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　今はものがあふれている時代です。
　品質さえ良ければ売れていた時代から、どこも
高品質でしかも似たような商品やサービスが多く、
その中でお客さんから選ばれないといけない激し
い競争の中にいます。
　また、総人口は 2015年（127,095 千人 ）から 2021
年では約 160 万人も減少しています（図表１）。
　さらに一番消費している団塊の世代が引退をし
始め、購入しなくなってきており、収入も減少し

売って数を取る」ような戦略では、目先の売り上
げは上がるかもしれませんが、中・長期を見て考
えてみるとかなり厳しい状況になることが想像で
きます。
　どうやって少ない母数、消費量の中でも、自社
の価値を高め、競合他社がひしめく中で、顧客か
ら選ばれ生き残っていけばいいのか？　を考えて
いくことが、中小企業にはさらに重要な命題にな
ります。
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ているので消費量も上がらず、
全体の消費量自体も減ってきて
いるという問題も重なっていま
す。
　ＳＮＳなどのお金をかけずに
誰でも集客することができるよ
うな媒体が増えたことで、以前
よりもターゲット層にアプロー
チし、集客しやすくはなってき
たものの、従来のような「安く

図表１ 男女別総人口の推移（2005年～ 2021年）
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１ 差別化とは何なのか？
　そこで、出てくる言葉が「差別化」です。
　企業が戦略を考える際に、「差別化」は必ず出て
くるキーワードになっています。
　と言っても、そんなことは言われるまでもなく

「差別化」をするために、日々努力、研
けんさん

鑽、試行
錯誤をしているはずです。
　しかし、具体的にどうやって差別化をしていく
か？
　ということについては、意外と明確に打ち出し
ていて、具体的にどうやって考えていけばいいの
か？
　という部分はフワッとしていることが多いので
はないでしょうか。
　つまり「差別化は大事！」ということを日々考
え、口にしているにもかかわらず、その問題から
抜け出せずに悩むビジネスオーナーは多いという
ことです。
　ではこれから先、中小企業が中・長期で生き残
る、それもただ生き残るのではなく、しっかりと
売り上げ・利益を確保した上で生き残っていくた
めには、具体的にどんな「差別化」を考え、どう
やって「差別化」を進めていったらよいのでしょ
うか。
　そのためには、そもそも「差別化」とはなんな
のか？
　ということについての定義から見直すことが必
要になります。
　「差別化」とは、同じ種類・カテゴリーに属す
る他社商品と比較し、明確な区別をつけること。
大きな違いをつくることを意味します。
　簡潔にいうと、競合他社と比べて自社が優れて
いる点や、優位性を示していくことです。
　便利さ、品質、機能の差や数、価格など、競合
他社と比較し「優劣」で競うことが「差別化」の
考え方です。
　例えば、パソコンなどの家電は、容量、ＯＳな
ど、機能の高さで差別化をする傾向が高いですし、

化粧品やダイエットサプリメントなら、素材、原
材料などの質や内容量で差別化をする傾向にあり
ます。

図表２ 差別化の図

機能 品質 価格

A社 ◯ ◯ △

B社 ◯ ◎ ×

C社 ◎ △ ◯

２ 多くの差別化は足し算的
　差別化の考え方は、基本的に「足し算的」な発
想が強いことが特徴です。根本的な部分は「より
優れようとする」という考え方から来ている戦い
方になります。
　自社の強みや特徴を挙げ、競合他社の特徴と比
較をして、「〇〇より優れている」「〇〇よりも機
能が多い」「〇〇よりも数が多い」「〇〇よりも安
い」というような戦略を考えて実行します（図表
２）。

　当然提案する際にも「当社は他社と比べて～」
という伝え方になります。競合他社と同じ指標を
設けて、その優劣で競おうとします。
　差別化の考え方は、シンプルで一見正攻法の戦
い方に見えますが、実は差別化は進めるほど陥る
落とし穴も存在します。

○すぐ追いつかれる
　相手と同じ指標、特徴について競うことをして
いくわけですが、戦っている領域はもともと長年
競い合ってきた領域でもあるはずです。とするな
ら、長年の企業努力の結晶でもある状態の商品を
より良い状態へアップデートしていくことになり
ますので、劇的な・圧倒的な差はつきにくくなり
ます。
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線で考えると、同じような機能、同等の品質であ
る場合、何が決定材料になるかといいますと、自
然と「価格」になってきます。似たようなものを
買うなら、少しでも安い方を買いたいと思うのが
消費者心理です。
　競合他社に勝つために商品の品質を上げてきた
結果、品質の高さが上がっていく反面、価格が上
がるどころか下がっていくという報われない状況
に陥ります。そしてこれから先もお互いに削り合
い、疲弊していくことになります。さらに報われ
ないのは、差別化をし続けた結果、お客さんによ
っては、魅力的でなくなる場合もあるということ
です。
　一見いろいろなことができるようになりますの
で、お客さん的にうれしいことではないか？　と
感じます。しかし、新しい機能を足し続けた結果

