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特 集
経営者のための動画制作入門経営者のための動画制作入門

～中小企業の動画制作におけるヒト・モノ・コストの考え方～～中小企業の動画制作におけるヒト・モノ・コストの考え方～

　新型コロナウイルスは、われわれの生活・ビジ
ネスに大きな影響を及ぼしましたが、私が仕事を
してきた動画制作の業界にとっても黒船ともいえ
る存在となりました。
　例えば、大勢を集めたイベントや講演の収録、
インタビュー撮影なども行われなくなりました。
一方で、ビデオ会議システムを使ったインタビュ
ー撮影、動画を使った営業活動など、従来のコミ
ュニケーションを動画で補うような状況が生まれ
ています。

映画工房カルフのように映画工房カルフのように
オリカワ シュウイチオリカワ シュウイチ

作についても知っておく方がいいと考えています。
ただそれは、カメラの使い方とかアプリの操作方
法などではなく、「何にいくらかかるのか」「どう
判断すればいいのか」といった勘所になります。
これをお伝えするのが、本稿の目的になります。

　「一般的に動画っていくらでできるんでしょう
か」といったご質問もよくいただきますが、一般
的な価格などないに等しいとお考えください。テ
レビＣＭは15秒間に最低でも数百万円かかる一方
で、社内でお金をかけずに動画をつくっている企
業もたくさんあります。

　「動画をつくってみよう」と考える企業は一気に
増えました。しかし、いざつくるとなったら、担
当者の方が「具体的な指示がほしい」と期待する
一方で、的確な指示出しができる上司も多くはな
いでしょう。今後、効率的に動画をつくっていく
ためにも、経営者の方、上司の方もまた、動画制

　動画の制作費は、どんな目的でどんな動画をつ
くるかによっていくらでも変動します。しかし、
この「目的」というのが最初はピンとこないこと
が多いと思います。他社の活用事例をまねすると
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ころからスタートするといいと思います。

例１）営業活動に動画を使う
　これまでお客様を工場に案内していたある企業
は、コロナ禍でそれが難しくなりました。
　そこで、機械の操作方法や動いている様子をス
マートフォン（以下、スマホ）で撮影し、iPadを
使って打ち合わせ現場で商談相手に見せたりして
います。

　本音を書きますと、私は「動画を見る目を養う
までは、動画を外注すべきではない」と考えてい
ます。あちこちから見積もりを集めても、金額が
安いかどうか以外の判断ができないからです。そ
こで、「外注する・しない」の基準の例をまとめま
す。

（１）できない工程だけ外注する
　「撮影だけは自分たちで行い編集だけ外注する」
とか、「特殊な撮影機材が必要なので撮影だけお願
いしたい」など。

（２）感情を扱うときだけ外注する
　「製品の品質を伝えたい」「手触りの高級感を演
出したい」など、感覚や感情に訴えるようなもの
は、プロにお願いした方がいいかもしれません。
下手な動画では安っぽくなるためです。

例２）サービスの認知拡大に動画を使う
　社員が製品やサービスを紹介する動画をつくり、
YouTubeで定期的に発信することで、取引先や見
込み客の間で「あの会社さん、よく動画をつくって
るね」と記憶に残るようになった、といった例も
あります。

例３）顧客サポートに動画を使う
　「組み立て方、メンテナンスの方法」といった
動画をたくさん掲載し、顧客サポートに活用して
いる例ももはや珍しくありません。

　動画には一つ一つ、目的と役割があります。「何
のために」「どう活用するか」。これを企画段階で
しっかり定めておくと、決裁者として的確な指示・
判断ができるようになります。

例１）新製品のＰＲ動画
目的
　導入済みのクライアントに、新しい機種を紹介
して乗り換えを提案したい
　・必要 → 新しい機能についての説明
　・不要 → 既存機種とかぶっている内容

例２）顧客サポート動画
目的
　既存客からの問い合わせをいつでも受け付け、
より満足度を上げたい
　・必要 → 要件を絞った短い内容
　・不要 → オープニング映像に凝る
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　最初は、スマホ１台だけでスタートしましょう。

不安に感じる方もいるかもしれませんが、慣れて
ない状況で高価な機材を導入したからといって、
動画の質はたいして変わりません。同じ機材でも、
プロが撮ればプロのように、素人が撮れば素人っ
ぽく撮れるのです。

　日頃から気になった動画があれば、そのサイト
のＵＲＬをメモしておくといいでしょう。企画会
議では、それらの動画の持ちネタを出し合い、な
ぜそれがいいと思ったかを言語化して共有しまし
ょう。
　「夕暮れの工場がかっこよく映ってていいなと
思った」「社員が楽しそうに働いている様子に好感
度が高かった」などと表現すると、まねできそう
なポイントが洗い出されます。

　動画制作に慣れないうちは、次のタイプは避け
た方がいいかもしれません。

①　撮影場所の数が多いもの
撮影のための移動や準備に手間取るため、最
初は１、２カ所で撮影が完結できるのが理想
です。

②　登場人物が多いもの
スケジュール調整が大変になるため、一つの
動画に一人登場、くらいからスタートする。

③　演技力を必要としないもの
社員が登場する場合は、感情豊かに話すなど
を期待するのは難しい。

　最低限これだけは押さえておけば無難、という
ポイントを四つまとめます。

（１）安定させて撮る
　映像が揺れていると素人っぽくなるため、でき
る限り三脚を使いましょう。100円ショップで買え
るスマホ三脚を使い、家庭用の三脚に取り付けて
使用するといいですね。

　三脚は、撮る相手の胸の高さくらいのものが望
ましいですが、高さが足らない場合は机や平たい
台の上に置くだけで事足ります。手持ちで撮る場
合は、スマホを両手でしっかりと持ち、脇を締め
て撮ります。

（２）明るく撮る
　会議室が空いてないから夜しか撮れない、とい
うのはナンセンスで、明るい時間帯に明るい場所
で撮ることを考えましょう。顔が暗いと、動画の
印象も暗くなるため、逆光をとにかく避けてくだ
さい。
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（３）分かりやすく撮る
　どこからどう撮ると分かりやすいのか、これは

「撮影前」に考えておく必要があります。

◎位置は、場所を指し示しながら撮る

◎サイズ感は、身体や手を入れて撮る

◎手順は、工程を飛ばさずに撮る
　自社の製品は自分たちではよく分かっているた
めに、うっかり情報をはしょりがちです。

　もう一つ、「何を撮らないか」も大事。「画面の
中に余計なものが映り込んでしまっている」ため
に、「モザイクをかけたい」「ぼかしを入れたい」
という相談が後を絶ちません。モザイクやぼかし
は本来使うべきではなく、撮影する時に「これは

入れないように撮ろう」と注意するだけで避けら
れます。

（４）音声が聞きとりやすいように撮る
　一番簡単なのは、スマホを物理的に近くに置く
こと。撮る相手から１ｍ程度の距離にスマホを置
き、スマホに向かってはっきり話しましょう。そ
して、徹底的にその場のノイズを取り除きます。
　・エアコンなどの機械音 → 止める
　・道路などの走行音 → 窓を閉める
　・書類のペラペラ音 → 手に持たない

