓な

フランクフルト）に出展したとこ

リ）や「アンビエンテ」
（ドイツ・

ン・エ・オブジェ」
（フランス・パ

ンテリア関係の国際見本市「メゾ

受け、ヨーロッパで開催されるイ

メやムギを入れるクラフト袋の口

円状に幾重にも巻きつけること

ろ、予想以上に大きな反響を得

品開発に成功しました。

閉じ用として、広く使われていま

で、
食器として成型したもの。はっ

開発された紙バンドは、現在、カ

プラスチック製の同種商品のよう

日本人は、障子やふすまなど、
家屋の一部にさえ紙を使う国民で

れ、約 色もの種類があります。

からお年寄りまで幅広く親しま

で加工しやすいことから、子ども

うため、組み合わせは無限。ほ

かも、色とりどりの紙ひもを使

紙としての質感を残しました。し

ているのです。これからも、同所

界から注目される可能性を秘め

ジナリティーがあふれており、世

本事業の商品には、わが国のオリ

このように、紙バンドという素

展

事業継承

一部の国を除いてほとんど海外で

さらに発展

ていきたいと思います。

実は「紙バンド」という素材は、 驚かせるような商品を生み出し

かのインテリアとコーディネート

さ らに、光 沢 を あ えて 抑 え、 す。つまり、紙を原材料とする

に洗うことができます。

水 性 と耐 久 性 を 高 めたことで、 ることができました。

す。

紙ひもはショッピングバッグの

ンド」を製造しています。

富士市は、紙産業が盛んなま

植田 剛 さん

と力を合わせて、世界中の人々を

材がいろいろな形に進化して一般
消費者にも広まっていく中、弊
社は富士商工会議所が主催する

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

植田産業株式会社
代表取締役社長

しやすいのも魅力です。

材としても使われています。安全

ゴやバッグなどをつくる手芸の素

梱包資材として 年ほど前に
45

組織固め

植田さんはここで活用

鈴木 優彦

富士商工会議所
（静岡県）
総務部振興課長

ュ

オ

ラ

ることを願っています。

が、地元経済の活性化につなが

植田さんの積極的な事業展開

ました。

に参加し、販路開拓に努めてき

活動を通じて、国内外の展示会

新ブランド。３年にわたる一連の

が〝ｃｕｉｏｒＡ〟という名前の

キ

の指導を受けて、立ち上げたの

インダストリアルデザイナー

に参画してもらいました。

動を展開していたので、本事業

を普及させるなど、先進的な活

バンドの手芸分野での利用方法

その当時から、植田産業は紙

り組みました。

「紙のカタチプロジェクト」に取

を取り入れた新商品開発事業

新たな視点と魅力的なデザイン

幹産業である「紙」を素材に、

平成 年度、当所は地元の基

19

事業再生
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FILE 27
商工会議所活用レシピ

創 業

年に平和タク

結果は、チャレンジした社員全

さらなるスキルアップで地域に貢献
きっかけを与えてくれた商工会議所に感謝

弊社は、平成
と りょう

認定証が、乗客との話題づくり
にも一役買っているようです。
この事業はまだ始まったばかり

知識を持っていることを、社員各

その後、私は次第にこうした

コンシェルジュ」として、さらな

ています。そのために「もりおか

識が根付くようになれば、と思っ

全体に広がり、おもてなしの意

戦したことで新たな発見があった」

自がモチベーションアップにつな

誕生しました。以来、これまで以
となるよう営業を続けています。

げてほしいと思うようになりま

るサービス向上に努めていくつも

ですが、私はこうした試みがまち

私がそれまで社長を務めてい

した。何かよい方法はないか、と

りです。
シー乗り場に、来街者が優先的

年 代 後半

れ、
乗務員教育を行ってきました。 を「もりおかコンシェルジュ」と

にコンシェルジュを利用できる乗

年です。同社では、

た平和タクシーの創業は昭和
ごろから、盛岡を訪れた人に同

考えていた矢先、同所がもりけ

して認定する事業を始めること

年に盛岡

り場を設置できないかと考えて

呼び掛けました。実はそれまで、 ４人の乗務員を推薦。彼らは昨

創設すると聞き、社員に受験を

もの識 り 検 定 」
（ も り けん）を

ていた平和・とりょうタクシーの

そこで、新たなスタートを切っ

善も図っていきたいと思います。

ど、利用者の立場からの質の改

施設に随行してガイドを行うな

います。また、乗務員が訪れた

で得た知識を活用して、地元の魅

今後も、人材の育成を一層強化

年

充実を図っていましたが、その成

さらに発展

しながら、地域の観光振興に取

事業継承

力を多くの人に伝えています。ま

展

果を見る力試しに、同検定がピッ
タリだと思ったのです。

組織固め

発

り組んでいきたいですね。

独自のプログラムで、観光教育の

月に認定を受けた後、検定

し

商工会議所がご当地検定「盛岡

こうした中、平成

を知りました。

例えば、ＪＲ盛岡駅前のタク

地の素晴らしさをもっと味わって

との感想が私の元に届きました。

國枝 康彦 さん

んに合格したタクシードライバー

38

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

平和・とりょうタクシー
代表取締役

もらおうと観光事業にも力を入

上に市民から喜ばれる地域の足

「検定に挑
シーと杜 陵 タクシーが合 併し、 員が合格。受験後には、

21

た、助手席の後ろに掲示している

11

國枝さんはここで活用

盛岡商工会議所
（岩手県）
地域活性化支援グループ主事

今後は利用者のニーズなどに合

シー業界が対象です。しかし、

利用するサービスとなる、タク

の来街者が駅に降りて最初に

現 行では、この制度は多く

早く参加してくれました。

ているので、この事業にもいち

ら喜んでいただけるのかを考え

枝さんは、常に乗客にどうした

付事業」を創設しました。國

りおかコンシェルジュ認定証交

ないかと考え、昨年９月に「も

で新たな展開が生まれるのでは

産業とうまく結び付けること

そんなときに、地元の観光

悩みが課題となっていました。

生しましたが、受験者の伸び

が全国的なブームとなる中で誕

「もりけん」は、ご当地検定

工藤 進作

わせながら、ほかの分野にも対

象を広げていくつもりです。

事業再生
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FILE 28
商工会議所活用レシピ

創 業

太田市内で営業を続けている焼

た、
自店の強みと弱みの確認です。 半額セールを行ったときのことで

メニューの販 売 数の分 析を通じ

創業し、以来 年以上にわたり、 ごとの店舗全体の売り上げと各

す。近隣地域にチラシを配りＰ

ようと、創業記念日に合わせた

例えば、新規の顧客を開拓し

経営に大いに役立っています。

き肉店です。地域の人に末永く

さらに、その分析に基づき、コー

分析したところ、大半は常連客

