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１．はじめに
　中小企業の経営者の皆様は、日々業務に追われ
ていることと思います。資金繰り、集客、商品や
原材料の調達、トラブルやクレームの処理等、次
から次に降ってくる仕事に目配りすることも経営
者の大切な仕事です。
　しかし、経営者の仕事はそれだけではありませ
ん。未来に向けて事業の方向性と戦略を定めると
いう経営判断は、経営者あるいは経営陣にしかで
きない仕事です。
　経営環境は日々刻々と変化し、近年ますますそ
の大きさとスピードは増しています。未来に向け
た事業の方向性がこうした環境の変化に沿ったも
のでなければ、日々の努力も無駄になります。企
業が中長期的に生き残るためには、中長期的な展
望に立った「攻めの戦略」が必要です。
　もちろん「守りの戦略」も必要です。経営環境
の変化には、政治、経済、社会、技術の事業機会
となるプラスの影響を及ぼす変化だけでなく、脅

威となるマイナス影響を及ぼす変化もあります。
さらに地震や異常気象、感染症のパンデミック（世
界的流行）など、自然環境の変化も忘れた頃に突
然、襲ってきます。
　しかし、多くの中小企業は日々目先の経営に追
われ、従来業務の繰り返しに終始し、攻めと守り
の戦略の両方をバランスよく考えている企業は少
ないのではないでしょうか？
　今後さらなる経営環境の激変が想定される中、
どのようにすれば生き残ることができるか、「攻め
と守りの両面で戦略を考える」ことが重要です。
本特集では攻めだけでなく、最悪の事態に遭遇し
ても生き残るための戦略策定のフレームを提案し
てみたいと思います。

特 集

中小企業のための「攻めと守りの両面戦略」中小企業のための「攻めと守りの両面戦略」
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２．経営における攻めと守りの戦略の位置付け
　次頁図表１をご覧ください。これは、経営に攻
めと守りの戦略の位置付けを示しています。
　左側には経営環境の変化、右側には変化への対
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応が記されています。経営環境は大きく分けて、
人間社会の変化と自然環境の変化に分けられます。
さらに人間社会の変化は政治、経済、社会、技術
などの切り口で捉えることができます。

３．攻めの戦略の思考フレーム
　攻めの戦略を作成する上で、頭を整理するため
によく使用される思考フレーム（枠組み）があり
ます。
　そもそも経営環境には上記２で述べた経営の外
部環境の他、自社内の内部環境があります。内部
環境の変化で事業目的にプラスの影響を与える要
因を「強み」と捉え、マイナスの要因を「弱み」
と考えます。
　これら「強み」「弱み」「機会」「脅威」の四つの
要因を以下の枠組みで整理すると、環境変化のプ
ラス要因とマイナス要因がモレなく、ダブりなく
整理できます。　
　上記をまとめると図表２のようになります。経
営学では、強み、弱み、機会、脅威の英語の頭文
字を取って「ＳＷＯＴ」分析と呼んでいます。

　自然環境の変化で事業経営に大きな影響を与え
るものとして、地震、風水害、感染症等が挙げら
れます。こうした自社の力ではコントロールでき
ない変化を経営の外部環境と呼びます。これらの
変化は経営者の力ではどうしようもないので、何
とかして適応していくしかありません。
　こうした外部環境の変化は突然襲ってきます。
天災だけでなく、最近ではロシアが突如ウクライ
ナに侵攻し、世界経済、物価、為替相場に大きな
影響を与えています。さらに、こうした変化は企
業の事業目的によって与える影響の大きさや、良
しあしが変わってきます。
　例えば、円安になれば輸出産業にはプラスに働
きます。こうしたプラスの影響を「機会」と呼び、
ビジネスチャンスあるいは事業機会と捉えて事業
化を図るのが「攻めの戦略」となります。こうし
た戦略は通常、成長戦略、事業戦略、経営戦略等
と呼ばれています。
　一方、原材料を輸入に頼り国内市場に販売する
企業にとって、円安はマイナスの影響を及ぼしま
す。こうしたマイナスの変化による影響を「脅威」
と呼びます。
　また、地震、風水害、感染症等の自然災害やサ
イバー攻撃等、多くの企業にとって多大なマイナ
スインパクトを及ぼします。これら変化は「脅威」

あるいは「危機」と呼ばれています。これらの変
化に対抗するには、「守りの戦略」が必要です。
　いずれにせよ「攻めの戦略」と「守りの戦略」
は、経営環境によるプラスとマイナス両面の影響
について、それぞれ対応を図るものであり、両者
とも経営者が対応すべき仕事といえます。

　自社の経営環境がＳＷＯＴ分析の四つの枠組み
で分析できれば、次は、外部環境の機会、脅威と
内部環境の強み、弱みを掛け合わせて、自社に何
ができるか、何をしなければならないかを考えま
す。
　例えば、①どうすれば強みを生かして機会をも
のにすることができるか、②どのように弱みを改
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図表１　攻めと守りの経営戦略

図表２　ＳＷＯＴ分析

事業目的 （目的に対する）
プラス要因

（目的に対する）
マイナス要因

（自社を取り巻く）

外部環境
機会

（Opportunities）
⇒チャンス？

脅威
（Threats）
⇒落とし穴？

（自社の）

内部環境
強み

（Strengths）
当社のウリ・ノウハウ等！

弱み
（Weaknesses）
⇒当社の苦手なところ
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４．�守りの戦略の思考フレーム
　ここでいう守りの戦略とは、上記３の「脅威」
に加え、さらに想定外の自然災害等、外部環境の
激変による「危機」から自社を守るための戦略を
含むものです。
　こうした守りの戦略は、一般的に「危機管理」
として捉えられ、リスクマネジメント、事業継続
計画（ＢＣＰ）等のフレームが活用されます。
　ただ実態として、中小企業がこうした危機管理
のフレームで思考し、守りの戦略を固めている企
業は少数派です。実際、中小企業の事業継続計画
（ＢＣＰ）の導入率は、２割以下といわれています。
　また、リスクマネジメントについては、上場企
業は法律で導入が求められていますが、多くの中
小企業は任意なので導入していません。
　しかし、近年自然災害等の多発で多くの中小企
業が事業の継続ができなくなっています。事態を
重く見た国は、中小企業の災害対応力を高めるた
め、2019年５月29日に「中小企業強靱化法」を成
立させました。この法律に基づき新たに「事業継
続力強化計画」の策定支援事業が開始し、現在も
継続しています。
　これは、なかなか中小企業に浸透しない事業継
続計画（ＢＣＰ）を簡略化したもので、中小企業
が時間的にもコスト的にも無理なく導入できるよ
うに工夫されています。専門家による導入支援も
無料で実施されています（ちなみに筆者は現在、
独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部のア
ドバイザーとして、特に連携型の事業継続力強化
計画の策定支援に従事しています）。
　こうした一連の自然災害等へ対応するための
「守りの戦略」のフレームは、自然災害等が平時
から発災、復旧、復興の時間軸でカバーされる範

善して機会を捉えることができるか、③どうすれ
ば強みで脅威に対抗できるか、④どうすれば脅威
から弱みを守ることができるか、などです。
　こうした①強みと機会、②弱みと機会、③強み
と脅威、④弱みと脅威を掛け合わせて考える枠組
みは図表３にまとめられます。経営学では、この
フレームを「クロスＳＷＯＴ分析」と呼んでいま
す。

　クロスＳＷＯＴ分析で抽出された課題を解決す
る方向性（解決策）が戦略となります。例えば、
世界的にＳＤＧｓの取り組みが浸透しつつあると
いう外部環境の変化に対し、自社は原材料等のリ
サイクル技術を強みとして保有している場合、自
社技術を生かしてＳＤＧｓに資する新製品の開発
が課題となります。この課題を解決する方向性（解
決策）を新製品の開発戦略として捉えることがで
きます。
　このようにして機会を捉える戦略は「攻めの戦
略」と考えることができます。多くの企業は成長
戦略、経営戦略、事業戦略等を作成し、経営会議
でもこうした「攻めの戦略」に多くの時間が割か
れています。
　また、通常クロスＳＷＯＴ分析によって脅威へ
の課題も抽出され、経営会議などで議論される場
合もあります。例えば、同業他社が自社製品の類
似品を生産開始した場合、差別化ポイントを訴求
した広告宣伝を強化する等の対抗策を検討するこ
とは「守りの戦略」と考えることもできます。
　あるいは、大手企業が自社の製品市場に参入し
販売価格面で対抗できない場合、同市場から撤退
し他の分野への参入を図る戦略は守りから攻めに