■原稿を覚えられないとき
　話す原稿を覚えられないからプリントアウトし
て手に持ちたい、壁に貼りたい、などと必ず意見
が出ます。しかし、カメラに向かって（相手の目
を見て）話さないと伝わりません。短く覚えやす
い原稿を用意するのがコツで、暗記して少しずつ
話して録画するスタイルがオススメです。編集の
際に、余計な間を削れば、意外とスムーズに読ん
でいるように見えるものです。

■全身を撮りたいとき
　相手から１ｍ程度の距離で撮る、と書きました
が、中には機械を操作している全身の様子を撮り
たい場合もあるでしょう。そんなときは、「声をと
らない」という判断になります。カメラから顔を
背ける形で声を出してもほとんど聞き取れないの
で声をとる意味がありません。編集でテロップを



2021.12 5アクセス埼玉

　余計な部分を削って伝わりやすくするだけ、つ
まり基本的な機能しか使いません。その視点で、
編集ソフト・編集アプリの選び方についてアドバ
イスします。

（１）編集をパソコンでやるかスマホでやるか
　・30分以上など長い動画をつくりたい
　・細かく編集したい
　・動画制作の作業を共有したい

　この３点が必要な時は、パソコンで編集すべき
でしょう。スマホでは容量等の問題があり向いて
いませんし、小さい画面で細かい作業を続けるの
はストレスがたまります。

入れるか、ナレーションを入れる、という手段を
選びます。

　最初のうちは、編集に過剰な期待をしがちです。
しかし、面白い機能などはほぼ使えません。「この
ソフト（アプリ）があると、いい動画が簡単につ
くれるよ」という宣伝文句は、かなり語弊があり
ます。
　編集作業では、「余計な部分を削って伝わりやす
くするだけ」をゴールに設定しましょう。動画制
作において編集作業の比重は限りなく少なくする
ことを強くオススメします。

　また、スマホは個人利用であることが多く、他
の人が編集したものを別の人が直したい、などと
いった場合は向いていません。

（２）スマホアプリで編集するなら
　スマホアプリを選ぶポイントは次の三つです。
　・無料で使えること（機能制限付き含む）
　・アプリのロゴが入らないこと
　・ログインが必要無いこと
　以上の条件を満たすのは、この二つ。

　これ以外のアプリを使っている方もいるでしょ
う。もし使い慣れているものがあればそれで構い
ません。どのアプリを使おうと、長い動画の編集
と、細かいテロップ入れ作業は、愚痴が出ること
に変わりはありません。

（３）パソコンで編集するなら
　Macの場合はパソコン版iMovieを使いましょう。
Windowsの場合はFilmora（フィモーラ）をオスス
メします。有料ですが、１万円を大きく切る金額
で、一回買い切り。初心者でも使いやすいソフト
で十分以上の機能が付いていますし、無料体験版
ですべての機能が試せます。操作に慣れる時間（コ
スト）を考えると、これ以上コストパフォーマン
スのいいソフトはないと思います。数時間で簡単
な操作ができるようになるはずです。
　Windows向け無料ソフトとしては、AviUtlや
Davinci Resolveなどがありますが、どれも慣れる
のに手間取る可能性があります。ただ、社内にデ
ザイン部などがあり、すでにAdobe社の契約をして
いる場合は、Premiere Proというプロ用ソフトが

iPhone：iMovie Android：VLLO（ブロ：無料版）
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　YouTubeは、動画の公開先として外せません。
YouTubeを使うために最低限必要なものは二つ
あります。

◎会社用の Google アカウント
　個人用のGoogleアカウントは個人情報にひもづ
くことが多いため、使用すべきではありません。
共有して使える会社用のアカウントを取得しておき
ましょう。Googleアカウントがあれば、YouTube
の一通りの機能が使えます。ただし、YouTubeチ
ャンネルを作成しない限り、YouTubeでアカウント
の存在が公開されることはありません。

◎自社の YouTube チャンネル
　これは現時点では、パソコンからしか操作でき
ません。「YouTubeチャンネル 作成」で検索すれば
すぐにやり方は分かります。
　
　これで、動画をアップロードできる環境が整い
ました。YouTubeは結構な頻度で仕様が変わります。
ロゴやアップロードボタンの形すら変わります。
そのため、動画のアップロード方法は検索して調
べてみてください。

使えるかもしれませんので、挑戦してみる価値は
あるとは思います。

　編集作業で問題になるのは、「どこで終わりとす
るか」です。動画は、必ずしも多数決でつくるも
のではありませんし、みんなが納得するまで続け
るものでもありません。結局、動画編集とは、決
裁者の好みを延々と探る旅、ともいえます。私が
依頼されてつくる場合も、ご担当者の役職があま
り高くない場合ほど（その後のチェックする方が
多いほど）、制作期間が長くなる（修正が増える）
傾向にあります。
　言い換えるなら、「自社はこういう雰囲気の、こ
ういう感じの動画をつくりたい」というものが明
確であればあるほど、早く簡単に動画がつくれる
ようになるということです。
　「テーマカラーは何色か」「文字の大きさはどの
くらいが読みやすいか」「文字の場所はどこがい
いか」「フォント（書体）は何がいいか」、この辺り
が決まっているだけで、スタートしやすくなりま
す。
　見やすい基本的な構図はこれです（テロップ位
置は下でゴシック系のフォント）。この辺りは、上
司が指定してもいいと思います。

　これを意識しておけば、例えばテロップにかぶ
る部分にはものを置かないなど、おのずと撮影の
注意点も決まってきます。センスうんぬんよりも
ロジックを固めておくことが正攻法です。

◎自社ホームページに動画を埋め込める
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◎ チ ラ シ や カ タ ロ グ に Ｑ Ｒ コ ー ド を つ け て
YouTube 動画に誘導できる

　YouTubeにおいては「動画を見てみようかな」と
思う最初のきっかけはサムネイルです。動画のサ
ムネイルは、書籍で言えば表紙、店舗で言えば店
構え。動画の視聴回数は、サムネイルの出来に左
右されるのです。

　その他、メールの署名欄に動画ＵＲＬを掲載し、
各種ＳＮＳにもリンクを貼れます。

　YouTubeに動画をアップロードすると、自動的に
サムネイルが生成されます。しかし、それだけ重
要なサムネイルなので、企業で動画をつくる際は、
別途デザインしたサムネイル画像を使用すべきと
考えます。「カスタム サムネイル」で検索すれば
やり方はすぐ分かるでしょう。

　情報やコンテンツを世に出すことに慣れてない
場合、世間からのクレームやコメントが気になる
かもしれません。ただこれは、「だます・うそをつ
く・非難する・おとしめる・バカにする・悦に入
る」と、こういった表現を避ければ十分かと思い
ます。その上で、「まず狭い対象向けに動画をつく
り、徐々に公開範囲を広げていく」というやり方
がオススメです。