Ｒしましたが、実際の来店者を

初めに取り組んだことは、月

愛される店を目指し、和牛を中

ディネーターと共に、毎月課題の

でした。しかし、この分析を通じ

心とした高品質な肉を、手ごろ

て、常連客が中心となっている店

洗い出しを実施。その上で、解決
の悪い商品に替わる新メニューの

の現状を把握でき、さらに、こう

に向けた対応として、売れ行き

には子どもや孫と一緒に３世代で

開発や、季節に合わせたイベント

した状況下での効果的なチラシ

当時からのお客さまも多く、中
通ってくださる人もいます。

の開催など、さまざまな提案を

しか し、２ 年 前のリーマン・

配布の時期なども考えられるよ
人は身近に存在しているもの

結果を次の取り組みに生かして

ショックの影響は大きく、当店も
厳しい経営環境に立たされまし

の中身は意外によく見えていない

今回の指導はいったん終了しま

た。こうした状況を何とか打開

ターによる外からの目線での指摘

いくことです。

目に留まったのが、太田商工会議

ない提案もあります。お客さま

したが、中にはまだ実行できてい
これらの提案の中には、狙い通

に愛され続ける店でいるために、

は、とても参考になりました。

援事業」でした。専門のコーディ

りの結果にならなかったものもあ

所の「店舗の魅力・売上アップ支

できないかと考えていたところ、 もの。そうした中、コーディネー

うになりました。大切なことは、

受けました。

な価格で提供しています。創業

年に

地域で愛され続ける店を目指し
無料コンサルティングで改善に挑戦

当店は、私の父が昭和

坂本 拓也 さん

ネーターによるアドバイスを無料

さらに発展

太田商工会議所
（群馬県）
中小企業相談所
商業支援部 部長

年

月から工場の改善

事業「ブレークスルー オータ」

平成

要 なのが 現 場 改 善 」 と 考 え、

当所では「不況の時こそ重

金谷 雄次

事業再生

思っています。

さらなる飛躍を遂げてほしいと

をきっかけに、新たな視点から

てきた坂本さんには、この事業

客が満足する店を追求し続け

常にお客に喜ばれる店、お

ます。

企業を中心に、好評を得てい

ることがなかなかできない中小

独自にコンサルティングを受け

ことができ、費用面などから

全般的な指導を無料で受ける

演出まで、店舗経営に関する

もの。商品の見直しから店の

これを商業分野へと拡大した

さんに活用いただいた事業は、

に取り 組んできました。坂本

in

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

有限会社
焼肉飯店やしろう苑
店長

今後もチャレンジし続けていきま

事業継承

新たな気付きを得ることができ、 す。

展

11

44

で受けられるということで、早速、 ります。しかし、どの挑戦でも
申し込みました。

発

20

40

組織固め

坂本さんはここで活用

2011.5
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FILE 29
商工会議所活用レシピ

創 業

大手進出企業との交流事業で販路が拡大
常にバックアップしてもらっています

こん ぽう

環境に配慮した製品としてさま

資材なども商品化し、これらは

企業の担当者に、弊社の製品の

所の後押しがありました。進出

もちろんこのとき、商工会議

年に梱包資材

の製造・販売を手掛ける企業と
ざまな方面から注目をいただい

弊社は、昭和
年に

して創業しました（平成

よさと技術の高さを力説してく

に進出する大手企業と催す交流

賀商工会議所から、県内や隣県

てくれました。現在、この企業

工会議所が陰からバックアップし

給企業に応募したときにも、商

しかし、昨今の当地域の経済

久性や機能性の追求です。これ

会への参加案内があったのです。

とは、九州の事業所だけでなく

にとって真に役立つ商品の提案

らは、経営を通じて地球環境の

この交流会は現在までに９回

本社とも取引が行われ、これは

また、隣県に進出しているあ

保全にも貢献したいとの理念の

開催されていますが、私はこの

社員一同、大いに励みとなってい

る大手自動車メーカーの本社が

そして試行錯誤を重ねる中で

全てに参加し、できる限り人的

ます。

状況は極めて厳しく、こうした

生まれたのが、商品を真空状態

ネットワークを広げようとして

このように交流会への参加を

を続けています。中でも特に力

に保つことで、冷蔵庫などを使

います。そして実際に、新たな

きっかけに、弊社も新たな一歩を

募集していた、部品や資材の供

わなくても、味や品質を損なわ

販路を開拓することができまし

踏み出すことができました。こ

中、弊社も新たな展開が求めら

ずに長期保存できるパッケージ

た。ここで交換した名刺を持っ

れからも、商工会議所からのア

れていました。そんなときに佐

です。また、耐摩耗性や防水性

て進出企業の担当者を訪ね、自

下、取り組んできました。

に優れた特殊樹脂を従来のスチ

さらに発展

続けていきます。

社の製品をアピールしたところ、 ドバイスを受けながら、挑戦を

事業継承

ロールなどに塗布することで、何

展

採用が決まったのです。

品にとって大きな課題となる耐

れたのです。

ています。

福井 秀平 さん

度でも繰り返し使用できる梱包

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

ＩＭＡＲＩ株式会社
代表取締役社長

を入れてきたのが、パッケージ製

現社名に変更）
。以来、お客さま

20

佐賀商工会議所
副事務局長・総務部長

事業再生

に努めていきます。

年に

が活性化するよう、事業強化

企業が一社でも増えて地域経済

これからも前向きになれる

バックアップを行っています。

当 所としても、できる限りの

開しているのが、福井さんです。

用して積極的な営業活動を展

うよう依頼。この仕組みを活

ねてきた人とは必ず会ってもら

当日交換した名刺を持って訪

います。また、
進出企業側には、

るか検討する機会を提供して

のような切り口から参入でき

懇親会も行い、地元企業がど

に、その企業の製品展示 会や

による自社の概況説明ととも

当日は、進出企業のトップ

スタートしたものです。

を取り戻そうと、平成

交流事業は地域循環型経済

八谷 浩司

20

47

組織固め

福井さんはここで活用

2011.6
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FILE 30
商工会議所活用レシピ

創 業

年」と

振り返ると「ポール技術でウォー

弊社のこれまでの経営を一言で

の通り、どうせやるなら楽しく

す。初代リーダーとして、その名

介護分野を担当する「楽 笑 」で

が最初に選んだのは健康・医療・

析・検討して商品化を進めてき

ものニーズを聞き取り、それを分

そして、その医療法人から１１３

メンバーに加わっていることです。

福祉分野で活躍する医療法人が

のは、簡単にできることではあり