転じる戦略ともいえます。
　いずれにせよ、これらの戦略は短期から中期的
に経営環境の変化がある程度想定できる範囲の戦
略でもあります。

※��「事業継続計画（ＢＣＰ）」および「事業継続力強化計画」策定支援については、埼玉県産業振興公社�経営
　支援グループにご相談ください。　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０８５
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図表３　クロスＳＷＯＴ分析

新規事業ドメイン 機会（O） 脅威（T）

強み（S） 強みを生かす戦略 脅威への対抗／
縮小検討

弱み（W） 弱みを克服する戦略 専守防衛／
撤退検討
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囲が異なっています。概略は図表４の通りです。
　それぞれの概略についての説明は、紙面の都合
で割愛しますが、興味のある方は、拙著「未来危
機管理思考」の第２章４項「英知を結集した危機
管理のフレームの例」で述べていますので、ご参
照頂ければ幸いです（2022 年２月クラウドサーカ
ス社よりアマゾンの電子書籍/キンドル版、紙での
オンデマンド印刷版で出版）。

こるかもしれませんし、30年間起こらないかもし
れません。実際、熊本地震は30年以内の発生確率
が１％未満でも発生しました。確率とは数学的な
概念ですので、現状確率でしか予測できない地震
はピンポイントで予測はできないのです。
　それでも予測できないこと、想定外のことに備
えるためには、過去や他地域での経験などの幅広
い知見を参考に想像力をたくましくして、最悪の
事態を考える高度な知性が必要です。多くの動物
は目先の対応には俊敏に対応できる感覚器官を備
えていますが、人間のように未来を見据えて最悪
の事態を想像する高度な知性や思考力はありませ
ん。過去や他地域の記録を学習し、未来を想像で
きるのは高度な知性を備えた人間だけなのです。

　これらの思考フレームは、上記３のＳＷＯＴ分
析、クロスＳＷＯＴ分析等、通常の経営戦略策定
フレームの脅威対応では扱われない自然災害等の
危機に備えるためのものです。
　通常の経営戦略は短期、中期が中心で、経営環
境の変化をある程度予測あるいは想定した上で策
定されていますが、図表４の危機管理のフレーム
は自然災害のリスクや想定外のリスクへ対応する
ためのものです。
　実際多くの中小企業の経営会議では、本業への
対応に多くの時間が割かれ、自然災害等の危機に
ついての対応は後回しになっているのではないで
しょうか。
　対応が後回しになる理由の一つに、自然災害の
予測が困難であることが挙げられます。例えば未
来の地震の発生確率はある程度分かりますが、ピ
ンポイントで、いつ、どこで、どの程度の地震が
発生するのか現代の科学でも予測は極めて困難で
す。首都直下地震は、今後30年以内に発生する確
率が70％と高い数字で予想されていまが、明日起

５．なぜ想定外の危機に備える必要があるのか
　多くの人や経営者は、いつどのような地震や水
災等が起こるか分からないのに、自然災害の危機
に備えても無駄だと思っている方が多いのではな
いでしょうか。
　なぜなら、想定できないことに対しては手の打
ちようがないと思うからです。仮説を立てて想定
し対策を検討し、マニュアルをつくり、防災施設
や機器に投資し、従業員を訓練したとしても、想
定通りの災害が来るとは限らないから対策を講じ
ても無駄だと諦めてしまうのではないでしょうか。
　それでも想定外の災害は、毎年、全国で地震や
台風、大雨等が発生し、ウイルスの変異も頻繁に
起こり、これからも再び感染拡大のリスクは常に
あります。
　近年、ＩＣＴの進歩のおかげで過去のデータか
らある程度予測できる部分は増えてきました。し
かし、まだまだわれわれ人間の未来の自然環境や
人間社会の動向について、予知できる範囲は限ら
れています。
　それでも自然環境や社会環境はわれわれの認知
限界を超えた部分で、自然の摂理に従い時々刻々
と変化しています。人類に取って偶然と見える現
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図表４　危機管理のフレーム

・リスクの洗い出し
  （リスクアセスメント）
・リスクの評価
・リスクの優先付け
・ リスク戦略（リスク低

減、回避、移転、保有）
・ リスクマネジメントの

目標設定
・対応策の策定
・モニタリング

・目的の設定
・ 災害の発生と影響の

想定
・初動対応
・事前対応
  （人、物、金、情報別）
・平時の推進体制

・目的と基本方針
・ 重要業務と目標復旧時間

の決定
・ 事業継続戦略（復旧・代

替・お互い様など）
・ 業務復旧・再開対応体制

と再開プロセスの明確化
・ 継続的改善プロセスの明

確化と訓練計画策定
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くなるよりも、あらかじめ対策を講じて事業が存
続できるのであれば、存続のために費やしたコス
トは決して無駄ではないのです。

象も、われわれの認知限界を超えているから偶然
に見えるに過ぎません。
　1959年９月26日、愛知県に上陸した伊勢湾台風
は、多くの被害をもたらしました。台風の接近に
よる強風と満潮が重なったという偶然が未曽有の
高潮を発生させ、堤防を決壊させ、５千人以上の
人命が失われました。

　多くの人々にとって想定外であったかもしれま
せんが、あらかじめ科学者たちによって堤防が決
壊した場合の浸水地域は認識されていました。さ
らに、過去や他地域の事例から考え得る最悪の事
態をイメージして対策を講じておれば、こうした
危機は防ぐことができたことでしょう。
　また、過去に何度も津波に襲われた東北地方で
は、「津波てんでんこ」という言い伝えがあります。
これは、「大きな地震が発生したら、すぐに近くの
高台に、各人がバラバラに逃げよ」との教えです。
　つまり、危機管理においては、過去のデータだ
けでなく、他地域や過去の事例や自然や社会現象
の本質を理解し、最悪の事態を考えて対策を立て
発災時に行動する必要があります。
　もちろん、対策コストや実現可能性の問題はあ
ります。しかし最悪の事態を想定し、それに備え
ておけば、それ以上のコストは考えにくく、それ
で人命や事業の存続が担保されるなら、安いもの
ではないでしょうか。
　何も対策を取らずに自分自身や家族、重要業務
を担う従業員の人命が失われ事業の存続ができな

６．�中小企業のための攻めと守りの両面戦略
　多くの大企業は攻めの戦略は経営企画部が担当
し、自然災害等への守りの戦略はリスク管理室等
が担当しています。
　また、攻めの戦略は経営企画部が会計年度前に
予算を作成し、営業部が実行し、会計年度終了後
に見直して、次年度予算の参考にしています。こ
れらは通常１年、四半期、月次のマネジメントサ
イクルとして回しています。　　
　一方、自然災害等への守りの戦略については、
専門の担当者が別途危機管理対応策を検討し、上
記の攻めの戦略マネジメントサイクルとは別のサ
イクルとして回しています。
　大企業は管理業務が比較的複雑であるため実務
上、業務を分散させる意味もありますが、地震対
策等の自然災害対策は数年に一度見直すことが多
いこともあり、攻めの戦略マネジメントとは別サ
イクルで見直していると考えられます。
　一方、中小企業の場合、社長が一人で抱え込ん
でいるか、少ない経営陣や担当者が守りの戦略策
定を兼務しているのが実態です。
　であるならば、攻めの戦略と守りの戦略を一緒
に考えればよいのです。つまり別々に考えると余
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出典：名古屋市中川図書館（水没した戸田駅）