①　最初は、社内教育用の動画をつくる（見るの
は新人社員のみ）。

②　慣れてきたら購入者向けのサポート動画をつ
くる（見るのは既存顧客のみ）。

③　続いて営業マンが使う営業用の動画をつくる
（見るのは目の前の商談相手のみ）。

　動画は、最初の一本目が必要以上に力が入って
しまいがちですが、質が低くてもいいので、社内
向けの軽いものからスタートするといいでしょう。
動画を気軽につくれるようになる体制づくりが出
来上がるまでは、上司や決裁者の方もあまり細か
い指摘をしない方がいいのかなとも思います。
　世の中に「動画はこれが正解」というものはあ
りません。繰り返しになりますが、ほとんどの場
合、どんな動画がいいのかの答えは、決裁者が握
っています。そしてそれは、つくってみないこと
には見つけられないのです。
　動画のつくり方自体は、慣れてくると勝手にレ
ベルアップしていきますし、ノウハウそのものは
ネット上にあふれています。アイデアも、つくっ
ているうちに次々に出るようになっていきます。
つまり、早く「自社（決裁者）の好み」を見つけ
ることで、必要最低限の部分だけ外注してコスト
を下げ、いいものを早くつくれるようになり、上
手な動画の活用ができるようになるでしょう。
　本稿がそのきっかけになれば幸いです。
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　古紙・金属・産業廃棄物の収集・運搬から中間処
理・機密文書処理までを行っている同社の奥富専
務に話をうかがいました。
■会社の概要を教えてください。
奥富　大正13年の1924年に、空き缶・空容器、古紙
回収、鉄くずなどの製鋼原料等の回収・販売会社
として創業しました。関東大震災が1923年ですの
で、何もないところから祖父が始めた個人商店が
今年で創業97年になり、あと３年で100年企業です。
私の兄でもある奥富猛

たけし
が現社長で３代目です。

　現在は、地球環境保全、廃棄物の適正処分、情報
セキュリティーという社会の要請に応えるために、
古紙リサイクル、産業廃棄物中間処分業、機密文
書処理サービスなどをワンストップで提供してい
ます。特に機密文書処理サービスについては、監
視カメラ、監視ルーム、入退室ドアロック等を備
え万全なセキュリティシステムのもとスピーディ
ーに処理します。破砕した文書は固形化した後、
製紙工場にてリサイクルされます。収集から処理
まで外部委託せずに行うことで情報漏

ろうえい
洩防止の面

からもお客様から高い評価と信頼を得ており、
2,500社以上の実績があります。

■貴社の特徴は何ですか。
奥富　事業の柱は古紙回収・販売ですが、社会の
変化に合わせて「紙」に付随する新たな事業を育
ててきました。古紙回収にとどまらず、古紙問屋
では少ない鉄類や産業廃棄物の中間処分、機密文
書処理を含めてワンストップで対応できます。資
源リサイクルの専門家として、厳しい管理体制も
構築しています。早い段階からＩＳＯ１４００１

（2004年12月）とプライバシーマーク（2007年10
月）を取得し、業務の品質維持と向上に取り組ん
できました。複数の事業とさまざまな産業廃棄物
を扱えることが、顧客基盤を強固にし、経営上の
リスク分散になり、ここまで永く事業を継続でき
ていることにも、つながっていると思います。　
　地域の方々との信頼も大切ですので、地域貢献、
環境活動にも取り組んでいます。例えば、いつで
も資源を持ち込める「こしパ！（智光山古紙リサ
イクルパーク）」や、狭山市の新成人に手紙と応援
メッセージを贈る「狭山市写信プロジェクト2021」、
また当社への来社人数（10円／人）に応じて、ユニ
セフ（国連児童基金）に寄付をしており、これまで
の累計の寄付額は53万円ほどになります。

インタビュー

 奥富興産株式会社　専務取締役　奥
お く と み

富 宏
ひ ろ ゆ き

幸 氏

所 在 地 狭山市下広瀬782-2
代 表 者 代表取締役　奥富 猛 氏
事業内容 製紙原料卸・機密文書処理・産業廃棄
 物中間処分業・コンサルティング
資 本 金 1,000万円
従業員数　15名
Ｔ Ｅ Ｌ 04-2952-3332
https://www.okutomi.co.jp

奥富興産株式会社
（智光山資源リサイクルセンター）

「資源リサイクルで社会を豊かにしていきたい」と話す奥富専務
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■こしパ！について詳しく教えてください。
奥富　智光山公園のそばにある一般家庭向けの古
紙の持ち込み専用施設で、ご家族でお子様と一緒
にリサイクル活動をより身近なものに感じてほし
いと始めたサービスです。子どもたちがワクワク
するような場所として、テーマパークをイメージ
しました。新聞、雑誌、段ボールなどの持ち込んだ
重量に応じてポイントがたまり、ためたポイント
を景品と交換することができます。オリジナルキ
ャラクターの「シーパ」君が出迎えてくれます。
　子どもたちが、こしパ！に来ることで当社を知
ってもらうきっかけにもなりますし、自主的に楽
しみながら資源リサイクルに関心も持ち、最終的
に「ごみを減らそう」「環境によいことをしよう」
という意識を持ってもらえれば、うれしいです。
■最後に今後の展開についてお聞かせください。
奥富　タグが付いたままの新品の洋服が、捨てら
れることも少なくありません。物に対する「愛着」
や「大切にする」という心が薄くなっていること
が気掛かりです。ＳＤＧｓという言葉は使ってい
ませんでしたが、昔から同様の取り組みは行って
きました。これからも、地域の環境活動を通して

資源リサイクルを生活の一部として考えてもらえ
るように、より身近な取り組みとして子どもたち
を中心に浸透させていきたいです。当社で行って
いるＳＤＧｓの取り組みは、ホームページに掲載
しています（https://www.okutomi.co.jp/sdgs）。
　事業面では、環境に負荷をかけない脱プラスチ
ックの動きの中で、プラスチック製品から紙への
置き換えが進み、トータルの紙需要は大きく変わ
らないかもしれません。しかし、雑誌や新聞の回
収量は確実に減っていくので、社会の変化に合わ
せて一歩先のニーズをくみ取っていく必要があり
ます。その一つが、今年２月から始めた機密文書
処理サービス「シュレコ便」です。在宅勤務が進み
会社の文書を個人で管理する範囲が広がるニーズ
に対応したＢtoＣ向けのサービスです。段ボール
１箱からでも低価格で処分でき、郵送での受付も
可能としました。集荷から処分まで当社ですべて
完結します。環境への負荷を考慮したエコな処理
ですので、ＳＤＧｓにもつながります。
　今後も紙を軸としたリサイクル創造事業を展開
し、ごみという言葉がなくなる豊かな社会の実現
を目指していきます。

紙を軸としたリサイクル創造事業を展開し、ごみという言葉がなくなる
豊かな社会の実現を目指す

環境負荷軽減と作業効率向上のために、積極的に設備投資を
行っています

2013年に狭山工業団地内に設立した狭山中間処理工場
オリジナルキャラクター

シーパ君

（左）いつでも資源を持ち込める古紙リサイクルパーク「こしパ！」
（右）新成人にエールを送る「狭山市写信プロジェクト 2021」

在宅ワーカー、個人向け「シュレコ便」。料金
は1,000円～と、手軽に利用できます。
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