と、リハビリにも効果的なウォー

腕の２点で支える歩行用補助杖

事業継承

と考えています。

さらに発展

佐久商工会議所
（長野県）
総務課 主任

設したのは、平成 年のことで

佐久ものづくり研究会を創

磯貝 智哉

野から 事業者の参加があり、

設備、自動車などの幅広い分

建 築、サービス、情 報、住 宅

現 在の 研 究 会 に は、医 療、

携わってきてくれました。

引っ張り、数々の製品の誕生に

リーダーの一人として研究会を

レンジ精神旺盛な柳澤会長は、

いたいとスタート。以来、チャ

ながら実現に結び付けてもら

流したり、切磋琢磨したりし

せっ さ たく ま

難しいことでも、企業同士が交

す。不況が続く中、一企業では

16

異業種交流で商品を開発
研究会で生まれた絆は財産です

表すことができます。スキーのス

活動できるようにと、仲間同士

ました。すでに５品目を実際に

づえ

ません。しかし、この会にはさま

キング用ポールです。仲間の医療・

新たな商品を生み出すという

ら く しょう

トックから始まり、トレッキング

の交流を深めることを考えて取

売り出しています。

キングライフを支えて

やウォーキングのポール、さらに

り組みを進めてきました。

ざまな経験を積んできた経営者

介護関係者に試用してもらい製

弊社が担当したものは、手と

高齢者向けの補助杖まで、人々

そしてその傍ら、本業だけでは

たちが同じ志を持って集まってい

作したので、実用的な商品となっ

ポール（杖）の開発・製造・販売

出会えない、いろいろな職業・立

ます。力を合わせることで、
「１

ています。商工会議所には、これ
を広く知ってもらうきっかけとし

を行ってきました。

場の人と交流できる商工会議所

＋１」が２ではなく、５にも に

ました。その中で、医・農を含む

てヘルスツーリズム事業も提案し
れていきます。研究会に配置さ

これからも商工会議所を活用

もなるのです。また、学・官の皆

多分野にわたる事業者が集まり、 さんの力で、これはさらに倍加さ
学・官とも連携の上、共に新た

れたアドバイザーも、その橋渡し

てもらいました。

な商品の開発に意欲を燃やす「佐

し、いろいろな人たちと接点を持

展

ち、常に前に向かって挑戦したい

役として大きな助けになっていま
す。

久ものづくり研究会」にも入会
しました。

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

柳澤 光臣 さん
株式会社シナノ
代表取締役会長

の活動にも積極的に参加してき

つえ

の生活を豊かにするさまざまな

65

いくつかある分科会のうち、私 「楽笑」の大きな特徴は、医療・

組織固め

柳澤さんはここで活用

活発な議論が展開されていま

す。今 後も、地域の事 業 者の

皆さんが活動を通して連携を

強め、相乗効果でよい結果を

生み出していってくれることを

期待しています。

事業再生
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FILE 31
商工会議所活用レシピ

創 業

弊社がある富山県高岡市では、 ンさせることも思い付きました。

みのない食材でも抵抗感なく購入

記載。知ってもらうことで、なじ

諦めかけていた商品化が実現！
これからも、高岡の食文化を守り抜きます

そして試 行 錯 誤 を 重ね、
「白

布」は、県全体に流通し、今で

た。そのときに運び込まれた「昆

て交易が盛んに行われていまし

して勝負するときに重要となる

だ予算が限られていて、土産品と

ふりかけを完成させたのです。た

会議所です。そのおかげでことし

報での紹介をしてくれたのが商工

地元紙への掲載の働き掛けや、会

宣伝がカギを握ります。
このとき、

販売が開始されると、今度は

えび入 黒とろろこんぶ」という、 してもらえるよう工夫しました。

江戸時代、北前船の中継地とし

も全国一の消費量を誇るほど県民
出できませんでした。

５月の発売以降、問い合わせが相

パッケージのための費用までは捻

そんな「昆布王国」で、弊社
年 来、この海 産 物の製 造・

そこで、高岡商工会議所の「高

に愛され続ける食品です。
は

さを知ってもらおうと、商品開

で、もっと多くの人にこのおいし

常にポピュラーなものです。そこ

出回っていませんが、地元では非

この食材は、県外にはあまり

扱っています。

ろろ」の関連商品を豊富に取り

分を糸状に削り落とした「黒と

酢に浸した昆布の外側の黒い部

域性も強くアピールしました。ま

山連峰のイラストを印刷して、地

山湾と県内有数の名所である立

よう透明なフィルムで加工し、富

らに、表面の一部を中身が見える

ンを基調としたデザインです。さ

と合わせ「白」と「黒」のモノトー

して出来上がったのが、食材の色

ジをとことん追求しました。そう

この奨励金を活用して、パッケー

そして、富山の食文化を守り抜

新たな分野を開拓していきます。

で情 報 を 交 換 したり しながら、

て知識を吸収したり、会員同士

商工会議所のセミナーに参加し

と思っています。そのためにも、

まな切り口から発信していきたい

今後も、昆布の魅力をさまざ

連絡がありました。

駅からも、
「店頭に置きたい」と

さらに発展

発に着手。富山湾の宝石と呼ば

事業継承

いていきたいですね。

展

た、裏面には２つの素材の特徴も

発

大野 英樹
で

回目を迎えます。対象業

業文化振興基金」は、ことし

平成８年に創設した「高岡産

地域産業の活性化を目的に

高岡商工会議所
（富山県）
中小企業支援部

事業再生

であり続けていきたいです。

笑顔と活気を与えられる存在

後押しするとともに、まちに

ナーとして地元企業の挑戦を

これからも、身 近なパート

所として、とても心強いです。

にも力を入れている商工会議

みは、観光資源の掘り 起こし

を新たな形で生かしていく試

室谷さんのように、地域資源

方面からサポートしています。

遣、さらに広報活動など、多

でなく、経営指導や専門家派

認定企業には、金銭面だけ

れるようになりました。

て、年々、多くの応募が寄せら

種を絞っていないことが奏功し

15

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

室谷 晃司 さん
株式会社室屋
代表取締役社長

販売などを行ってきました。特に、 岡 産 業 文 化 振興 基 金」に応 募。 次ぎ、先日は取引のなかった道の

60

れる「白えび」とコラボレーショ

組織固め

室谷さんはここで活用

2011.8
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FILE 32
商工会議所活用レシピ

創 業

弊社は、昨今全国的なブーム
中で短期間での出店を目指して

近に迫っていました。慌ただしい

まちおこしに結び付けていこうと

その後、キャラクターをさらに

多岐にわたる支援で実現！
ゆるキャラ ®を使ってまちおこし

となっている、ゆるキャラのグッ