出典：災害写真データベース
 岩手県田野畑村 島越駅被害（橋脚の上に駅があった）
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計な時間と手間がかかりますが、攻めの戦略と守
りの戦略を同じマネジメントサイクルで回すこと
ができれば、一石二鳥の経営管理業務として行う
ことができるはずです。
　ただ、残念ながら既存のマネジメントは、攻め
と自然災害等への守りが別々のプロセスやフレー
ムでつくられています。
　戦略策定のフレームとしては図表２、図表３で
挙げたＳＷＯＴ分析等の思考フレームがあります。
一方、自然災害等への守りの戦略の場合、リスク
マネジメント、ＢＣＰ等の思考フレームがありま
す。これらは大企業や公的機関向けに設計されて
います（４頁図表４）。

７．�攻めと守りの両面戦略策定フレームの具体例
　ただ、事業経営の攻めの戦略と自然災害等を含
めた守りの戦略の時間軸は異なります。通常の経
営戦略は策定、実行、見直しのマネジメントサイ

クルは１年間であり、さらに数年先の中期計画ま
で作成する場合が多いです。これは、短中期的な
経営環境の変化に対応する場合が多いためです。
　一方、リスクマネジメントやＢＣＰのサイクル
も大企業では１年から数年が多いのですが、対象
とする期間は短中期だけでなく長期、超長期まで
視野に入れる必要があります。
　自社を長期にわたって存続させたいのであれば、
超長期的な展望に立って耐震構造や設備の導入等
を検討する必要があるのです。
　では中小企業の経営者は、具体的にどのように
すれば一石二鳥の攻めと守りの両面戦略を策定す
ればよいのでしょうか。
　新たにＢＣＰやリスクマネジメントを導入でき
れば、それにこしたことはありません。しかし、
そのためにはヒトもおカネもかかります。中小企
業庁等は20年ほど前から中小企業にもＢＣＰの導
入を推進してきましたが、現状導入している中小
企業は全体の２割にも満たないのです。
　ネックになっているのは、導入コストです。し
かし、既存の攻めの戦略策定フレームを拡大して
活用すれば、攻めと守りの戦略を一石二鳥で思考
し、策定できるはずです。
　具体的には、脅威の部分の時間軸を短/中期から
長/超長期まで拡張します。短/中期の場合の例は
図表６の通りですが、通常の事業戦略策定のフレ
ームに自然環境の変化の切り口を追加しています。
　なぜなら、地震のような自然災害は短期の未来
に想定外に発生する確率はゼロではないからです。
フレーム内の記述は短期の外部環境の機会と脅威
の例です。
　さらに同様のフレームで長/超長期の時間軸で
外部環境の機会と脅威を考えてみます。具体例を
図表７に示します。ここでの人間社会の変化は毎
年見直すので現時点での想定です。自然環境の変
化についても毎年見直ししますが、短期も超長期
も巨大地震、水災、感染症のパンデミック等の脅
威はほとんど変わらないことでしょう。

　ただ攻めの戦略と守りの戦略の策定プロセスや
思考フレームが全く異質のものであるといえば、
そうではありません。両者とも経営の外部環境を
洗い出し、内部環境の経営資源を分析し、課題を
抽出して、対応策を考えるという本質的な思考プ
ロセスは同じです（図表５）。
　よって、危機管理業務を兼務されている中小企
業経営者の攻めと守りの両面戦略を検討すること
が可能なのです。
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図表５　 戦略策定プロセスとリスクマネジメント（ERM)
のプロセスとの対比
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　実際、短/中期的な攻めの戦略もあまりキチンと
検討せず、忙しくしている中小企業も多いようで
すが、攻めの戦略は企業存続のためには必ずやら
なければならないことです。　
　であれば、攻めの戦略を策定する際に自然災害
等の危機管理を含む守りの戦略についても、検討
してみてはどうでしょうか。こうすれば危機管理
を先送りにしたりせずにすむことでしょう。

　例えば首都直下地震は、今後30年以内に発生す
る確率が70％という脅威は、短期から30年先の長
期にわたり発生する可能性があるためです。
　自社の内部環境についても強みと弱みを分析し
図表６と図表７の機会と脅威とクロスさせれば、
課題が浮かび上がってくることでしょう。　
　課題が抽出できれば、課題解決に向けた戦略を
考えます。通常は毎年、年度前に短期、中期事業
計画をアクションプラン（計画）としてまとめ、
事業計画の予算として計上します。

８．まとめ
　想定内の変化であれば私たちは、過去の経験や
データから未来を予測できます。しかし、私たち
の認知限界を超えた想定外の変化はある日突然、
襲ってきます。
　政治、経済、社会、技術変革の大波だけでなく
地震や風水害、感染症のパンデミック等の変化は
最先端の現代科学の技術によっても予測に限界が
あります。
　それでも企業経営者は、社会的な使命や従業員
の生活を担っており、事業を維持、存続させてい
かなければなりません。常日ごろから最悪の事態
を想定した守りも固めておく必要があります。
　そのためには、長期的な視点で未来を見据え、
最悪の事態を想像する力と対応力を養いつつ、好
機が訪れたら機敏に対応することも重要です。
　攻めと守りの両面から、短期と長期の視点で経
営を取り巻く環境と自社の実態を俯

ふ か ん
瞰し、正しい

方向に向かって機敏かつ慎重な判断力が必要なの
です。
　中小企業の経営者は常日ごろ、社会の動きや社
内の状況に目配りされておられます。長年経営の
かじ取りをされてきた中小企業の経営者には、き
っと事業経営の全般にわって未来への洞察力、対
応への判断力、そしてさまざまな危機を感じ取る
感性と回避する能力が備わっていることでしょう。
　皆様の事業経営が突然どのような危機に遭遇し
たとしても、それを乗り越え持続可能な経営がで
きますことを祈っております。
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図表６　外部環境の変化（短/中期）