「使いこなしきれない」という問題も出てきます。
機能が多過ぎて、オーバースペックになってしま
うという弊害です。お客さんは自分に使いこなせ
ない商品に対しては「欲しい」という欲求も下が
ってしまい購入する確率がガクンと落ちてしまい
ます。
　本来ビジネスはお客さんのために提供しなけれ
ばいけないはずが、競合他社との競争に負けない
ことが目的になり、結果お客さんにとって魅力が
なくなってしまう結果になる危険性も高くなると
いうことです。

　そして同様の努力は、当然競合他社も取り組ん
でいます。
　すると、一時的には一歩リードした状態になっ
たとしても、それは足し算ぐらいの差しかありま
せんので、その差はすぐに埋まってしまう傾向に
あります。追いつかれた際には、少しでも差をつ
けるために、競合他社以上にしようと再び試行錯
誤をすることになります。

○差別化はすぐにまねされる
　さらに「差別化」は、すぐにまねされてしまう
傾向にあります。何か新しい価値を提供しようと
試行錯誤し、実現したことで競合他社に大きく一
歩リードできたとしましょう。
　例えば、先のパソコンでいいますと、今まで競
っていた機能とは別の新しい機能を足すことが実
現できたとします。確かにその瞬間はライバルが
できないことを提供しているので、大きな差をつ
けたように感じます。
　しかし、当然競合他社も同じような機能を足す
ことができないか？　ということを検討します。
　競合他社も同じようなことができます。すると
すぐに横並びの状態になり、実装した新しい機能
について、再び競うことになります。
　新しい価値を提供することができたとしても、
同じ領域内、延長線上で戦っているうちは、すぐ
にまねをされ、横並びになってしまうということ
です（図表３）。

○「差別化」は競争をし続ける
　以上からもこの「差別化」という言葉は、企業
努力として必ず取り組まなければいけないものと
して捉えられますが、同時に起こる課題も多いこ
とが分かります。競合他社と差別化をし続けるう
ちは、いつまでたってもイタチごっこになってし
まうということです。
　しかも、並列化が起こることでマイナスなこと
も発生します。それは価格競争です。お客さん目

図表３ 差別化の差

競合 自社
僅差
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ことになります。掛け算的な差別化をするには、
従来の「差別化」というフレームから外れた「差
別化」をすることが重要になります。
　それが「差異化」です。
　競合他社や競合商品との違いを明確にし、自社
の強みを理解した上で、相手と比べられないよう
な土俵で戦う・違うポイントで勝負をしていくと
いう方法です（図表４）。

３ 中小企業が取り組む本当の差別化とは？
　いつまでもどんぐりの背比べ、イタチごっこの
ような競争をすることは、お互いに疲弊し続けま
す。競合他社と競いより良い商品を作り上げてい
くことは、業界が成熟していくという意味では進
んでいますが、業界自体が発展しているかという
と疑問も浮かび上がります。確かに競合他社と戦
っても負けない競争力として差別化も大事です。
しかし、それだけでは中・長期を見えても明るい
未来は見えにくいことが分かります。どうやった
ら、このイタチごっこのような競争から抜け出す
ことができるのでしょうか？

○掛け算的な差別化とは？
　それは「掛け算的な差別化」をしていくという
ことです。今までお伝えしてきた差別化は「足し
算的な差別化」でした。つまり「〇〇より優れる」
ということを価値として提供し、競争してきた戦
い方です。
　この「〇〇より優れる」ということと違う軸で
戦っていくことで、今までのような足し算的では
なく、競合他社を全く寄せ付けない差別化、つま
り「掛け算的」に成果を出す差別化が存在します。
　掛け算的とは、＋１、＋２するというようなも
のではなく、×２、×３と効果を出していくこと
です。さらに、まねされたらすぐ追いつかれると
いうような一時的なものではなく、継続的に成果・
効果を発揮する考え方です。
　それは「そもそも比べられないようにする」と
いうことです。元の話「差別化」の言葉の定義を
考えてみると、同じ種類・カテゴリーに属する他
社商品と比較し、明確な区別をつけること。大き
な違いをつくることを意味します。簡潔にいうと、
競合他社と比べて自社が優れている点や、優位性
を示していくことです。
　つまり「差別化」という言葉自体が、誰かと比
べることで成り立つ戦略であり、差別化をし続け
るうちは、いつまでもこの連鎖から抜けられない