いた私にとって、店舗の紹介はも 「ゆるキャラ ®まつり

事業を始めたきっかけは、平成

的でした。また、無事に出店し

受けられる同事業はとても魅力

ちろん、さまざまなアドバイスが

える人々が詰め掛ける同イベント

できました。今では７万人を超

協力してもらい、円滑な運営が

ント経験の豊富な商工会議所に

開催を思い立ったときにも、イベ

彦根」の

ズ制作や販売、イベントの企画運

年に「国宝・彦根城築城４００

た後も、資金面での相談に乗って

営などを行っています。

年祭」のイメージキャラクターと

て、地域住民との連携が欠かせ

ラクターを活用したものとあっ

さらに、事業内容が地域のキャ

くことで、地域経済の活性化は

マをうまくビジネスにつなげてい

ちづくり、まちおこしというテー

ゆるキャラの活用のように、ま

は、今年も 月に行われます。

しかし当時、市内には来街者

なかったのですが、そのコーディ

実現するのではないでしょうか。

な融資が実現しました。

して誕生した「ひこにゃん」です。 もらい、金融機関からのスムーズ
このキャラクターを使って地域を

が土産品としてグッズを買える

ネーター役としても商工会議所

弊社では、今後もそうした事業

さらに盛り上げようと、グッズの

店舗はごく一部しかありませんで

は力を発揮してくれました。商

紹介されたのがチャレンジショッ

なときに間に入って調整をしてく

とができなかったのですが、そん

根商工会議所に相談したところ、 周囲からなかなか理解を得るこ

を統括したコーディネートを期待

産業、観光など、あらゆるもの

その地域に眠っている、人やモノ、

います。そして商工会議所には、

企画からスタートしました。

した。そこで、自ら出店してキャ

店街でのイベントを企画した際、 に取 り 組んでいきたいと思って

プ事業です。早速、出店者の募

れたおかげで信頼関係を築くこ

さらに発展

集に応募しました。

事業継承

しています。

展

とができたのです。

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

荒川 深冊 さん
合同会社ひこらぼ
代表

in

ラクターをＰＲしようと考え彦

10

18
このころすでに４００年祭は間

組織固め

荒川さんはここで活用

彦根商工会議所
（滋賀県）
業務課長

押しする活動を続け、彦根の

して創業者たちの熱い思いを後

これからも、商工会議所と

しみにしています。

所でも今後の活躍をとても楽

本のような取り組みぶりで、当

に事業の趣旨に合致したお手

全国を飛び回っています。まさ

多くの地域を元気にしようと

ゆるキャラの仕掛け人として、

根の顔」となった荒川さんは、

店街で大いに活躍し、今や「彦

この事業を生かして地元商

います。

レンジショップ事業を展開して

協議会」の事務局として、チャ

目指す「彦根ＴＭＯ事業推進

応援と中心市街地の活性化を

当所では、意欲ある市民の

安達 昇

次代を担うリーダーを養成し

ていきたいですね。

事業再生
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FILE 33
商工会議所活用レシピ

創 業

きた当店は、地元の皆さまに支え

板メニューに掲げて経営を続けて

オープン以来、
「串揚げ」を看

使っているのかを知りたかったの

て、どの機器がどの程度の電力を

にするもの。設備更新に当たっ

の電力使用量を確認できるよう

報も教えてもらい、早速申請し

きました。さらに市の助成金情

スムーズに融資を受けることがで

ドバイスしてもらったおかげで、

た。提出書類の書き方などもア

態などをチェックしてもらう「省

電気・ガスの使用状況や設備の状

食器洗浄機、さらには２台のエア

最終的には、冷凍・冷蔵庫と

トやＣＯ ２削減につながるものに

のですが、どうせならコストカッ

蔵庫だということが判明。２番

電力を消費しているのが冷凍・冷

これらの結果から、店内で一番

で以上に節電を心掛けるように

ツを知ったことで、従業員も今ま

エネ診断の際に正しい省エネのコ

買い替えることに成功。また、省

るなどして、照明の電力消費量

年度から

山本 正雄

事業再生

う、広くＰＲしていきます。

事業所に活用してもらえるよ

みを応援しつつ、もっと多くの

さんの環境に配慮した取り組

なっています。これからも森光

りは、当 所にとっても 励みに

す。地域に根付くお店の頑張

を活用した第一号の事 業 者で

森光さんは、
これらのメニュー

トも行っています。

行政と連携し資金面のサポー

などのメニューを用意。また、

断、ウェブサイトでの情報発信

プロジェクトや、無料省エネ診

をグラフで確認できる見える化

具体的には、実際の消費電力

ら支援事業を展開しています。

所を対象にさまざまな視点か

協議会を立ち上げて会員事業

地球温暖化対策事業に着手し、

当所では、平成

立川商工会議所
（東京都）
事業課長

21

手厚いサポートで省エネ機器を導入
環境に優しい経営を維持し続けます

られ、来年で 周年を迎えます。

で、これは大変役立ちました。そ

たため、昨年秋ごろから何点か

リース物品の返却期限も迫ってい

コンを、電力効率が高いものへと

したいと考えていました。そんな

目が照明、３番目が食器洗浄機

新しい機器の購入を検討していた

ときに、立川商工会議所の山本

た。

昨年比で ％も少なくなりまし

なり、機器導入後の電気料金は、
を改善したい、との思いが強まり

く、これらを買い替えて店の環境

さんから紹介してもらったのが、 だということも分かり、一刻も早
省エネやＣＯ ２削減の取り組みに
対するさまざまな支援事業です。

購入資金の面では、商工会議

も減らしていきたいと思っていま

今後は、ＬＥＤ照明を導入す

したのが「エネルギー消費量の見

所の推 薦で無 担 保・無 保 証 人・

す。そして、環境に優しい経営

ました。

える化プロジェクト」でした。こ

低金利で融資を受けられる「マル

このうち、当店が最初に利用

れは、小型電流センサーを分電

さらに発展

を続けていきたいです。

事業継承

経融資」を紹介してもらいまし

展

盤に取り付け、機器や時間ごと

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

森光 真史 さん
トントン串揚割烹
代表

エネ診断」も受けました。

ていたのが、設備の老朽化でした。 の後、専門家に店まで来てもらい、 たのです。

こうした中、一番の課題となっ

25

組織固め

森光さんはここで活用

2011.10
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FILE 34
商工会議所活用レシピ

創 業

年に創 業し

れていましたが、ネットについて

その＠モール出店者向け勉強会

ＩＴ化支援をフル活用！
今ではほとんどがネット経由の顧客です

弊 社 は、昭 和
多々ある中で、商工会議所を頼

には、 年以上も毎月参加して

以前勤めていた会社からの、の
りにネットショップの開設や運