図表７　外部環境の変化（長/超長期）

外部環境の変化（短 / 中期）

切り口 機会
（事業目的に対して有利に働く）

脅威（危機）
（事業目的に対して不利に働く）

人
間
社
会
の
変
化

政治
・ コロナ対応の支援の公的施策が

発出されている
・ 公的な災害対策支援が継続する

・ 中国の独裁化進行、アフガニスタン
のタリバン政権、ミャンマー軍事政
権等により民主政治が後退する

経済
・ アフターコロナの新規事業の勃

興 / 拡大への関与が期待できる
・ コロナ禍により倒産 / 廃業する企業

が増大し、企業支援等の機会が減少
する

社会
・ 社会的 SDGs の浸透が新たな価

値観を生み、企業相談や就業機
会を生む

・ 日本で少子高齢化が進行し保守的傾
向が強まる

技術
・ ICT、AI、生命工学の進歩がさ

まざまな事業や就業機会を生む
・ 日本の科学技術やものづくりに係る

優位性が後退する
・先進技術が兵器開発を誘発する

市場 ・ コロナの影響で海外渡航の機会が激
減している

競合 ・ 新規参入者との競合が想定される

その他
・ コンピュータウイルス / サイバー攻

撃によるシステム障害が業務を停止
させる

自
然
環
境
の

変
化

地殻
変動

・ 巨大地震は自分が生きている間に確
実に起きるだろうが、いつかは特定
できない

気候
変動

・ 巨大台風による風水害 / ゲリラ豪雨
等により都市機能がマヒする

感染症
・ 自然破壊と世界的な人の移動の促進

により、今後もパンデミックの発生
頻度 / 規模が拡大する

外部環境の変化（長 / 超長期）

切り口 機会
（目的に対して有利に働く）

脅威（危機）
（目的に対して不利に働く）

人
間
社
会
の
変
化

政治
・ 公的な災害対策支援に係る施策

が継続する
・ 公的な海外展開支援が継続する

・ 自国第一主義の台頭、国際協調の後
退により国際政治が混乱、テロが誘
発される

経済 ・ 新たな産業が勃興し経済規模が
拡大する

・ 地球環境問題が深刻化し経済活動を
阻害する

社会
・ 社会的な SDGs の浸透が新たな

価値観を生み、企業相談や就業
機会を生む

・ 日本の少子高齢化が進行し、保守的
傾向と閉塞感が強まる

技術 ・ ICT、AI、生命工学の進歩により、
さまざまな事業や就業機会を生む

・ 日本は科学技術やものづくりの後進
国となる

市場
・ 時代の最先端の知識があり、柔

軟に新たな価値観を受け入れる
ことができれば、新しい時代で
活躍できる

・ 内向きが強くなり、市場が縮小する

競合 ・ 新規参入者との競合が想定される

その他
・ コンピュータウイルス / サイバー攻

撃によるシステム障害が多発する
・ 過去に学んだことが陳腐化し、業務

上役に立たなくなる

自
然
環
境
の

変
化

地殻
変動

・ 巨大地震は自分が生きている間に確
実に起きるだろうが、いつかは特定
できない

気候
変動

・ 巨大台風による風水害 / ゲリラ豪雨
等により都市機能がマヒする

感染症
・ 自然破壊と世界的な人の移動の促進

により、今後もパンデミックの発生
頻度 / 規模が拡大する
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　多様なニーズに合わせて生産・供給を可能とす
る同社の関口社長に話を伺いました。
■貴社の概要について教えてください。
関口　祖父が1941年に東京都港区で合資会社関口
製作所を創立。1950年には日産ディーゼル工業（現
ＵＤトラックス）の前身である民生ディーゼルの
プレス部品加工を始め、この取引の中でマフラー
生産の依頼があったことがきっかけで、パイプ加
工にも取り組みました。当時は、パイプベンダー
などの設備はなかったので、パイプに砂を詰めて
力自慢の職人が曲げていたという話を聞いていま
す。1958年に父である関口邦夫が代表になり、そ
の３年後に関口工業株式会社を設立しました。本
格的にパイプ加工を始めたのは、この時期だと思
います。主要取引先の日産ディーゼル工業の川口
工場が上尾工場に移転になったことで、1964年に
自宅にも近かった現在の場所に移転しました。
　現在では、建設機械やトラック、自動車などの
エンジン周辺に使用されるパイプ部品加工が中心
です。生産の拠点は、福島県田村市にある船引工
場で、小松製作所、ＵＤトラックスなどと直接取
引契約を行う“ティア１サプライヤー ”です。

■技術の特徴について教えてください。
関口　φ8～72までのパイプに関する曲げ加工か
らプレス、板金、溶接、表面処理、組立まで一貫し
て自社生産しています。特に難易度の高い肉薄パ
イプの「極小曲げ」やハイドロフォーミングを活
用した「ベローズ成形」、各種溶接加工（ＭＩＧ溶
接・ＴＩＧ溶接・ろう付け）に自信があります。
　極小曲げは、パイプ径と曲げＲを一対一で曲げ
ることをといいますが、通常１. ５Ｄ以上が一般的
です。この曲げＲが小さくなると「曲げしわ」や
「割れ・破損」が発生して、曲げることが難しくな
ります。ベローズ成形は、液圧成形とウレタン成
形の二つ。長年のノウハウと経験を生かして、お
客様の設計・仕様・ニーズに合わせて技術力を向
上させ、多品種微量生産で対応しています。
■多品種微量生産を可能としているものは。
関口　部品の営業・受注管理、購買管理、在庫管
理、図面管理などの基幹業務システムＱＩＳ
（Quick Information Service）です。現在では、
2017年にクラウドに完全移行したＱＩＳ-Ⅱにバ
ーションアップし、管理点数16,000点以上の多品
種微量生産の基盤を支えています。ＱＩＳの成り

 関口工業株式会社　代表取締役社長　関
せ き ぐ ち

口 拓
た く ぞ う

造 氏

所 在 地　 さいたま市中央区鈴谷2-563
代 表 者　代表取締役社長　関口 拓造 氏
事業内容　 自動車、輸送用機器、産業用金属製品

の製造
資 本 金　4,000万円　　従業員数　130名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-853-5511
https://pipe-sekiguchi.co.jp

関口工業株式会社

「お客様のニーズに合わせてＱ・Ｃ・Ｄすべてで努力していきたい」と話す関口社長。

インタビュー

アクセス埼玉 2022.10　インタビュー
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立ちは「こうできればもっとよくなる」という思
いから、1980年に汎

はんよう
用コンピュータを基盤として

自社開発したもので、社内ＳＥの世代交代も10年
計画で育成しています。時代に合わせ拡張と改善
を続け、データ分析の速度や性能も向上させ、さ
らなる業務効率化を図っています。
■社内制度で特徴的なことはありますか。
関口　職人の手による多品種微量生産ですので、
技能に応じて評価するマイスター制度を設けてい
ます。これと併せた人事制度では、職制コースと
技能コースの二つに分け、職制コースでは班長・
係長・課長・次長・部長としたレンジ、技能コース
ではブロンズマイスター・シルバーマイスター・
ゴールドマイスターとして、職制コースのレンジ
と連動させて評価に反映させています。機械加工
領域については、技能検定に合わせて等級を設定
していますが、パイプや溶接加工などでは独自に
設定しているので試行錯誤中です。また、加工だ
けでなく、ＣＡＤ、英語などの語学でも同様に等
級があります。
　こうした従業員教育に力を入れており、外部機
関の研修にも積極的に参加しています。教育費用

はすべて会社負担で、人材育成計画に合わせて、
随時、受講希望もボトムアップで出てきます。
■今後の展開・抱負は。
関口　事業再構築補助金の採択を受け「防衛産業
への新事業展開のための表面処理」の計画が進行
中で、今年10月以降に特殊な表面処理を行うメッ
キ処理の設備が本社工場内に完成予定です。これ
は、パーカー加工よりもワンランク上の耐久性を
可能とするものです。完成すれば、取引先の三菱
重工業で困っている「Ｚ- ２処理（厚膜処理）」にも
対応できますので、受注につなげたいです。小松
製作所、ＵＤトラックス、三菱重工業をお客様と
し、事業の三本柱としていきたいです。加工領域
も増え何でも対応できるようになっていますので、
お客様のニーズに合わせて技術力を向上させると
ともに、ティア１サプライヤーとしてＱ・Ｃ・Ｄの
すべてにおいて、さらに努力していきたいです。
　そして事業承継です。今年４月に修業を終えた
息子が入社しましたので、息子が40歳になる12年
後をバトンタッチの時機と考えています。
　製造会社として、これからも日本国内で存続し
ていく「100年企業」を目指していきます。

製造会社としてこれからも日本国内で存続していく「100年企業」を目指す

TIG溶接ロボット（船引工場） 女性スタッフの技能職も増えている
パイプの端末加工をモチーフに
新しくしたコーポレート・ロゴ

福島県田村市にある船引工場 パイプ加工では極小曲げ(左)とベローズ成形(右)を得意としている

アクセス埼玉 2022.10　インタビュー
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

秩父太平洋セメント株式会社 http://www.ct-cement.co.jp

秩父市大野原1800
TEL　0494-22-1300
資本金　4億9,000万円
従業員数　124名
■事業内容
　 特殊セメント・石灰石製
品の製造

地域から信頼される誠実な企業を目指します

株式会社明
め い こ う

向商事

川越市的場北1-11-24
TEL　049-298-6040
資本金　1,000万円
従業員数　1名
■事業内容
　 プラント向け配管材、産
業用機械、製缶品の取り
扱い商社

明日に向かって、つないでいきます
https://meikou-shoji.co.jp

■発電所、製鉄所、石油プラント、化
学プラント、ごみ処理施設、水処理施
設等のプラントにおいて、さまざまな
配管材、産業機械、製缶品が使用され
ています。キャッチフレーズ「明日に
向かって、つないでいきます」をモッ
トーに商社として、お客様のニーズと
メーカーの製品をつなぎ、未来に向け
て豊かな世界の実現へ貢献していきま
す。

■平成12年に太平洋セメントから分社
独立しました。秩父市の三輪鉱山と群
馬県神流町の叶山鉱山で石灰石を採掘
し、セメントや石灰石製品の製造に使
用しています。秩父の本社工場では、
強度の発現が極めて早い超速硬セメン
トを製造し、その特性を生かして道路
舗装や各種建材等に使用されています。
今後も企業倫理を徹底し社会的責任を
果たすべく、事業活動を通じて社会貢
献に務め、地域の皆様に信頼される企
業を目指します。