　例えば「スターバックス」は、もちろんコーヒ
ーについてのこだわりはあることは間違いないで
すが、そこを押し出してはいません。「サードプ
レイス」という理念を押し出しています。サード
プレイスとは、自宅や職場とは違い、自分らしい
時間を過ごし、ゆったりとくつろぐことができる
第三の場所のことです。スターバックスは、この
コンセプトを軸に、他社との違いを推し進めまし
た。他にも「ライザップ」は、パーソナルトレー
ナーが付いてトレーニングや食事の管理などをし
てダイエットのサポートをするサービスを提供し
ていますが、「短い期間で結果にコミットする」
ことをコンセプトとして打ち出し、一般的な時間
の提供をしているパーソナルトレーナーの何倍も
の価格で提供をしています。
　サプリの業界でも、数千円のものではなく、会
員制のジムと比較して、手頃で簡単に成果を出す
ことができるという価値を打ち出し、数万円で販
売をしているものもあります。
　こうして、競合他社とは全く別軸、違う土俵で
価値を提供することで、一気に差をつけ、場合に

図表４ 差異化の図

機能 品質 価格 別価値

A社 ◯ ◯ △
B社 ◯ ◎ ×
C社 ◎ △ ◯
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よっては競争すらない市場をつくることも可能だ
ということです（図表５）。
　ではどうやって「差異化」を考えていけばよい
のかというと、一般的に「差異化」をするための
フレームワークとして「４Ｐ」というものがあり
ます。これは四つの英語の頭文字を取ったもので
す。
　Product：製品の品質やデザインを変える
　Price：価格を変える
　Place：流通経路や販売場所を変える
　Promotion：販促やプロモーション戦略を変える
　しかし、このフレームワークは知ってはいるも
のの、いざ具体的に自社に落とし込むとどうなる
か？　と考えてみると意外と抽象的で分かりにく
く、場合によっては、「差異化」しているつもり
が「差別化」の領域を出ない戦略になることもあ
ります。

○具体的にどうやるのか？
　そこで、より具体的に「差異化」を考えるのに
よいフレームワークとしていろいろな手法がある
中で、取り組みやすく、かつ、価値の幅を大きく
広げるものを四つご紹介します。

図表５ 差異化の差
まり販売先や売り先を変えていくという方法です。
年代・性別・業種・属性を変えるだけでも効果は
出てきます。例えば、20代向けだったものを50代
向けに販売する。女性向けだったものを男性向け
にする。会社員向けだったものを経営者向けにす
るなどです。
　例えば、ホテルのラウンジのコーヒーは１杯
1,300～1,500円します。一般的なコーヒーショッ
プの３倍～４倍の値段がします。では、コーヒー
の自体の質は３～４倍になっているでしょうか？
　そんな差はないはずです。何が違うかというと、
提供している相手が異なります。１杯200円～300
円のコーヒーを飲みにきている人ではなく、おし
ゃれな高級ホテルのラウンジで優雅な一時を過ご
したい人たちを対象にしています。すると、１杯
200円～300円でコーヒーを飲んでいる人たちには、
「高い」と言われるものも、ホテルのラウンジで飲
んでいる方々にとっては違和感のない金額になっ
ているということです。

３－２ 提供している価値自体を変える
　従来の商品やサービスが提供している価値とは
「異なる価値」を設定し、打ち出していく方法で
す。競合他社が、品質や機能を推していくなら、
それ以外の価値をメインで押し出していきます。
とあるアパレルショップは、一般的な店舗のよう
に、いつでもお客さんが出入りできるようなスタ
イルではなく、プライベートサロンのように、時
間を区切り１組ずつのお客さんしか入店できない
ような予約制の営業スタイルで提供しています。
結果、周りを気にせず本人が納得するまで試着で
きるようになり、常に予約が埋まっている状態に
なっています。
　このように、自社の個性や特徴を生かした上で、
競合他社が提供している価値とは全く別軸の「価
値」を提供することで、競合他社がまねすること
ができない「価値」とポジションを確立すること
もできるようになります。