はまだよく理解していない点が

れん分けのような形でスタート

いて、とても役立っています。
そして、こうした事業を利用
たことでも気軽に相談できるの

できるだけでなく、ちょっとし

まず必要となるネット関係の

容によっては専門家も紹介して

が商工会議所のいいところ。内

営の準備を始めました。

ト 上のショップに 軸 足 を 置 き、

知識ですが、
これは「ネットショッ

も ら えるので 助 かっていま す。

プ塾」をはじめ、商工会議所で
開催される数々のセミナーを通

な対応を心掛けながら、お客さ
まにぴったりのスーツを製 作・

また、事業を通じて異業種の人

ります。当時は対面販売を中心

かけは、 年ほど前にさかのぼ

ネットショップを始めたきっ

クの使い方 な どを 学 び、早 速、

近ではｉＰａｄ２やフェイスブッ

には積極的に参加していて、最

てもらいました。今もセミナー

激になっています。

ショップの運営で、これがいい刺

多く、孤独になりがちなネット

たちの頑張りを目にすることも

て――。ちょうどそんなときに、

の厳しさがなんとなく見えてき

ト接続サービス
「Ｏｏａａｎａ」
や、

当初から使っているインターネッ

さらに、私がホームページ開設

ません。ほかの事業者の皆さん

はすでに廃業していたかもしれ

議所を活用していなければ、私

由がほとんどです。もし商工会

ア イ パ ッ ド

に営業していたんですが、右肩

豊中商工会議所からネットの活

ネットショップを出店している

お お え え な 〜

用を勧められたんです。

え～

事業継承

さらに発展

にも、この「知恵の泉」をぜひ

在庫管理にパソコンを使用す

展

サイト「＠モール」は、どちら

現在、弊社の顧客はネット経
活用しています。

販売しています。

じて、１から まで熱心に教え

メールや電話を使ったきめ細か

しました。現在はインターネッ

たオーダーメードスーツ店です。

細田 芳男 さん

積極的に利用してほしいですね。

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

株式会社神戸洋服
代表取締役

上がりの時代が終わり、先行き

10

も商工会議所の運営によるもの。

るなど、すでにＩＴ化に力を入

組織固め

細田さんはここで活用

年ほど前から

押川 携

歳と

れる日本を目指し、事業者への

討中です。
「ＩＴ先進国」を誇

当所では、今も新事業を検

を増やしているようです。

ネットを介してどんどんファン

これらの事業を活用しながら、

は思えないほど意欲にあふれ、

細田社長は、とても

多様な事業を展開しています。

学べる
「ネットショップ塾」
など、

隊」
、ショップ運営を基礎から

題を解決する「ＩＴレスキュー

ｎａ」をはじめ、さまざまな問

ネット接続サービス「Ｏｏａａ

気軽に導入できるインター

した。

積極的に活用を推進してきま

そ特に有効な仕組みだと考え、

インターネットは中小企業にこ

当所では、

13

支援体制を強化していきます。

事業再生
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10

50

豊中商工会議所
（大阪府）
中小企業相談所 課長

70
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FILE 35
商工会議所活用レシピ

創 業

違う 分野に進出してみようと、
の点灯で筋肉の働きを知らせま

るだけで、瞬時に音の変化と光

定したい部分の皮膚に貼り付け

れました。発表会で興味を持っ

そして、その効果はすぐに表

た。

もらえたのでとても助かりまし

ゼンの方法なども丁寧に教えて

国立大学法人福井大学とともに
す。正しいフォームで効果的な

後日、福井新聞などに記事が掲

てくれた新聞社から取材を受け、

総重量はわずか ｇ。これを測

新聞やテレビなどが新商品に注目
合同プレス発表会でチャンスをもらっています

弊社は業務用酒販業を手掛け

〝健康〟をキーワードにしたベン

トレーニングを行ってもらいたい

した装置で、筋肉を動かす際に

これは、筋電計の技術を応用

動センサーを発売しました。

「マッスルアライブ」という筋活

念の下に事業展開を進め、昨年

体を動かすことが重要」との理

同プレス発表会」を始めると知

新たに「新商品・新サービス合

そんなときに福井商工会議所が

んでいくかという 課 題に直 面。

確立していない中、どう売り込

知名度がない上に販売ルートも

の、立ち上げたばかりの会社で

しかし、商品は完成したもの

た商工会議所にはとても感謝し

こうした機会をつくってくれ

せも増えてきています。

も徐々に知られ始め、問い合わ

なりました。今では商品も社名

どの番組でも紹介され、話題と

かけに、ＮＨＫやテレビ東京な

載されました。さらにそれをきっ

所でもらえるアドバイスが大変

脳から筋肉へと送られる電気信

これは新商品などを開発した

役立っています。これからも商

ています。また、今でも要所要

筋電計は非常に高 価でしたが、

企 業 が 集 ま り、そ れ を 記 者 な

工会議所のサポートを得ながら、

り、早速エントリーしました。

それを手軽な値段で、しかも誰

どの前でプレゼンするというも

さらに発展

でも扱えるものにしようと開発

事業継承

新たな分野に挑戦していきたい

展

の。商工会議所からは、事前に
㎜）に も 努 め、

発

しました。小型化（幅 ㎜×高

号を測定するものです。従来の

「脳と筋肉をうまく使って上手に

チャー企業「身のこなしラボラ

る企業ですが、平成 年に全く

岡本 耕至 さん

と考えています。
㎜×厚 さ

組織固め

12

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

株式会社
岡本吉之亟商店
代表取締役

と商品化しました。

15

トリー」を創業。同社では特に、

18

当日配る資料のまとめ方やプレ

さ

44

28

岡本さんはここで活用

福井商工会議所
中小企業総合支援センター
会員サービス課長

トが当たるよう、これからも

ます。こうした企業にもスポッ

張っている企業がたくさんあり

福井にも岡本さんのように頑

い、事業効果を高めています。

ＰＲなどの面でもサポートを行

ます。さらに、
資金繰りや販路、

のアドバイスなども実施してい

らの意見を基にした商品改良

トするだけでなく、プレス側か

同事業では、発表の場をセッ

価をいただいています。

の情報が一度に手に入る」と評

プレス側からも「地元中小企業

年４月にスタートさせました。

Ｒできる場をつくりたいと、今

に、自社の商品やサービスをＰ

チャンスを逃している中小企業

のための費用や人材が足りず

「合同プレス発表会」は、宣伝

寺川 直輝

バックアップを続けていきます。

事業再生

2011.12
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FILE 36
商工会議所活用レシピ

創 業