Ｒ＆Ａ	Consulting株式会社 http://rachuman.com

坂戸市南町9-9ゼネラルビル
TEL　049-298-5801
資本金　100万円
従業員数　5名
■事業内容

○外国人財教育
(RAC Human Academy 運営 )
○ 外国人財活用、戦略会
計コンサルティング

○会計業務受託サービス

中小企業（経営者）の抱えるさまざまな問題を多角的に解決する
■国内外の自動車部品製造会社（Tier1）
経営で培った知識・経験・ノウハウ・
人脈を生かし、経営資源の「ヒト」と
「カネ」に特化して中小企業経営者の
問題解決のお手伝いをしています。少
子高齢化の日本では、外国人財を生か
すことが成長発展のカギ。８カ国の教
育機関と連携し、優秀な人財を育成し
企業に配属しています。ＶＵＣＡ時代
では、現状を正確に把握し迅速な経営
判断が求められます。会計業務レベル
を向上し経営全体の見える化を行い、
経営者の悩みを解消します。

アクセス埼玉 2022.10　公社会員紹介

約１カ月間の講習を修了した生徒の卒業式の
様子（2019 年４月）。この後、既に決まっている
受け入れ機関に、それぞれ配属されます。
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

GSRコンサルティング株式会社 https://gsr-consulting.com

さいたま市大宮区桜木町2-7-8　
第11松ビル4階
TEL　048-782-4399
資本金　1,000万円
従業員数　10名
■事業内容
　 相続・不動産に関するト
ータルサポート、不動産・
相続・事業承継・経営コ
ンサルティング、不動産
売買および賃貸仲介、不
動産投資・アセットマネ
ジメント 他

不動産と相続のスペシャリスト　お客様に寄り添うワンストップサービスを
■東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県
の１都３県を軸に、不動産、相続、事
業承継などの資産に関するトータルサ
ポート、コンサルティングサービスを
提供しています。得意とする相続や事
業承継から派生する不動産の売却、相
続対策の不動産購入をはじめ、不動産
投資、賃貸、借地・底地、不動産再生
による不動産運営、リノベーション、
土地活用はもちろん、不動産を中心と
した資産に関するあらゆるサポートを
行っています。

ティースリーホールディングス株式会社 https://t3group.co.jp

さいたま市大宮区仲町2-25
松亀プレジデントビル204号
TEL　048-606-3081
資本金　100万円
従業員数　2名
■事業内容
　  ○ＩＴ事業
　○ＨＰソリューション事業
　○ デザイン＆マーケティン

グ事業

きっかけを提供し、ワクワクを創造する
■令和元年10月に設立。「きっかけを
提供し、ワクワクを創造する」ことを
ミッションに、関わる人・企業・地域
がワクワクできる世界を目指して事業
を行っています。地方行政と提携した
企業のＤＸ支援、就労支援、企業ブラ
ンディング、ＩＴサポート、人材紹介
など、多くの事業をグループ会社とと
もに展開しています。また、ＳＤＧｓ
にも積極的に取り組んでいます。特に
「教育」に注力し、事業を通じて社会
の持続的発展に貢献しています。

アクセス埼玉 2022.10　公社会員紹介

株式会社アイエフラッシュ https://if-lash.com

さいたま市浦和区岸町7-7-4
TEL　048-789-7630
資本金　300万円
従業員数　40名
■事業内容
　 美容サロン・協会・美容
スクール運営、コンサル
ティング

「キレイ」をもっと身近に…。忙しい毎日を送る、現代の女性たちを応援する会社です。
■埼玉県内にまつげエクステ専門サロ
ン「アイズ」を12店舗、美容スクール
「IFLビューティーカレッジ」、IFLまつ
げエクステンション協会を運営してい
る地域密着型企業です。忙しい毎日を
送る女性に美しくなる楽しさや、ちょ
っとした癒やし時間を提供するため、
若い方から主婦の方まで多くの女性が
気軽に通える、低価格で高技術なサロ
ンをモットーに運営しています。今後
も皆様に愛され続けるサロン運営を目
指していきます。
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正門に設置されている大砲は、同社の
企業スピリットとなっている

創業218年、設立100年を迎え、次なる
世紀を目指す９代目社長(左)と常務

あらゆる産業界で使用される超微
粒摩砕機スーパーマスコロイダー

アクセス埼玉 2022.10　企業紹介

所 在 地　川口市本町1-12-24
代 表 者　代表取締役　増田 幸也 氏
事業内容　・超微粒摩砕機（スーパーマスコロイダー）
　　　　　・超精密粉砕機（ミクロマイスター）
　　　　　・気流式粉砕機（セレンミラー）等の製造・販売
資 本 金　1,000万円　　従業員数　28名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-222-4343
http://www.masuko.com

 増幸産業株式会社
企業紹介 

◆設立 100 周年の産業機械の専門メーカー
　今から200年以上前の1804年、初代増田安次郎
氏が増田屋の屋号で鋳物業を開業したのが同社の
原型です。当時は幕府や藩が西洋諸国の軍事力、
特に大砲の威力に圧倒され、急ピッチで大砲の製
造が叫ばれるようになっていました。こうした時
世の折、鍋釜や釣り鐘等の日用品で定評のあった
増田屋は、1852年に江戸幕府の要請で大砲を受注
することになり、この頃から機械製造の技術を蓄
積してきました。
　それから70年後の1922年に、産業機械や生活に
身近な茶器等の販売をする会社、増幸商店を立ち
上げ、現在の増幸産業のベースとしてスタート。
戦後、再び鋳物業を起こす傍ら、産業機械である
粉砕機の開発を開始しました。
◆摩砕・粉砕技術で世界に貢献
　1965年に増幸産業と社名を変更し、ナノ領域の
超微粒化を可能にした摩砕機「スーパーマスコロ
イダー」の開発に成功しました。
　従来使用されていたグラインダーには、およそ
40％の気孔があり、割れることも多く、内部に材
料が侵入した際は細菌が繁殖してしまうという欠
点がありました。しかし、これを覆して「割れな

い」「染み込まない」の特徴で世界特許を取得した
無気孔グラインダーにより、その二つの危険性を
排除することに成功しました。この超微粒摩砕機
は、世界の食品や化学工業分野をはじめ、資源の
リサイクル等、あらゆる産業界における経済効果
と地球環境保護の分野で活躍しています。
◆独自の「Ｓｕｐｅｒ６Ｓ活動」を展開
　現９代目社長の増田幸也氏が、1994年に５Ｓ活
動を導入。以来、この活動を軸に職場環境の改善
を徹底した結果、品質が向上し、コスト削減も実
現できるようになりました。さらには従業員のモ
チベーションが上がり、社風が変わるほどの成果
がありました。
　５Ｓ活動開始から20年後の2013年からは、もう
一段階活動に深みを持たせるため、「創造」「進化」
「成功」「成長」「深奏(しんそう)」「幸福（しあわ
せ）」をキーワードとする「Ｓｕｐｅｒ６Ｓ活動」
を開始し、仕事を通して幸せを創造する活動を展
開しています。現在の目標は、さらなる効率・向
上を目指した「自工程完結企業」になること。座
右の銘を「今が瀬戸際60点」と、語る増田社長。
社員とともに常に初心を忘れず、新しい挑戦と向
き合い続けています。
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AIDMA のシナリオ例
Attention（冒頭でまず注意を引く） 
　例：今日は、驚異的な効率化を実現するシステムのお話です。
Interest（うなずかせるような要素で、さらに引き込む）
　例：話題の SDGｓにも貢献できたら、いいと思いませんか。
Desire（具体的な提案で、さらに詳しく知りたいと思わせる。）
　例：御社の状況を踏まえますと、次のような効果が得られます。
Memory（再度インパクトのある表現で、メリットを刷り込む）
　例：以上が、驚異的な効率化を実現するシステムです。
Action（購入という行動へ、もう一押し動機付けをする）
　例：とりあえず試作機を１カ月使ってみて、検討しませんか。