有限会社丸山精工 http://maruyama-seikou.co.jp

白岡市太田新井666-5
TEL　0480-93-4018
資本金　300万円
従業員数　2名
■事業内容

○プリント基板実装機械
関連の部品加工

○精密機械部品加工
○金型部品の２次加工
○各種治工具類設計・製作

精密部品加工や金型部品の２次加工を得意とする白岡市の金属加工会社です

株式会社イズミ技研

熊谷市弥藤吾456-5
TEL　048-588-8916
資本金　4,000万円
従業員数　45名
■事業内容

○冷凍・空調機器機能部
品の設計・製作および
ユニット組み立て

〇医療用酸素濃縮器向け
コンプレッサーの設計・
製作

客のニーズを大切にした “ ものづくり ” を目指す企業
https://www.izumi-giken.co.jp

■冷凍空調機器向けの機能部品を50年
近くつくっています。さらに、最近で
は冷凍機ユニットの組み立ても手掛け、
自動車、産業用、家庭用とあらゆる分
野の冷凍・空調機器を力強くサポート
してきています。また、コロナ禍で今
注目を浴びています医療用酸素濃縮器
の心臓部ともいうべき“コンプレッサ
ー ”は機器の寿命等の品質で業界トッ
プクラスとなっており、安心して使っ
ていただけるものとして好評です。

■1978年に春日部市にて順送金型部品
加工会社としてスタートし、1980年に
白岡市に移転しました。以来、お客様
からの多様な要望に対し、独自の加工
方法や加工治具などを駆使しながら、
可能な限り「短納期」「低コスト」で
対応することで、“ものづくり”のお手
伝いをしてきました。今後も、これま
でに培った職人の技術と経験を元に、
精密部品加工や各種治工具の設計・製
作など、得意分野を生かした“ものづ
くり”に挑戦し続けます。

株式会社日健協サービス https://nkks.jp

鴻巣市三町免12
TEL　048-580-6108
資本金　1,000万円
従業員数　15名
■事業内容

サプリメントの企画・開
発・製造および販売、製
造受託、分包充填受託

｢生きてる酵母」で腸からの健康を見つけ続けて半世紀
■1973年の設立以来、「生きた酵母で
の健康づくり」をコンセプトに、体内
フローラのバランスに役立つ「生きて
る酵母」を主軸とした健康食品を提供
しています。2008年には、熱や強酸に
弱い酵母を生きたまま摂取することを
可能にした特殊技術である「バイタル
コーティング製法®」を実現させ「カ
ネスギドライイースト（NK-1）®」
を生み出すことに成功しました。これ
からも研究開発を取り組み、健康な体
の基礎づくりに、一人でも多くのお客
様に製品をお届けします。

「生きてる酵母」は酵母の力に着目し、
特殊コーティングを施した製品です。
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

マーケットエックス株式会社 https://marketx.co.jp

さいたま市中央区下落合
6-12-20 ALVEARE
TEL　050-3556-0102
資本金　300万円
従業員数　3名
■事業内容

○ウェブメディア運営
○ウェブマーケティング

事業

ウェブメディアの運営、ウェブマーケティング事業を行っています
■2017年１月、個人事業主としてさい
たま市で創業。2019年５月、マーケッ
トエックス(株)を設立し、本社を現在
地に移転しました。メディア運営事業

（転職、婚活ジャンルを中心に複数の
メディアを運営）、ウェブマーケティ
ング業（成果報酬型広告を中心に、ク
ライアントのウェブ集客のお手伝い）
を主に行っています。「ユーザーに正
しい情報を届ける」ことを理念とし、
日々新たなチャレンジを行っています。
いのちを大切にする「テレワーク実践
企業」（埼玉県）にも登録しています。

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団 https://www.saitama-kenkou.or.jp

比企郡吉見町江和井410-1
TEL　0493-81-6024
基本金　１億円
従業員数　106名
■事業内容

各種健診・検査および
作業環境測定等

HEALTH FOR ALL　～すべての人々の健康を願って～
■平成９年に「県民の健康を守る」と
いう使命のもと設立され、健診事業の
精度の維持・向上を続け、年間約30万
人以上の皆様の健康診断等を実施して
います。一般的な健康診断のほか、各
種がん検診や特殊健康診断、ストレス
チェック、保健指導ならびに職場の作
業環境測定も実施しています。また、
県民の健康づくりや疾病予防に対する
正しい知識の普及啓発活動なども行っ
ています。

株式会社白青舎 https://www.hakuseisha.co.jp

東京都千代田区岩本町1-3-9　
ハクセイビル７階
TEL　03-5822-1561
資本金　6,000万円
従業員数　2,496名
■事業内容

総合ビルメンテナンス業

ビルメンテナンスのトータルソリューションを実現します
■1954年に百貨店発祥のビルメンテナ
ンス会社として創業しました。2016年
よりイオングループの仲間入りし、高
い専門性を発揮する総合ビルメンテナ
ンス企業として、お客様の期待を超え
た安全、安心、高質、信頼を提供し続
ける企業であることを経営理念として
います。

清掃

設備管理

警備
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ＣＮＣ複合旋盤 ５Ｓが行き届いた製造現場 ＣＮＣ立形複合研削盤

●切削加工から精密研磨までを社内一貫生産
　1967年、先代が旋盤での金属機械加工業で創業し、
2003年にＩＳＯ ９００１：２０００、2017年国際
航空宇宙規格のＪＩＳ Ｑ ９１００を取得。2009
年新工場の第３工場を設け、高精度の製品に対応
するための常温室も完備しました。
　鉄､ アルミ、真

しんちゅう

鍮、鋳物、樹脂プラスチック､ チ
タン等材料を問わず、ミクロン単位の加工ができ
ます。ＣＮＣ旋盤加工、マシニングセンター加工
はもちろん、ＣＮＣ立形複合研削盤による研磨も
可能で、完成品までを社内一貫生産できます。
　さらに協力工場にて、ハードクロームメッキ、
黒染め、溶接、歯切り、無電解ニッケルメッキ、
アルマイト、セラミックカニゼンメッキ、焼き入
れ、塗装、バフ仕上げ等も行い、二次元および三
次元測定機を使った検査体制も確立しています。
　工作機械部品、光学測定部品、産業機械部品、
航空宇宙部品等を多品種小ロットから大量生産ま
で、短納期で高品質な製品を製造しています。
　高性能、高品質で立形研削盤のパイオニアであ
る太陽工機のＣＮＣ立形複合研削盤を４台保有し
ているので、お客様からの引き合いが多くなって
います。

●生産の見える化システムを自作
　コロナ禍において、これまでの製品履歴、製造
方法、単価などを基に、製品の図面や進捗状況、
納期、受注量、負荷率、利益率などを社員の誰も
が見える化できるシステムをExcelで自作。ペーパ
ーレス化し、パソコンの画面上で確認できます。
生産体制などの見直しも行い、納期も従来の２分
の１に短縮できた製品もあります。つくればもう
かる時代ではありませんので、事務作業や雑用、
確認作業等も効率化しないと、コストカットでき
ません。生産のみならず事務部門も含め、少人数
でも効率よく仕事ができるように作業効率の向上
を図っています。一人一人の業務を、最小限の時
間で最大の効果を生むように取り組んでいます。
●難しく、厄介で、高精度の研磨を絡めた案件を
　「さまざまな業界の仕事を行っていきたいのは
もちろんのこと、マシニングセンター加工、旋盤
加工、研磨加工が社内で一貫してできます。特に