弊社はプラスチック製品の印
スなど、さまざまな製品に活用

術は、携帯電話や化粧品のケー

に販路が拡大。テレビ番組や地

技術提携の照会があり、結果的

では、大手化粧品メーカーから

商工会議所と市が技術を認定
大手企業との取引が増えました

刷が専 門の加工メーカーです。
されています。さらに、 年の
「か

石塚 勝 さん

昭和 年に東京都で創業し、平

ダイヤ工芸株式会社
代表取締役社長

まに高品質な製品を提供し続け

と徹底した納期管理で、お客さ

道の「ダイヤ」に劣らぬ正確さ

しました。社名の由来である鉄

成９年に神奈川県川崎市に移転

を紹介してもらいました。

会い、
「川崎ものづくりブランド」

川崎商工会議所の𠮷田さんと出

で優秀賞を受賞。その表彰式で

わさき 起 業 家オーディション」

工会議所にはとても感謝してい

グの場を常に提供してくれる商

す。こうしたきっかけやマッチン

され、問い合わせも増えていま

元紙などでも弊社の技術が紹介

ますし、川崎に来て本当によかっ

ることにしました。そんな中で

要と考え、技術開発に力を入れ

ていくには新しい事業展開が必

機に売り上げが激減。生き残っ

しかし、リーマン・ショックを

ば箔が付いて営業しやすくなる

と商工会議所に認定してもらえ

しい話を聞き、弊社の技術を市

ていましたが、𠮷田さんから詳

にロゴが印字されていたので知っ

との交流会などで交換した名刺

商工会議所には、セミナーなど

収するという余裕はありません。

年かけて初期投資のコストを回

のような中小企業には、２～３

た展開を考えていますが、弊社

今後は海外進出も視野に入れ

ブランドの存在は、地元企業

生み出された技術が、これまで

のではと考え、応募を決意。認

を通じ、すぐに現地で事業を始

ています。

不可能だった、１工程で箱や楕

定後は、特に大手企業への営業

められる方法や、すでに成功し

たと思っています。

円体などへの全周印刷・加飾を

がスムーズになりました。
また、商工会議所に紹介され

ど、さまざまなサポートを期待

ている事例を紹介してもらうな

はく

実現させた、曲面体・多面体ス
クリーン一発印刷「曲面インプ

て昨年出展した、先端技術を持

さらに発展

レッソン」
。低コストで美しい仕

事業継承

しています。

展

つ市内外の企業が集まる見本市

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

川崎商工会議所
（神奈川県）
企画広報部企画課

Ｒしようと 年に設立した「川

術を発掘し、国内外に広くＰ

製造業の優れた製品や高い技

当所と川崎市が市内の中小

𠮷田  将史

崎ものづくりブランド推進協議

会」では、これまで 件を認定

事業再生

所も支援を続けていきます。

さらに発展してもらうため、当

業の中でも燦然と輝く企業へと

さんぜん

認 定されました。日本の製造

れ、ものづくりブランドとして

ゼロから開発したことが評価さ

レッソン」も独自のノウハウで

ら事業を展開し、
「曲面インプ

開拓する姿勢を大切にしなが

技術と新たな市場を積極的に

石塚社長は、オンリーワンの

大に活用してもらっています。

会でのＰＲなどの特典を販路拡

には、ロゴマークの使用や展示

しています。認定を受けた企業

64

46

上がりを可能にした業界初の技

組織固め
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21

石塚さんはここで活用

2012.1
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FILE 37
商工会議所活用レシピ

創 業

分野の研究開発にも力を入れて

開している会社です。最近は新

トウエア開発を中心に事業を展

弊社は、コンピューターのソフ

には現在、仕事で取引をさせて

も貴重な財産となりました。中

いるので、そこで得られた人脈

人たちがたくさん集まってきて

はさまざまな業種から意欲ある

にいてくれることで安心できる

せん。私は商工会議所を、そこ

はこうした事業だけではありま

し か し、商 工 会 議 所の 魅 力

います。

ウリング大会に参加したりして

創業から次世代育成にまで幅広く利用
何でも気軽に相談しています

おり、寝たきりになった高齢者
いただいている方もいます。

どういうことなのかよく分から

当時は、会社を設立するとは

ら準備を重ね、起業することが

所の創業塾を知り、受講しなが

折り込みチラシで明石商工会議

ていたときに、たまたま新聞の

とです。独立開業しようと考え

う、大切な機会になっています。

な ども 知 り 視 野 を 広 げても ら

イドのことや異業種の取り組み

そのような技術者たちに経営サ

てという感覚に陥りがちなため、

者が中心で、目の前の仕事が全

す。弊社のような業界では技術

補の社員を毎年受講させていま

に関するセミナーには、幹部候

せていただき、例えば経営革新

ざまな商工会議所事業を利用さ

その後も今に至るまで、さま

取り組んでいます。今後も地元

して盲導犬育成協会の支援にも

昨年からは、社会貢献の一環と

に地元採用を行ってきました。一

で展開する事業者として積極的

がら活動してきた弊社は、地域

のです。

頼りにする相手が商工会議所な

困ったりしたら、まず相談する、

人として、何か問題が起きたり

います。事業主として、また法

「ホームドクター」と位置付けて

できました。

創業したのは 年ほど前のこ

研究にも取り組んでいます。

ない状態でしたので、まず法律

また、新入社員を商工会議所

に貢献できる企業として成長し

さらに発展

そんなバックアップを受けな

や手続きといった基本的な内容

主催の集合研修に参加させたり、

事業継承

を教えてもらえたことがとても

展

ていきたいと考えています。

テムや、三次元計測システムの

の床ずれを検知・予防するシス

阿曽 俊二 さん

福利厚生の一環で、社としてボ

発

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

アソート株式会社
代表取締役

役立ちました。また、創業塾に

組織固め

10

阿曽さんはここで活用

明石商工会議所
（兵庫県）
中小企業相談所
指導課 課長

用し、飛躍へとつなげていって

考え方を見直す機会として活

業塾や経営塾を自らの計画や

これからも多くの人に、創

んのよき手本となっています。

成長させ、地域事業者の皆さ

従業員を抱えるほどに会社を

ました。今では１００人以上の

欲的に事業を展開してこられ

商工会議所を利用しながら意

つなげた阿曽社長は、その後も

この創業塾の受講を起業に

場として好評を得ています。

いただき、学びの場、出会いの

１０００人以上の方に受講して

名 称の変更などを経て、延べ

「明石経営塾」です。これまで、

催 す るセミナ ー が「 創 業 塾 」

営に意欲を燃やす人向けに開

当所が、起業を志す人、経

長谷川 好一

いただきたいと思っています。

事業再生

2012.2