アクセス埼玉 2022.10　営業管理の極意

「実績が伸びる＆担当が育つ」営業管理の極意

株式会社スタジオ 02　代表取締役　大関暁夫

第７回　ＡＩＤＭＡでセールスシナリオをつくるくる第７回　ＡＩＤＭＡでセールスシナリオをつくる

管理者はセールスシナリオづくりの支援を
　前回まで営業セオリーである５ステップを順に説
明してきましたが、今回はいよいよクロージングに
向けたセールス（プレゼンテーション）ステップの
指導です。ヒアリングで自社が役に立てそうな相手
のニーズがつかめたら、そこでようやくセールスの
タイミングが到来したことになります。すなわち、
役に立てそうなニーズがつかめないうちにセールス
に走ることはある意味、売り手の勝手な“押し売り”
であり、成約の確率は決して高くない、ということ
を最初に申し上げておきます。
　セールスのタイミングが到来したら、このステッ
プですべきことは、相手の関心を引きつつ、こちら
の提案をスムーズに受け入れてもらう仕掛けづくり
に尽きます。そのために必要なことは、納得性の高
いセールスの流れづくりに知恵を使うことであり、
営業管理者はこの作業において的を射た指導をしな
くてはいけません。つまり、相手を買いたい気持ち
にさせるセールスシナリオづくりの支援です。
シナリオは起承転結ではなくＡＩＤＭＡで
　シナリオづくりと聞いてすぐに思い当たるのは、
「起承転結」という４こま漫画に代表されるシナリ
オパターンです。しかし、セールスにおいて「起承
転結」は意外性やインパクトに乏しく、聞き手から
みて物足りないのも事実なのです。そこで筆者がお
すすめするのは、マーケティング戦略で使われるシ
ナリオパターン「ＡＩＤＭＡ」の流れです。
　テレビ創成期に米国のＣＭ制作に使われた手法で、
Ａ＝Attention（注意）→Ｉ＝Interest（関心）→Ｄ
＝Desire（欲求）→Ｍ＝Memory（記憶）→Ａ＝Action
（行動）の流れでシナリオをつくり、ＣＭを見終わ
った後に次にお店に行ったら商品を買ってみたい気
持ちに誘導するものとして、有名になりました。
　セールスでは、Ａ（注意）でいきなりインパクト
のある言葉や画像で注目させて、Ｉ（関心）で一般
論で同意性の高い流れをつくります。Ｄ（欲求）で
当事者の事例に当てはめ、Ｍ（記憶）で再度最初の

言葉を刷り込むことで、購買の現場に行った際に買
うというＡ（行動）を起こさせる、というものです。
　例えば、まずセールス内容を「本日は驚異的な効
率化実現のお話です」等のインパクトある明快な一
言で伝え（Ａ注意）、「今はＳＤＧｓ貢献も求められ
ていますが、それも気になりますよね」等でセール
ス内容の納得性を高めて（Ｉ関心）、次にヒアリング
情報を元に相手の導入メリットを具体的に伝えて試
してみたいという気持ちを盛り上げ（Ｄ欲求）、再度
インパクトのあるメッセージを反復して（Ｍ記憶）、
最後に契約に向けもう一押しするのです（Ａ行動）。
　最後の（Ａ行動）では、小さなクロージングを用
意することで成約の確率が高まります。例えば、お
試し貸与とか試作品供与とか限定サービス提供とか。
即日の完全クロージングまでは無理でも、小さなク
ロージングが取れれば、その先にこちらのペースで
最終的なクロージングに至る確率は高まるのです。
資料は説明調でなくビジュアル重視で
　セールスの資料づくりもインパクト重視で、印象
的な写真や数字、単語などをメインで扱い、極力説
明的な資料にしないことがポイントです。製品パン
フレットでセールストークを展開するのは論外です。
資料づくりを担当者任せにしていると、ポイントを
箇条書きにしたパンフレットと大差ない資料をつく
って満足してしまうケースがあるので要注意です。
一見では話の内容までは分からない資料、つまり写
真や単語をクローズアップしたものの方が、聞き手
は説明に集中して聞いてくれるのです。説明的資料
は別途、説明終了後に配布するのがよいでしょう。
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　現場で作業を観察していると、いかにもつくりに
くそうで、苦労している製品づくりに出会うことが
あります。現場で生産を担当している方々は頑張っ
て改善し、専用の治具や道具をつくり、作業標準に
従って作業しているのですが、それでも手間がかか
り、不良の発生も止まらない、といった状況です。
　先日伺った精密センサーを製造しているＡ社の組
み立て現場でも同様のことがありました。私が製品
の形状を見て、「もしこういう形状になっていたら、
つくりやすくなるのではないですか？」と質問する
と、「実は私たちもそう思っていて、数年前から設計
変更の依頼を出しているのですが、設計は忙しくて
対応できないようです」という返事が来ました。し
かし、いくら設計部門が忙しいといっても、目の前
で起きているつくりにくさは普通ではありませんで
した。設計変更をすれば、生産性も品質も上がり、
経営に大きな貢献があることは明らかなのです。私
は、そこに社長と工場長がいたので、その場に設計
の担当者を呼び、この作業状況を見てもらうことを
依頼しました。
　その製品は昔からの定番商品で、実際の設計者は
定年退職していました。来てくれた人は設計担当者
といっても自分の設計ではなく、担当を引き継いだ
人で、作業現場の状況を全く知らずにいたのです。
その作業のやり方を一目見て、その場で設計変更を
約束し、現場担当者の要望を生かした形で、設計変
更が実行されました。結果はすごいもので、たくさ
んあった不良はゼロになり、生産能力は２倍になり
ました。これまでの苦労は何だったのか?!　と思い
ました。設計には無理を言いましたが、実行できて
本当によかったと皆で喜びました。
　一般的に設計の担当者は仕事に追われていること
が多く忙しいので、自分が設計した製品がどのよう
につくられているかを知らないという状況が多く発
生しています。このような状況が改善できれば、大
きな成果が約束されている宝の山なのではないでし
ょうか。

　日本の製造業の強さを研究している早稲田大学教
授で東京大学名誉教授の藤本隆宏先生が「製品とは
設計情報が素材に転写されたものである」と言われ
ているように、すべての始まりは設計です。設計時
点で決まった内容は、原則として動かせません。設
計が悪ければ、悪い物ができるのです。よくない設
計を改善でカバーしていることはよくありますが、
とてももったいないことです。現場改善はもちろん
重要ですが、その前に必要なのが設計改善であると
いえます。そして良い設計に良い現場改善が加われ
ば、鬼に金棒です。
　加工機械を製造しているＢ社で、ある製品に組み
立て困難な箇所を見つけました。コストが上がるだ
けでなく、故障すると修理も大変で、お客様にも迷
惑をかけているのではないかという議論になりまし
た。ライバル社の製品を調べると、その部分が改善
されていることが分かり、そこで急きょ、設計変更
を決断し、製造、設計、技術をはじめ関連する人が
集まり議論して、段ボールで改良する商品の模型を
つくりました。皆でワイワイガヤガヤ議論をして、
模型にはたくさんのコメントが書かれています。こ
うしてつくられた新商品は生産性も品質も向上し、
お客様からも高く評価されました。
　設計改善は皆で取り組むことで大きな成果を生み
出します。お客様が使うときのこともイメージしな
がら、全社で取り組んでみてはいかがでしょうか。

もうかるメーカー改善の急所

株式会社柿内幸夫技術士事務所　所長　柿内幸夫

第７第 急所急所７回　７回７第７ 65656565 6666 改善善善善善改善善善設計計改善改善善善設設計第７回　急所 65 設計改善

今月の言葉
設計改善は、現場改善に100倍勝る。
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15アクセス埼玉 2022.10　ベトナム便り