『研磨』を絡めた、難しく、厄介で、精度の厳し
い案件の仕事を、多品種小ロットでもできること
をアピールしています。これからもミクロン精度
の加工で、お客様ニーズに対応していきたいと思
います」と、今泉副社長は語ります。

　

所 在 地　加須市下三俣1106-1
代 表 者　代表取締役社長　今泉 龍成 氏
事業内容　工作機械部品、光学測定部品、産業機械部品、
　　　　　航空宇宙部品等の金属加工
資 本 金　2,000万円　　従業員数　20名
Ｔ Ｅ Ｌ　0480-68-5556
http://www.imaizumiseiki.co.jp

株式会社今泉精機
企業紹介 
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会議の達人になろう～上手な会議運営のコツ

株式会社スタジオ 02　代表取締役　大関暁夫

第９回　知っておくと役立つ会議運営の「知恵」と「裏のの「「知知恵恵」とと「「裏裏恵」と 裏裏技技裏のの「 恵」ののの 恵」恵運営のの 技」技」技技」裏裏裏裏第９回　知っておくと役立つ会議運営の「知恵」と「裏技」

　今回は知っておくと意外に役立つ会議運営の「知
恵」や「裏技」について、いくつか紹介します。
会議の机配置、座席
　会議における机配置で、真ん中を空けて「ロ」の
字に並べるのは、運営上あまりよくないとされてい
ます。中央に空間があると、議論がそこに吸い込ま
れてしまうがごとくに盛り上がらない、というのが
その理由です。意見が出にくい会議で、もし中央に
空間があるような机の並びなら、すべての机をくっ
つけて並べて議論をし直してみると、雰囲気も変わ
るので意外に意見が出るようになるものです。
　座席順については、中央に一番発言力のある人（例
えば社長）が常に座るような指定席制は、上席の者
が会議を仕切っているという印象になりやすく、自
由な意見が出にくくなりがちです。このような場合
は、座席を毎回事務局が決める可変の座席指定制に
変更するのが得策です。上席者も端の席に座ると、
不思議と口数が少なくなるものです。
　また、いつも意見が対立するような参加者につい
ては、座席が対面や対角線上に位置していると必要
以上に敵対心をあおりやすいという心理的な側面が
あります。このような場合は、二人を横並びの席に
座らせるというやり方で、意見の対立が収まるとい
う傾向があります。議題進行に反発的な意見ばかり
を言う傾向のある参加者も、議題主幹部の隣に座席
を置くことで反対意見の発言が減る、という傾向も
あります。ぜひ試されることをおすすめします。
参加者意識の醸成
　会議における参加者の参加意識を盛り上げること
は、会議の席上で一方的な聞き手をつくらない意味
からも大切なことです。会議への参加意識を盛り上
げるためには、事務局が必要以上に「おもてなし」
しすぎないということがポイントになります。負担
にならない程度に、参加者に準備や片付け等を割り
振って担当させるのだけでも参加意識は高まります。
　また会議のムードを和ませる目的で、会議にお茶
菓子を用意することは大変有効なのですが、その際

にお茶菓子の手配を参加者の持ち回りで工夫を競う、
というのも一つの方法です。決められた予算内で、
いかにおいしい、あるいは珍しいお茶菓子を用意で
きるか暗黙のうちに競うような流れになれば、お茶
菓子担当以外の参加者もこれを楽しみに会議出席す
るという相乗効果も期待できるでしょう。
会議進行の円滑化
　議論が横道にそれたり、過度に加熱化したりする
と、なかなか本題に戻しにくくなります。もちろん
ファシリテーターが仲介に入って本題に戻すという
努力は必要なのですが、なかなか思うに任せないと
いう状況もあるものです。そのような場合にはファ
シリテーターの権限で、アイスブレイクを取るとい
うやり方が有効です。強制的に休憩入りを宣言する
のです。10分でも15分でもブレイクが入ると仕切り
直しの感が強くなり、再開後はファシリテーター主
導で本題に沿った議論に戻すことが可能になります。
　１回の発言時間が長い人をどのように制止するか
というのも、意外に難しい対処です。それが偉い方
の場合にはなおさらです。そのような場合は例えば、

「会議を効率的に終了させるために、一回の発言は
３分以内とさせていただきます」と、まずはルール
を制定します。その上で、事務局がキッチンタイマ
ーなどを使って発言時間を計り、制限時間到達時に
何か音が鳴るなどの工夫をします。できれば、なる
べく大きな音や楽しげな音がベターです。つまり制
限時間一杯時に、音に反応した参加者から少し笑い
が漏れるぐらいの雰囲気づくりができれば、角を立
てずに時間制限を遂行させることにつながるのです。

１．机配置・座席について
　　・机を「ロ」の字配置にしない（対面席の間を空けない）
　　・中央を上席者の定位置にしない（毎回席順を変える）

２．参加意識の醸成について
　　・事務局が「おもてなし」しすぎず、準備等は参加者で分担する
　　・参加者持ち回りでお茶菓子用意を担当するのも一興

３．会議進行の円滑について
　　・議論白熱時、議題からの逸脱時にアイスブレイク（休憩）を活用
　　・キッチンタイマーなどを活用して、独演者の発言時間を管理

会議運営の「知恵」と「裏技」



2021.1214 アクセス埼玉

　先日、指導先で若いリーダーの方から「コンサル
タントって何をする仕事なのですか？」という質問
を受けました。自分のことを聞かれているのにもか
かわらず、あまりに直球の質問を突然に受けたので、
その場ではきちんと答えられませんでした。しかし、
この機会に「これまで改善指導がなぜできてきたの
か？」「それともできたと思っていただけなのか？」
などと、改めて振り返って自らを分析してみようと
思い立ちました。30年間、ずっとコンサルタントを
やってきたので簡単なことだと思って始めましたが、
この振り返りは簡単なことではありませんでした。
　人に聞いたりもしながら何とか考え、出した答え
は極めて普通だな…と思えるものですが、これはコ
ンサルタントだけではなく職業全般に通じる内容で
もあると思い、今回のテーマに選びました。
　考え出した私のコンサルティングでしていること
は次の三つです。
　１．専門的な知識と経験を使っての改善指導
　２．外部からの視点を使っての改善指導
　３．全体を俯

ふ か ん
瞰しての改善指導

　最初の専門的な知識と経験を使っての改善指導に
ついて説明します。私の専門分野はＩＥ（Industrial 
Engineering）あるいは経営工学といわれるものです。
工程分析、作業分析、生産管理、在庫管理、品質管
理、動機付け管理などが代表的な技術項目です。
　工場では皆さんがそれぞれの固有技術を使って製
品をつくりますが、コンサルタントの私はＩＥの技
術を使って、さらに多くの利益を生み出す改善方法
を考えて経営力向上のサポートをしています。
　次に私がしていることは、外部視点に立った改善
指導です。普通に当たり前のことが一つの組織の中
にずっといると、なぜか見えなくなってしまい、大
事な判断を間違えるということは、よくあることだ
と思います。有名な会社が長年にわたり違法な検査
をして完成品を出荷していたということが突然明ら
かになり、社会的な大問題となっています。そこま
で大きくなくとも、安全、品質、管理などの面で、