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FILE 38
商工会議所活用レシピ

創 業

住まいに関するお悩み相談事業に参加
顧客との「つながり」が持てました！

中でも「住宅修繕事業」には大

わたりお世話になっていますが、

大府商工会議所には、長きに

で勝負しています。

密着した工務店として、腕一本

が台頭してきている中、地域に

した。しかし、大切なのは顧客

もたらすものではありませんで

た程度の仕事で、大きな利益を

けが悪くなった窓の交換といっ

の多くは雨漏りの修繕や立て付

の相談を受けてきましたが、そ

こうして、これまでたくさん

ため、竹を使った玩具の製作体

な職人に親しみを持ってもらう

寄り難いイメージを持たれがち

談会を催しました。さらに、近

てもらう機会になればと修繕相

に参加。自分たちのことを知っ

ともに、「大府市産業文化まつり」

きました。そこで、メンバーと

者に依頼したいが、どこにお願

変助けられました。

との「つながり」です。心を込

験も行ったところ、子どもたち

うでしたが、この事業を活用す

の れん

この事業は、毎月第２・第４

めて仕事をやり遂げることで信

を中心に大変好評でした。

先代である父の暖簾を受け継

水曜日の ～ 時に商工会議所

頼関係が生まれ、やがて「気軽

今後は、若手の人にも事業に

いしたらいいか分からない」とい

の相談室を無料で開放してもら

に相談できる大工さん」として

どんどん参画してもらい、地域

ることで、市民の皆さんとの接

い、そこで住宅修繕相談事業専

利用してもらえるようになりま

の建設業を盛り上げていきたい

いだ私が、平成４年に法人化し

門部会に所属する地元の建設業

す。そして、お得意さまとなっ

と思っています。いろいろなこと

う問題を抱えていることに気付

者が、住まいに関する相談に応

てくれた顧客から、後日、増築

に挑戦する「きっかけ」を与え

点を持てるようになりました。

じるというもの。職業柄、腕に

工事という大きな仕事をいただ

たのが弊社です。ハウスメーカー

自信があっても、それをアピー

てくれた商工会 議 所。今 後も、

事業継承

さらに発展

れることを期待しています。

新たな「きっかけ」をつくってく

くこともあるのです。
一方、そ う した 活 動の中で、

展

実は利用者側も「地元の建設業

発

小久保 友博

す。

年に当所が発足した際

３年にスタートさせたもので

身である大府市商工会が平成

「住宅修繕事業」は、当所の前

大府商工会議所
（愛知県）
地域振興課 主事

事業再生

に尽力していきます。

で頑張る建設業者のサポート

く予定です。これからも、地域

を使った情報発信を強化してい

さらに活性化させるため、ＩＴ

当所では今後、この事業を

をまとめ上げてくれました。

に参加するときも、みんなの声

厚く、
「大府市産業文化まつり」

アマン。メンバーからの信頼も

舛田さんは、部会一のアイデ

件にも上っています。

での相談件数は、延べ１０００

的に実施してきました。これま

ンバーと力を合わせながら継続

宅修繕相談事業専門部会のメ

に事 業を引き継ぎ、以来、住

14

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

舛田 利廣 さん
有限会社ますだ建築
代表取締役社長

ルする機会にはなかなか巡り合
ないはずです。弊社も以前はそ

えないという建設業者が少なく

16

組織固め

舛田さんはここで活用

2012.3

47
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FILE 39
商工会議所活用レシピ

創 業

響に関する業務をトータルに扱
加入までは考えませんでしたが、

は社員が一人だったこともあり、

ケールメリットを生かして団体

に多くの会員を抱えるというス

商 工 会 議 所の 保 険 は、全 国

それから数年がたち、 年の

となっています。しかも、結婚

済も割安な掛け金で充実の保障

合いがほとんどいない中で、こ

故郷とはいえ、仕事関係の知り

残された家族から、その社員が

来事が起きました。このときに

若さで急死するという不幸な出

さまざまな特典を受けられたり

内にある約６００の店舗などで

り、郡山独自の仕組みとして市

や出産時に祝い金が給付された

弊社では、中小企業が求める

ただき、加入率は ・９％（

の会員の皆さまからご支持をい

期目を迎える事業です。多く

生命共済制度は、今年で

小泉 雄司

43

割安な掛け金で充実の保障
中小企業の強い味方となる共済制度です

う企業です。平成６年に仕事の
徐々に社員が増えこうしたもの

割引が受けられるのが最大の特

できました。

拠点を東京から故郷である郡山

も必要かと考え、生命共済に加

長です。弊社が加入する生命共

れたものの一つです。ただ当時

に移し、新たに事業をスタート
入しました。

弊社は、主に舞台や照明、音

させました。
郡山商工会議所の会員となっ

代の

れからどのように事業を進めて

持病のために生命保険に入れず

冬、弊社の社員の一人が

いけばいいのか、と悩んでいまし

ことも、経営者としては魅力的

します。さらに、配当金がある
胸が詰まる思いでした。

にいたということを聞き、私は

そんなときに、ネットワーク

の保険引き受け会社であるアク

ものを常に取り揃えてくれてい

です。

と思い付いたのです。早速相談

サ生命保険から、加入していた

る商工会議所を、保険だけでな

そんなときです。商工会議所

に行ったところ、経営上のアドバ

ことも忘れていた生命共済の保

く、あらゆる機会を通じて活用

を広げるなら「商工会議所だ！」

イスとともに、多くの会員が集

険金が下りると連絡をもらった

しています。今後もタイムリー

さらに発展

そろ

まる交流事業やセミナーなどへ

のは。おかげで、ある程度まと

事業継承

の参加を勧めてもらいました。

展

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

郡山商工会議所
（福島県）
総務部総務課

事業再生

ます。ぜひ、ご活用ください。

ンなど各 種保険を用意してい

職金共済や業務災害補償プラ

当所では、ほかにも特 定退

実には常に気を配っています。

のサービスは好評で、特典の充

割引が受けられる「フレンド会」

特に、加盟店で多彩な優待や

の独自給付と加入者特典です。

入れているのが、見舞い金など

当所がこの事業で最も力を

いています。

りやすい保険」と評価をいただ

室さんからも「中小企業が入

広い保障を受けられること。冬

特長は、割安な掛け金で幅

年度末時点）となっています。

23

冬室 利重 さん

な情報提供を期待しています。

発

41

株式会社アール・ケー・ビー
代表取締役

た。

たのは、ちょうどそのころです。

40 20

まったお金を遺族に渡すことが
共済制度は、そのとき紹介さ

組織固め
冬室さんはここで活用

2012.4