　８月24日から３日間、ハノイにて「FBCアセアン 
2022ものづくり商談会」が行われました。現在のベ
トナムは入国規制がないので、日本からの企業出展、
来場者もありました。とはいえ、コロナ前に開催さ
れた同イベントと比べると参加者は少なかったです。
理由としては、日本への帰国時に、帰国72時間前の
ＰＣＲ検査証明書が必要で、もし陽性反応が出た場
合、陰性になるまでベトナムで足止めになるため、
まだリスクが高い状況だったことが考えられます。
しかし、会期初日の８月24日、日本入国時のＰＣＲ
検査証明書を条件付きで９月７日から免除するとの
発表があり、今後は日本から海外への渡航が増える
ことが予想されます。
　商談会出展企業は、主に部品加工を行う中小製造
業がメインでした。８月24日～26日は対面ブースで
のリアル商談形式。９月７日～９日はオンライン商
談形式で、同日開催のタイ会場に出展した企業や渡
航できなかった日本企業など、離れた場所の企業が
商談できるシステムでした。
　会場に集まっての商談会は２年ぶりで、現地には
過去最多の200社近くが参加し、うち日系企業は約60
社でした。各企業、自社製品の売り込みが中心です
が、調達案件を持っている企業もあり、売りと買い
の両方のニーズを持った企業も多かったです。また、
調達探しだけのために参加しているバイヤーも出展
していました。ローカル企業の出展は年々多くなっ
ており、ブース装飾や部品展示、スタッフの様子か
ら、活発な情報発信のための意気込みが感じられ、
非常に活気がありました。
　チャイナリスク回避の観点から、中国からベトナ

ムへの外注先の変更、コロナで停滞していたさまざ
まな経済活動が復活し、ベトナムへのオーダーが増
えています。これにより、新たな取引先や同業他社
との協業、自動化や製造業に提供されるＩＴをはじ
めとしたさまざまなサービスが、コロナ前と同じよ
うに活発に動いていくことが期待されます。

埼玉県ベトナムサポートデスク
https://www.saitama-j.or.jp/vietnam-sd

FBCアセアン2022ものづくり商談会が開催されましたFBCアセアン2022ものづくり商談会が開催されました

ベトナム便り

≪サポートデスクのご案内≫
＼ベトナムビジネスについて、お気軽にご相談ください／
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 ベトナムサポートデスク
 Eメール　vietnam-bsd@ne-net.vn
 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

FBCアセアン2022ものづくり商談会
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RAC Human
http://rachuman.com    Email:info@rachuman.com

16 アクセス埼玉 2022.10　税金の知識Q&A

広告

ＡＡＡＡ 　適格請求書等保存方式の開始後は、免税
事業者や消費者など、適格請求書発行事業

者以外の者（免税事業者等）から行った課税仕入れ
は、原則として仕入税額控除の適用を受けることが
できません。ただし、制度開始後６年間は、免税事
業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当
額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置
が設けられています。
〈税額計算の方法〉
　この経過措置を適用する場合に仕入税額とみなす
金額の具体的な計算方法は、次のとおりとなります。
１　仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合
　この経過措置の適用を受ける場合においても「積
上げ計算」により計算する必要があります。
　この経過措置の適用を受ける課税仕入れの都度、
その課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8
（軽減税率の対象となる場合は108分の6.24）を乗じ

て算出した金額に100分の80（注）を乗じて算出しま
す。（その金額に１円未満の端数が生じたときは、そ
の端数を切捨てまたは四捨五入します。）
　なお、この経過措置の適用を受ける課税仕入れを
区分して管理し、課税期間の中途や期末において、
当該区分した課税仕入れごとに上記の計算を行うこ
ととしても差し支えありません。
２　仕入税額について「割戻し計算」を適用している場合
　この経過措置の適用を受ける場合においても「割
戻し計算」により計算する必要があります。課税期
間中に行った本経過措置の適用を受ける課税仕入れ
に係る支払対価の額の合計金額に110分の7.8（軽減
税率の対象となる場合は108分の6.24）を乗じて算出
した金額に100分の80（注）を乗じて算出します。
（注）経過措置を適用できる期間に応じた割合は、令和５年10月

１日～令和８年９月30日までは仕入税額相当額の80％、令和８

年10月１日～令和11年９月30日までは仕入税額相当額の50％。

インボイス制度の概要　免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置インボイス制度の概要　免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置
　適格請求書等保存方式開始後６年間は、免税事業者からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控　適格請求書等保存方式開始後６年間は、免税事業者からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控
除の適用を受けられるとのことですが、その場合の仕入税額控除の具体的な計算方法を教えてください。除の適用を受けられるとのことですが、その場合の仕入税額控除の具体的な計算方法を教えてください。

Q

税金　知識税金　知識
これだけは知りたい！これだけは知りたい！

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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トピックス 埼玉県内企業ＤＸ推進人材育成講座のご案内
https://www.saitamadx.com/jinzai

12月開催
「基本のき」がわかるＤＸ基礎研修／半日コース
キャリアビーム・コンサルティング（同）
	 受講者負担額	 5,500円
ＤＸビジネスプランナー講座【１日間】
マインドテック(株)  受講者負担額 22,000円
「すぐに役立つ」ＤＸ推進講座／１日コース
キャリアビーム・コンサルティング（同）
	 受講者負担額	 11,000円
ＤＸ最新事例に基づくビジネスモデル研修／１日コース
キャリアビーム・コンサルティング（同）
 受講者負担額 11,000円
■問合せ先　公社　デジタル・技術支援グループ
　　　　　　ＴＥＬ ０４８－６２１－７０５１

　埼玉県ＤＸ推進支援ネットワークでは、経営者
などＤＸ推進の旗振り役となる方を対象にＤＸ 
推進人材育成講座の受講者を募集しています。
　経営課題をＤＸで解決する中小企業の皆様を支
援するため、埼玉県や関係機関等で構成する同ネ
ットワークが厳選した講座を最大半額で受講でき
ます。
詳細・申込はhttps://www.saitamadx.com/jinzai
■講座（青字は実施機関、受講者負担額は割引後の額）
10月開催・開講
ＩＴシステム内製化推進セミナー【１日間】

（一社）日本能率協会 受講者負担額 34,100円
ＤＸ課題解決力研修【４日間】
Ｍｏｄｉｓ(株) 受講者負担額 154,000円
11月開催・開講
価値創出のためのＤＸプロジェクト推進セミナー

【２日間】
(一社)日本能率協会 受講者負担額 57,200円
ＤＸセミナー【４日間】
(株)リンプレス	 受講者負担額	 110,000円
ＤＸ実現のためのビジョン設計を行う「ＤＸキャ
ンバス」講義及び作成演習【１日間】
コードキャンプ（株） 受講者負担額 110,000円
自部門で実践するＤＸ入門セミナー【１日間】
(一社)日本能率協会 受講者負担額 34,100円
ＤＸ時代のマネジメント能力開発コース【２日間】
(一社)日本能率協会 受講者負担額 57,200円
ＤＸ推進のための人材戦略・組織づくりセミナー

【１日間】
(一社)日本能率協会 受講者負担額 34,100円



　「技術はあるが自社商品をどう開発すればよいの
か分からない」「自社商品をつくってはみたが売れな
い」など、自社商品の開発に取り組む中小企業経営
者の悩みは多いと思います。
　本セミナーでは、商品開発における目的や課題を
整理し「なぜ商品開発をするのか」「本当に開発し
た方がよいのか」を最初のテーマとし、その後に先行
事例を参考にしながら、商品開発を成功させるため
のヒントを探ります。
日時 10/27(木)14:00 ～ 16:00 ZoomによるWeb配信
内容 ・企業が商品開発に取り組む意義・課題
　　 ・商品開発の事例紹介
　　 ・実際に取り組んだ企業からの取り組み紹介
　　 ・デザイナーからみた商品開発のポイント
講師 (株)ＡＭＮ　代表取締役　原 渉 氏
定員 50名　　費用 会員無料　一般2,100円
対象 経営者、経営幹部、開発担当者
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　川口市では、“知ろう・使おう・広げよう”をテー
マに、魅力的な｢市産品｣を一堂に集めた「川口市市
産品フェア2022」を開催します。
　建築土木関連、医療・介護福祉関連、加工技術・
機械部品関連、ＩＴ・情報通信関連、緑化関連、生
活関連、サービス業関連等、130超の企業・団体が出
展します。ぜひご来場ください。
日時 10/21(金) ～ 10/23(日)10:00 ～ 16:30
　　 （最終日は16:00まで）
会場 SKIPシティ（川口市）
内容 ○市産品展示会など、各種展示コーナー
　　 ○出展者プレゼンテーション（ＷＥＢ配信）
　　 ○その他、体験コーナーなど
費用 入場無料
※当日は、感染症対策を行った上で実施します。
※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、変更など
が生じる場合があります。