その会社では普通のこととしてやっていることが、
外部の人間である私には極めて異常なことに見える
ということはしばしばあります。あるいは中の人だ
とこれは言えないだろうな…とか、もしかしたらこ
の基本的なことを見逃したままやっているかもしれ
ない…などと、冷静に発見することができます。
　例えばパワハラ、セクハラなどのハラスメントな
どもそうです。その言葉さえなかった時代を生きて
きた人（私もです）が時代の変化に気付かず、平気
でハラスメントをやり続け、突然に大問題になるこ
ともありますね。私は外部の人間ですから、岡目八
目的な目で製造の仕事を見て、皆さんが気付かない
改善点を発見し提言しています。
　そして三つ目は高いところから全体を俯瞰的な目
を使っての改善指導です。

　コンサルタントの私は、現場を見れば皆さんがこ
れまでに実行された改善が分かります。ただそれら
が現場の人たちだけの参加で行われていたり、ある
いはその部署の問題解決で終わっていたりしている
ことが多いのです。現場で実行された改善を俯瞰す
ると、この改善は他の職場まで広げることができる
な、他の部署から技術のサポートをもらったらもっ
と成果を出せそうだ、もし設計変更までもっていけ
たら完璧な商品になるのに惜しいな！　と思うこと
が多々あるのです。私は改善をその部分だけで終え
るのではなく、会社全体、場合によってはお客様を
巻き込むところまで考えてできるようにレベルを上
げていきたいと思っています。部分最適でなく全体
最適の視点で、全部門の参加を前提に改善を考えて
実行することを目指してアドバイスをしています。

｢現場改善」の力を倍増するヒント集

株式会社柿内幸夫技術士事務所　所長　柿内幸夫

第第第９９９回回回　コココンンンサササルルルタタタンンントトトのののモモモノノノののの見見見方方方第９回　コンサルタントのモノの見方
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　タイでの生活で驚くことの一つは、タイ人の親日
ぶりです。タイの上流階級から一般人まで、日本食
や日本文化は、大変人気があります。旅行先として
も、日本は一番人気があるといってもいいでしょう。
2019年には過去最高の131万人のタイ人が日本旅行
を楽しみました。ところが、新型コロナウイルス感
染症の影響で、訪日するタイ人観光客が減少し、2020
年４月以降はほぼゼロとなってしまいました。
　日本に行くことができなくなったタイ人の日本熱
を埋めるかのように、ドン・キホーテ３号店がバン
コク郊外にオープンしました。都心部にあり日本人
居住地にも近い１号店および２号店と違い、３号店
は都心からは車でないと行くことができないロケー
ションで、完全に郊外のタイ人をターゲットにして
います。
　タイ ドン・キホーテは徹底して日本製品にこだ
わり、日本で販売されている食料品や化粧品が数多
く陳列されています。既存の日系スーパーでは、カ
テゴリーごとの品ぞろえは１、２種類で、在タイ日
本人が必要なものを購入するというスタイルでした。
しかし、タイドン・キホーテでは、売れ筋商品など
は一つのカテゴリーに多くの種類の商品が並んでい
ます。訪日タイ人観光客が、多くの食料品や化粧品
の中からお土産を楽しみながら選んでいるのと同じ
ように、タイドン・キホーテでは一般のタイ人が多
くの商品に囲まれて買い物を楽しんでいる光景がと
ても印象的です。
　今年３月、バンコク都心部に１号店がオープンし
たことを皮切りに、９月までに３号店をオープンし
たスシローは、コロナ規制下にもかかわらず、連日

予約を取らないと食事ができないくらいの人気ぶり
です。価格は日本と同程度です。タイのこれまでの
回転ずし屋さんと異なる点は、ネタの種類が多いと
いうことです。より日本らしく感じられる点が好評
です。
　ドン・キホーテもスシローも日本と同様に品ぞろ
えやメニューが豊富であることから、コロナ規制下
で日本に旅行に行けないタイ人に人気となっていま
す。

埼玉県タイサポートデスク
https://www.saitama-j.or.jp/thai-sd

コロナ規制下でも衰えないタイ人の日本熱コロナ規制下でも衰えないタイ人の日本熱

タイ便り

≪サポートデスクのご案内≫
＼サービス内容をリニューアルしました／
⑴相談(困りごと等)　⑵情報提供(現地、人材等）
⑶視察代行(工業団地等)　⑷ネットワーク(企業交流等)など
問合せ先 タイサポートデスク
 　Eメール　thai-bsd@netloc.jp
 公社　取引支援グループ
 　TEL　０４８－６４７－４０８６
≪埼玉県からの情報発信≫
Facebook｢埼玉県海外ビジネス支援｣もぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/saitama.globalbusiness

品ぞろえ豊富なドン・キホーテの売り場 スシローのメニュー、品ぞろえ、
価格とも日本と変わらない.
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　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の
電子化による生産性の向上、記帳水準の向

上等に資するため、令和３年度税制改正において、
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類
の保存方法等の特例に関する法律」（以下「電子帳簿
保存法」といいます）の改正等が行われ（令和４年１
月１日施行）、帳簿書類を電子的に保存する際の手続
き等について、抜本的な見直しがなされました。
　電子帳簿保存法とは、各税法で原則紙での保存が
義務付けられている帳簿書類について一定の要件を
満たした上で電磁的記録（電子データ）による保存
を可能とすること、および、電子的に授受した取引
情報の保存義務等を定めた法律です。
　電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、１．
電子帳簿等保存、２．スキャナ保存、３．電子取引
の大きく３種類区分されています。今回は、電子帳
簿等保存について説明します。
１．電子帳簿等保存（区分①）に関する改正事項

（１）税務署長の事前承認制度が廃止されました。
　これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁
的記録により保存する場合には、事前に税務署長の
承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減する
ため、事前承認は不要とされました（電子的に作成
した国税関係書類を電磁的記録により保存する場合
についても同様です）。令和４年１月１日以後に備え
を開始する国税関係帳簿または保存を行う国税関係
書類について適用。

（２）優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減

措置が整備されました。
　一定の国税関係帳簿について、優良な電子帳簿の
要件を満たして電磁的記録による備え付けおよび保
存を行い、本措置の適用を受ける旨等を記載した届
出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存
義務者について、その国税関係帳簿（優良な電子帳
簿）に記録された事項に関し申告漏れがあった場合
には、その申告漏れに課される過少申告加算税が５％
軽減される措置が整備されました（申告漏れについ
て、隠

いんぺい

蔽し、または仮装された事実がある場合には、
本措置の適用はありません）。令和４年１月１日以後
に法定申告期限が到来する国税について適用。

（３）最低限の要件を満たす電子帳簿についても、
電磁的記録による保存等が可能となりました。
　正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って
記録されるものに限られます。令和４年１月１日以
後に備え付けを開始する国税関係帳簿について適用。
２．電子帳簿の手続きに関するＱ＆Ａ
Ｑ　新たに、対象の帳簿について電子保存を行う場
合に、過少申告加算税の５％軽減や所得税の青色申
告特別控除（65万円）に適用を受けるためには、い
つまでにどのような手続きが必要ですか？
Ａ　適用を受けようとする初年度においては、その
過少申告加算税の５％軽減や青色申告特別控除（65
万円）の適用を受けようとする課税期間に係る法定
申告期限までに、所轄の税務署長宛てに、本措置の
適用を受ける旨等を記載した届出書を提出していた
だく必要があります。