47

FILE 40
商工会議所活用レシピ

創 業

当店は、移動販売のタイカレー
に 受 講 したメンバーの中には、

て大変参考になりました。一緒

ことを生かして、信号待ちして

いますので、講習会で教わった

当店は交差点の近くで営業して

開業から現在までさまざまなサポート
ほとんど毎日完売しています

屋です。１日 ～ 食限定、日
今でも当店のカレーを買いに来

替わりメニューで平日の昼間に
営業しています。

た看板を設置。翌日のメニュー

創業塾では、開業するまでに

り、参加を決めました。

で青梅商工会議所の創業塾を知

ですが、新聞の折り込みチラシ

くり方を教わったりしていたの

カレーが大好きで、タイ人につ

いと考えました。もともとタイ

子育てと両立できる仕事がした

していましたが、出 産 を 機に、

それまでは経理関係の事務職を

習会への参加を勧めてもらいま

の「黒板ポップの描き方」の講

えていた時に、商工会議所主催

看板を手軽につくりたい」と考

店に立ち寄ってもらえるような

す。
「お客さんの目に留まり、お

その一つがポップのつくり方で

バイスや情報をもらっています。

ち寄ってくれ、さまざまなアド

も、商工会議所の方がお店に立

ぶためセミナーに参加。開業後

は見てくれていますし、声を掛

うに頑張っていれば商工会議所

いく食材を探しました。このよ

元のお店を一軒一軒回り、納得の

はすぐに気づかれますので、地

しかし、質を落とすとお客さま

い状況に何 度も直面しました。

入手が難しくなったりと、厳し

はじめ材料の値段が高騰したり

や東日本大震災などで、野菜を

これまで、リーマン・ショック

開業前は、帳簿の付け方を学

準備すべきことはもちろん、運

した。参加したことで、明快で

けたり色々な話を持ってきてく

年です。

転資金はどれくらい余裕を持っ

分かりやすいポップの描き方は

れたりします。これからも、お

開業したのは平成

ていた方がよいかといった、開

もちろん、どのくらいの高さに

客さまに喜んでもらえるお店で

を紹介しています。

業後に必要なことも教わりまし

置くのがちょうどよいのかといっ

さらに発展

た。また、
創業塾ＯＢの方の話は、

事業継承

あり続けたいと思っています。

展

たことも 分かり ました。また、

発

実際に開業した人の生の声とし

組織固め

青梅商工会議所
（東京都）
地域振興部企画・支援課

対象に、平成

年から創業塾

当所では、開業を志す人を

岩波 直樹

事業再生

トを続けていきます。

ます。
これからも、
当所はサポー

験を受講生に話してもらってい

ラーとして、開業時の自身の経

人気で、現在は、創業塾のパネ

後は、ほぼ毎日完売するほどの

まざまなセミナーに参加。開業

作成など、当所が実施するさ

帳簿の付け方やホームページの

今野さんは、創業塾の他にも

につなげている方もいます。

交流を続け、仕事の取引など

す。受講者の中には卒業後も

多くの卒業生が開業していま

でもらうための講座で、実際に

という人に全体の流れをつかん

取り組めばよいか分からない、

えや準備することなど、何から

を開催しています。開業の心構

16

今野 宏江 さん

いる車の運転席の高さに合わせ

50

18

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

萬金堂
代表

てくださる方もいます。

30

今野さんはここで活用

2012.5

47

FILE 41
商工会議所活用レシピ

創 業

スタジオ・ショップを運営してい

を展開、箕面市を中心にサロン・

コンセプトに「ゆらぎスタイル」

当 社 は、地 域の健 康 支 援 を

力を最大限発揮できるスキンケ

を蒸留抽出することで、植物の

そこで、この廃棄部分から精油

棄されていることを知りました。

の高い油を含んでいるため、廃

今後は、セルフメディケーショ

なりました。

店内に入ってきてくれるように

にくかった」というお客さまが

前から気になっていたけど入り

ショップの魅力を動画でＰＲ
気軽に来店してもらえるようになりました

ます。

ンサービスのモデルケースを展開

サロンでは、健康サポートと体

ア」などの教室を開いています。

座として、
「植物療法」
「タッチケ

ン（健康自己管理）に役立つ講

供。さらにセルフメディケ―ショ

触覚の「五感ストレスケア」を提

らえる、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・

クスとリフレッシュを実感しても

す。スタジオでは、心身のリラッ

で、動画で内容を伝えたいと思

と間違われることが多かったの

性の美を追求するエステサロン

カムネット」です。ショップは女

ト上で紹介する「みのお カム！

ムービー（動画）をインターネッ

市内の幅広い業種のお店などの

ら紹介してもらったのが、箕面

そんな ときに 商 工 会 議 所 か

りが深まるように中心となって

業・社長・商店主の横のつなが

意 欲 的 で 地 域 貢 献 度 の 高い 企

現できません。商工会議所には、

地域活性化は当社だけでは実

組みたいと思います。

ある人の雇用にも積極的に取り

と考えています。一方で、障害の

ランド化して全国に発信したい

らぎスタイル」のコンセプトをブ

にショップでの販売を開始しま

また、箕面には無農薬で種か

い、利用を決めました。１分強

サポートしてもらいながら、と

の再生を目的に、整体など体質

ら育てた特産品「実生ゆず」が

という時間ですが、ショップを

生活の質の向上を実現する「ゆ

あります。ゆずを使った商品は

さらに発展

もに成長できればと願っていま

事業継承

理解してもらえるようにポイン

展

たくさん開 発されていますが、

した。

し、地域資源の植物を利用して

ア・健康商品を開発。平成 年

岡山 栄子 さん

す。

発

箕面商工会議所
（大阪府）
中小企業相談所 所長

目的に、 年に始めました。店

気軽に来店してもらうことを

る お 店 を 多 くの人 に 紹 介 し、

箕面市内の個性豊かな魅力あ

「みのお カム！ カムネット」は、

秋田 英幸

事業再生

シストしていきます。

活性化するように側面からア

工会議所も、多くの事業所が

けてもらいたいと思います。商

て新しいことにチャレンジし続

行動力で地域の模範企業とし

さんには、これからも持ち前の

とても明るくパワフルな岡山

るきっかけにもなります。

ピールするかということを考え

間の中で店舗の強みをいかにア

店 舗にとっては、限られた時

してもらえます。また、出演

お店にも親近感を持って来店

で、敷居が高いと思われていた

主の顔などを知ってもらうこと

22

担当者からひと言

ご相談は最寄りの商工会議所までお気軽にどうぞ

有限会社ｒｅ・ｍａｋｅ
代表

トを絞って説明したことで、
「以

改善に必要なケアを施していま

22

果実を搾汁した後の皮は揮発性

組織固め

岡山さんはここで活用

2012.6

49

FILE 42
商工会議所活用レシピ