問合せ先　川口市経済部　産業振興課
　　　　　TEL　０４８－２５９－９０１９

【Web配信】会員優待セミナー
ものづくりの新しい形～ものづくり企業の
技術とデザイナーのアイデアとの融合～
https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=477

川口市市産品フェア2022

https://www.kawaguchishi-shisanhinfair2022.jp

公社
情報

　埼玉県の中小企業のＤＸ推進を支援するため、デ
ジタルの導入や活用に関するさまざまなお困り事に
ワンストップで対応します。
　相談には専任のスタッフ（ＤＸコンシェルジュ）
が無料で対応いたします。必要に応じて埼玉ＤＸパ
ートナー（SIerやITベンダー）からの提案を受け
ることもできます。ぜひ、ご利用ください。

●こんなお悩みありませんか？●
・ 業務の課題をデジタル技術を使って改善した
いが、何から手を付けたら良いかわからない

・ 現行は、EXCEL活用が中心だが、きちんとし
たシステムを導入したい

・ 使っているシステムを改善・統合・発展し
て、もっと効率化を図りたい

・ 古いシステムを使っていて、プログラムを修
正できる人がいない

・ ＤＸとデジタル化の違いなどはじめの一歩か
ら教えてほしい

まずは支援内容について話を聞いてみたいと
いう方も歓迎です！

　埼玉県では、県内企業の皆様のデジタル活用をサ
ポートするため、国・県・市・経済団体等の連携に
よる「埼玉県ＤＸ推進支援ネットワーク」を設立し、
公社は事務局として相談窓口を設置しています。
問合せ先　公社　デジタル・技術支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６２１－７０５１

公社
情報

デジタル活用に関するお悩みに
無料で対応いたします！
https://www.saitamadx.com/sodan

他の
情報

18 アクセス埼玉 2022.10　インフォメーション

企業の皆様へホットな話題を提供！



19

創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

石田 （いしだ）さん (58)

　会社勤務時代の海外広報業務や国内でのイベント企
画等の経験・人脈を生かし、2020年11月に輸入業を
開始。イベント・店舗装飾・フィギュア展示用のＬＥ
Ｄ照明機器の輸入販売、日本国内未販売の海外アー
ト・インテリア等のＷｅｂでの紹介、展示会等への出
店等を行っている。

S.TRADING（エス・トレーディング）
https://motiefaccess.base.shop
創業　2020年11月 TEL　090-3145-9966
事業内容　 海外雑貨・インテリア輸入・卸・小売

　海外の展示会で、現地のインテリア・アートクラフ
ト作品に出会ったことがきっかけでした。ネットの普
及で世界は近くなりましたが、まだまだ知らない素敵
なアイテムがたくさんあることを知りました。そんな
アイテムを発掘し、皆様にお届けしたいという思いか
ら創業しました。

創業のきっかけは？

　海外で仕入れた商品や契約メーカーの商品等を、日
本では卸販売やインターネット販売しています。卸販
売では流通や展示会関連業者様を、インターネット販
売では一般の方を対象としています。手の届かない高
級品ではなく、「手軽にご購入いただける」そして「こ
れまでにない商品」をモットーに取り扱いをしていま
す。
　商品に触れたとき、会ったこともない作家の思いに
共感し幸せを感じたり（Smile）、驚いたり（Surprise）、
時にはそれが刺激となり新たな発想に結びついたり
（Switch）する。屋号はそんな「S」のつく商品をトレ
ードするということで「S.TRADING」としました。

事業内容は？

　今後も日本のマーケットにはなかった商品、見る人
が幸せを感じて笑顔になる商品を発掘・提供していき
ます。当社の商品を持つことで、生活がちょっと楽し
く思え、生活をより良い方向へ変えるきっかけになっ
てもらえればと思います。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

人とコンピュータを
つなぐもの、でありたい。

OUTSOURCING SERVICES

www.nitto-tech.co.jp

詳細は弊社営業
または下記URLをご参照ください

埼⽟県所沢市⻄所沢1-14-14

広告

石田  さん S.TRADING

アテネのアート工房「SONATA GALLREY」
ブロンズの美しさ、繊細な作り込み、い
つまでも見ていられる作品

海外製小型LED照明（USB/電池式)も販売。
後付けでアートや商品をライトアップ可
【小さな明かりの専門店】「TOMOS」

ハンドメイドフェス、Japan Gift Showなど国内
の各種販売展示会等に出展

アクセス埼玉 2022.10　創業者紹介
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オール埼玉のきれいな酒
　亨保 13 年（1728 年）創業の老舗。仕込み水は、長瀞・
風布地区の天然水で、名水百選に選定されている「風布
川・日本水（ふうっぷがわ・やまとみず）」と水源はほ
ぼ同じ清らかな軟水だ。
　こだわりは、オール埼玉の埼玉を代表する酒。埼玉県
農林総合研究センターで開発された埼玉県初の酒米「さ
け武蔵」、長瀞・風布地区の天然水を使用。米、水、醸
造に関わる人・場所のすべてが地元埼玉のものだ。
　目指すは、きれいな酒。長瀞は川下りやかき氷など、
水がいい所。甘みや米の味わい、うま味を引き出し、長
瀞の川や清流を意識した酒だ。

フルーティーで華やかな香り
　長瀞 純米大吟醸：精米歩合を 40％まで磨くことにより、
雑味のないスッキリとした味わい。 また、低温で発酵さ
せることにより果実のようなフルーティーで華やかな香
りが特徴。全国 292 社、総出品数 1,061 点の中から「ワ
イングラスでおいしい日本酒アワード 2022」プレミア
ム大吟醸部門で最高金賞を受賞。昨年までの 2 年連続金
賞に続き、今回は埼玉県内の酒蔵で唯一の最高金賞受賞。
　長瀞 純米吟醸： 精米歩合 50％まで磨いて仕上げた純米

吟醸酒。
　長瀞 純米： 精米歩合 60％で、すっきりとしたきれいな

味わいが特徴の純米酒。

　現在は埼玉県内での販売が中心だが、都内を含めた販
路の拡大を目指す。さけ武蔵をメインで醸造しているの
はここだけで、さけ武蔵の可能性を引き出し、さらに盛
り上げていく。

株式会社藤﨑摠兵衛商店　長瀞蔵
https://nagatorogura.co.jp

秩父郡長瀞町長瀞1158　Tel 0494-69-0001
代表者　取締役社長　竹迫 昭人 氏
製造責任者　蔵長　穐池 崇 氏
創業 1723年　資本金 100万円　従業員数 9名
事業内容　清酒、焼酎、リキュール等の製造販売
購入方法　県内酒販店、百貨店等
アクセス　秩父鉄道長瀞駅から徒歩10分
蔵に売店を併設　営業時間10:00 ～ 17:00（火曜、水曜定休）
　仕込み蔵の自由見学、地元の工芸品、食品をラインアップ

● 読者プレゼント！　
　藤﨑摠兵衛商店の「長瀞 純米大吟醸」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、長瀞 純米大吟
醸を希望」を記載の上、so-dan@saitama-j.or.jp 宛てメー
ル、または、右の読者プレゼントの専用ＱＲコードから、
10 月 26 日（水）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。

● 一般社団法人埼玉県物産観光協会の紹介
　一般社団法人埼玉県物産観光協会は、日々新しく生まれ
る魅力的な県産品や生産者の思いを『SAITAMA BRAND』
として発信し、多くの皆様に知っていただきたくため、「埼
玉県新商品 AWARD」を立ち上げました。埼玉県の生産者
が技術と伝統、土地の恵みを生かして開発した素晴らしい
商品をご覧ください。
https://chocotabi-saitama.jp/award

　「酒米、仕込み水など、オール埼玉のお酒づくりにこだわっていきたい」と
語る穐池蔵長。

売店では酒や地元の工芸品、食品を販売 仕込み蔵（麹室）
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