ＡＡＡＡ

電子帳簿保存法の改正について電子帳簿保存法の改正について
　令和３年度の税制改正において、令和４年１月１日から「電子帳簿保存法」が施行されるようです　令和３年度の税制改正において、令和４年１月１日から「電子帳簿保存法」が施行されるようです
が、その内容について教えてください。が、その内容について教えてください。

Q

税金　知識税金　知識のの Q&AQ&A 税理士・行政書士　税理士・行政書士　
元元 文京学院大学講師　野口邦雄文京学院大学講師　野口邦雄
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第 75 回賞与支給予定調査結果【令和３年冬季】トピックス
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/syouyotyousa2021touki

この調査は、当公社が県内中小製造業を対象に、冬季賞与について調査したものです。
企業が賞与支給額等を決定する際の参考にしていただく目的で実施しています。

●平均支給予定額の前年同期との比較
　・平均支給予定額 55,053円の増加（増減率 14.8％）
　・平均支給予定月数 0.21カ月の増加
●支給状況

・「支給する」企業は、75.2％（前年同期に比べ比9.2ポイント増加）、
「支給しない」企業は24.8％（前年同期に比べ8.0ポイント減少）
となった。また、売上高比較では、売上高が「増加」した企業
が46.3％となっており、前年同期比で38.0ポイント増加した。

・「支給しない」理由は、65.2％が「業績の低迷、悪化」で、前年
同期比で9.4ポイント減少した。

●支給予定金額の分布
・支給予定額は「25万円～ 30万円未満」が16.7％と最も多い。
・「15万円～ 20万円未満」の割合は前年同期比で３分の１に減少

した一方で「35万円～ 40万円未満」～「50万円～ 55万円未満」
の割合は増加した。

◆調査概要◆
◎調査時期
　令和３年10月７日～10月29日
◎調査対象
　県内中小製造業 2,000社
◎調査方法
　郵送による書面調査
◎回収率
　18.2％（有効回答数363社）

支給する企業 75％（９ポイント増加）
支給予定額、予定月数とも増加

   平均支給予定額 　428,291 円（前年同期比 55,053 円増）
平均支給予定月数       1.61 カ月（前年同期比 0.21 カ月増）
            平均年齢          41.4 歳（平均勤続年数 12.7 年）

問合せ先 　公社　研修・情報グループ　ＴＥＬ ０４８－６４７－４０８７
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　公社では、中小企業の皆様が抱えるさまざまな問
題・課題を皆様の立場に立って解決するため、経営、
技術等に精通した公社登録支援専門家の中から、最
適な専門家を派遣します。

対 象 者 県内に事業所を有する中小企業
支援方法 訪問による支援
　　　　 ※オンラインで実施する場合もありま
　　　　 　す。
支援回数 年度内最大８回（支援テーマによる）
派遣時間 原則10時～ 16時
　　　　 （１回あたり正味５時間）
テーマ例 不良品の削減、加工技術の向上
　　　　 設備の稼働率向上、生産計画の作成
　　　　 納期の短縮、在庫管理
　　　　 営業部門の強化、衛生管理体制の構築
　　　　 販売戦略立案、５Ｓ・ＱＣ手法の習得
進め方の例
　　　　 第１回：テーマ設定に基づく現状把握
　　　　 第２回：現状把握に基づく施策検討
　　　　 第３回：改善の進捗状況を検討
　　　　 第４回：改善結果検証
　　　　 第５回：成果報告会
費　　用 １回あたり20,000円

登録支援専門家：中小企業診断士、技術士、社会
保険労務士、情報処理技術者など、公社の定める
要件を満たす専門家869人（令和３年10月31日現在）
が登録しています。

問合せ先　公社　経営支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８５

　中小企業の販路開拓のチャンスを広げる「彩の国
ビジネスアリーナ」をオンラインで開催します。
　前回ご出展の皆様からいただいたご意見をもとに、
チャットやビデオ通話で交流する機能などを拡充し
ました。
　現在、ビジネスアリーナ２０２２の「プレサイト」
では出展案内のほか、出展に役立つ「オンライン展
示スキルアップセミナー」、特別企画「ＤＸのヒント」

「未来を拓く先端技術」などのコンテンツを定期的
に配信しています。ぜひご覧ください。
　皆様からのご出展のお申し込みを、心よりお待ち
しております。
募集締切 12/20(月)
会　　期 2022/1/25(火) ～ 2/14(月)
費　　用 33,000円（動画・画像の掲載５点まで）
問合せ先　オンライン彩の国ビジネスアリーナ2022
　　　　　運営事務局（公社　取引支援グループ）
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８６

埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金
　埼玉県では、国の月次支援金の延長に伴い、埼玉
県外出自粛等関連事業者協力支援金について10月分
を給付します。申請期間は、11月１日(月)から2022
年２月15日(火)までです。
問合せ先　埼玉県中小企業等支援相談窓口
　　　　　ＴＥＬ　０５７０－０００－６７８
　　　　　（ナビダイヤル）
　　　　　平日９時～ 21時、土日祝日９時～18時
埼玉県酒類販売事業者等協力支援金
　埼玉県では、国の月次支援金の延長に伴い、埼玉
県酒類販売事業者等協力支援金について10月分を給
付します。申請期間は、11月１日(月)から2022年２
月15日(火)までです。
問合せ先　埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 事務局
　　　　　ＴＥＬ　０４８－６５８－７７０１
　　　　　９時～ 18時（土日祝日を含む）
　　　　　※年末年始（12/30 ～ 1/3）は除く

公社
情報

専門家派遣のご案内
企業・支援専門家・公社が一体となって、
問題・課題の解決に取り組みます
https://www.saitama-j.or.jp/kikaku-2/haken

オンライン彩の国ビジネスアリーナ
２０２２出展者募集（締切12/20(月)）
＆プレサイト開設中！
https://bizmatch.saitama-j.or.jp

埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin.html

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/shurui-shienkin.html

公社
情報

県の
情報
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information 企業の皆様へホットな話題を提供！
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創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

石倉 洋平（いしくら ようへい）さん (45)
　さいたま市出身。趣味はスノーボードで、学生時代
は現地でアルバイトをしながら冬場のワンシーズンを
山で過ごすほどの愛好者。クリーニング＆ランドリー
サービスの店舗「rewash」として、2013年に株式会
社アイタルを創業。

株式会社アイタル　http://www.rewash.jp
さいたま市浦和区常盤5-3-2
創業　2013年４月　資本金　500万円　従業員数　３名
ＴＥＬ　048-764-9966
事業内容　オーダーメード宅配クリーニング＆ランドリ
　　　　　ーサービス「rewash」の運営

　クリーニング店に勤務しながら、これまでの経験を
生かし、生まれ育ったさいたま市で、起業したいと思
い創業・ベンチャー支援センター埼玉に事業計画、資
金、店舗づくりなどを相談し、クリーニング＆ランド
リーサービスの店舗「rewash」をオープンしました。

創業のきっかけは？

　オーダーメード宅配クリーニング＆ランドリーサー
ビスの店舗「rewash」を運営しています。衣類やふと
ん、カーペットなどの一般洗濯業のほか、エステサロ
ンで利用するタオルや工場で使用する作業着などの洗
濯代行も行っています。コインランドリーも併設して
おり、スタッフも常駐（10:00～13:00）していますの
で、女性でも安心して利用していただけます。洗濯物
などはご自宅に集配しています。当店は植物とミネラ
ルからつくられたオーガニック洗剤を使用しています。
地球にやさしい洗剤で、環境負荷の軽減を意識してい
ます。お気に入りの洋服を長く大事に着ていただける
よう専門スタッフが心を込めて対応しています。

事業内容は？

　創業して間もなく９年となります。引き続き、地域
の皆様に喜んでいただける仕事をしていきたいと思っ
ています。加えまして、他のクリーニング店を経営し
ている方々と協力できることがあれば積極的に関わっ
ていき、クリーニング業界全体を盛り上げていければ
と思っています。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

石 倉  洋 平 さん株式会社アイタル

さいたま市浦和区、大宮区、中央区近郊の
方が利用している。営業時間９時～２２時。
水曜日定休日

お客様とのコミュニケーションを大切
にし、一点一点相談しながら、ふさわ
しいケアを考えている。

お肌と環境にやさしいオーガニック洗剤を使用。人と
地球にやさしい店舗運営を行う。
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代表的な銘柄「氷川の杜シリーズ」 ＜さいたま市観光国際協会＞さいたま推奨土産品金賞受賞。
左から Ren（アメリカン ペールエール）、Hana（ゴールデンエール）、Shuu（ブラウンエール）、
Sui（アメリカン ペールエール）

ビールづくりのコンセプト
“無限に広がる手づくりビール”
　ロゴマークに込めた思い：互いの輪が互いに結び
あって、長生き、長持ちするとされる水引のあわび
結び。原料の麦、氷川神社の神紋八雲紋の一部をか
たどっている。人と人、人と地域、地域とブリュワ
リーの良きご縁が長く続きますようにとの思いを込
めている。手づくりにこだわり、モルトの種類・量
で色やアルコール度数、ホップの種類で香りや苦み
を、さらに酵母の種類と熟成具合で風味を変化させ
ることができる。このように「原料の種類・量およ
び醸造工程の工夫」で無限の組み合わせの味をつく
れるところが、さらに面白い。氷川の杜で一緒に新
しい自分の好みを探していただけたら有り難い。

　「おいしくて、分かりやすく、飲んだ時にほっとして、人に伝えたく
なる味。ストーリー性を感じていただきながら飲んでいただきたい。
クラフトビールを通して巡り会えた縁が、今日を明日をもっともっと楽
しくしてくれますように、温かい場にしていく」と、菊池社長

クラフトビールの特長
　創業当初からのレシピに基づいたクラフトビール「氷川の杜」シリーズは長
期熟成された味わいや、モルト感およびホップ感を際立たせた4種類から構成
され、埼玉県の優良土産品、さいたま市の推奨土産品金賞を取るなど、消費者
に支持されている。街の中にある醸造所として、併設のパブは地域との一体感
や絆を大切にしており、いつも新鮮なクラフトビールを提供している。
　さいたま市・見沼グリーンセンターの協力の下、ホップの栽培にトライし、
地元企業と見沼田んぼで協同栽培している小麦を使用したクラフトビールの開
発も行っている。菊池社長はもともと光学メーカーの技術者だったこともあり、
クラフトビールについても、ものづくりにこだわって、形にしている。
　今後の夢として、醸造体験、ホップや麦等の農業体験、バーベキュー施設な
ど体験型の施設をつくっていきたい。ビール麦、小麦、ホップの他、無農薬の
バラや野菜など、埼玉県内の原料を使ったクラフトビールの開発や焼き菓子な
どの商品化を目指していきたい。

(左)店内の醸造設備。構想から商品化まで約３カ月要する。2020年は約90種を製造。
(右)10個のタップ（注ぎ口:写真中央）があり、その時々の10種類のビールが楽しめる。

株式会社 氷川ブリュワリー
https://hikawa-brewery.com

https://www.facebook.com/hikawa.brewery
さいたま市大宮区高鼻町1-36-1   Tel 048-783-5123
代表者　代表取締役　菊池 俊秀 氏　
創業 2014年　 資本金 100万円　従業員数 5名

ブリューパブ「氷川の杜」
営業時間 水曜日～金曜日17:00 ～ 22:30
　　　　 土曜日12:00 ～ 22:30
　　　　 日曜日・祝日12:00 ～ 20:00
　　　　 定休日：月曜日、火曜日
購入方法 店舗内の他、氷川の杜シリーズ（右写真）
　　　　 を大宮高島屋地下２階で販売
アクセス ＪＲ大宮駅から徒歩７分

● 公社会員企業限定　読者プレゼント！　
　ブリューパブ「氷川の杜」での店内飲食券 3,000 円分を３名様に
プレゼントいたします。応募は、本コーナーの感想などを添えて、

「企業名、所在地、役職・氏名、電話番号、ブリューパブ「氷川の杜」
飲食券希望」を記載の上、so-dan@saitama-j.or.jp 宛てメールにて
12 月 24 日 ( 金 ) までに、ご応募ください。
　当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

●公社会員も絶賛募集中！　　埼玉県産業振興公社　会員　で検索

● 一般社団法人埼玉県物産観光協会の紹介
　ソニックシティビル２階の埼玉県物産観光館 「そぴあ」
を運営し、埼玉を代表するおみやげを常時 650 種類以上販
売。定番の草加煎餅、小江戸川越の芋菓子、味の狭山茶、
地酒のほか、伝統工芸品など、彩の国優良ブランド品を中
心に人気の県産品を販売しています。
　また、埼玉の造り手とコラボした旅行の企画・実施にも
積極的に取り組んでいます。

☆埼玉県産品応援キャンペーン☆
2021年9月～2022年1月末
ちょこたび埼玉オンラインストア 

で検索

埼玉の造り手
Vol. 3
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〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-13-18
-714-0345

2014年4月 WindowsXP、2020年1月 Windows７
　　　　　正式サポートが終了しました。

広告

〒367-0073　埼玉県本庄市都島570-43　
　　　　　　　　　　　　　 FAX.0495-21-88530495-24-2451TEL 楽天市場 ヤフーショッピング

紙製マスクケース

各サイトから
ご購入いただ
けます。
１セット100枚入り

大口注文・オリジナルデザイン(会社ロゴや裏面

などに広告等を入れられます。）承ります。
お気軽にお問い合わせください！

折りたたまずに
収納できる！
折りたたまずに
収納できる！

日本製

マスクを外す場面での一時保管用にお客様に大変喜ばれます。
食事の時や携帯用予備のマスク入れにもお使いいただけます。

飲食店 旅館・温泉 病院・医療機関 学校・教育機関冠婚葬祭 美容院・理容院

大大

な

お見積り
無料!

裏面

表面
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のこまりごと

の解決をサポートしますお客様
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