競合 自社

圧倒的な差

３－１ ターゲット自体を変える
　商品やサービスを提供しているターゲット、つ
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３－３ セルフイメージを考える
　自分自身のビジネスは「何業なのか？」を考え、
再定義をする方法です。「あなたのビジネスは何業
ですか？」と聞かれたときに「何と答える」でし
ょうか？　製造業？　部品メーカー？　飲食業？
税理士？　いろいろな答えが出てくるはずです。
お客さんに分かりやすく伝えるための「自分のビ
ジネス」ですが、場合によってはかえって自分の
ビジネスの領域を制限することになることもあり
ます。
　例えば、八百屋さんが自分のビジネスは「店舗
で野菜を売ることだ」と定義をしていたら、それ
以上のアイデアは出てきません。
　しかし、「地域の健康をサポートするビジネス」
と定義するといかがでしょうか？　地域の人た
ちの健康を考えるなら、野菜を売るだけではな
く、他の商品やサービスを売る可能性も出てきま
す。店舗で売るだけではなく定期購入で、お客さ
んの元へ「野菜セット」を宅配することもできま
す（図表６）。
　「自社のビジネスは何業なのか？」「お客さんに
何を提供しているビジネスなのか？」を再定義す
ることで、アイデアや思考を一気に広げることが
できるようになります。

３－４ コンサルティング型の視点を取り入れる
　自社のサービスにコンサルティング型の視点を
取り入れていくという方法です。
　米国の世界ナンバーワン・コンサルタントであ
るジェイ・エイブラハムは「すべてのビジネスを
コンサルビジネスと考えるべきだ」と提唱してい
ます。
　これは「コンサルタントになれ」という意味で
はありません。自分のビジネスを「コンサルビジ
ネス」と捉えた方が、アイデアやビジネス展開に
柔軟性を生み出すことができ、ビジネスが強力に
なるからです。本来「コンサルティング」とは、
お客さんの問題を解決することです。

　とするとすべてのビジネスは、「お客さんの問題
を自分の商品やサービスを提供することによって
問題を解決する・より良い未来へ連れていく」と
いう視点で考えると「知識」を「対価」としてい
ただいていないだけで、コンサルティングを提供
しています。
　「どうしたらあなたの問題は解決できるのか？」

「どんな商品ならあなたの問題は正しく解決でき
るのか？」「商品を正しく使うにはどんな考え方が
大事なのか？」などをヒアリングし、正しくお伝
えし、価値観を変えてもらい、喜んでもらえるサ
ポートをしていくことができるようになります。
　例えば、家具を販売しているお店が、ただソフ
ァーやベッドを販売するだけではなく、２カ月の
お試し期間を設け、使い心地はどうか？　違和感
はないか？　などをフォローアップし、もし合わ
ないようなら使った結果をもとに、そのお客さん
に一番会ったものを再度提案するというような対
応をすることで、一気に競合他社に対して差をつ
けることができるようになります。
　「差異化」について落とし込むためのフレーム
となるアイデアを四つお伝えしましたが、実際に
このポイントを取り入れた事例をご紹介します。

図表６ 八百屋さんの場合

健康サポート

野菜宅配 サプリ

八百屋さん

種類 品質
値段

セルフイメージを変える

アクセス埼玉 2023.3　特集
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図表７ 工務店の場合
４ 取り組み事例紹介
　これは、都内に店舗を構える呉服屋さんの事例
です。この呉服屋さんはメイン通りから一本入っ
た裏路地にあるお店で、ほとんど新規客が来ない
状況だったので「新規集客をどうしたらいいか？」
と悩んでいました。話を聞いてみると、売り上げ
の構成の８割がリピーターであったことが分かり
ました。そこで、ターゲットを変え、他業界の事
例をまねするというアイデアを取り入れることに
しました。
　具体的には、新規客ではなくリピーターを集め
るという方向性にかじをきり、かつ提供スタイル
を常にお店を開いているスタイルではなく、完全
予約制の形に変えて進めました。すると客単価が
10倍になり、月商が500万円から安定的に1,000万
円に上がりました。

　ある工務店は、売り上げを上げるために、もっ
と営業の採用がうまくできるか？　ということで
悩んでいました。
　しかし、実際に上げたいのは売り上げよりも利
益の方でした。そして利益を増やすためには、も
っと人を増やして売り上げを上げようとしていた
ということです。かつ自社の価値がお客さんに伝
わらず、値引きをすることが多いという問題も見
えました。
　そこで、営業を増やす路線をやめ、ターゲット
を変えることと提供する価値を変えるアイデアを
取り入れることにしました。具体的には、高単価
なハウスメーカーの家を購入しようとしているタ
ーゲットに絞り、年間10棟しか建てない最高級の
家を販売しています。という方向性で営業活動を
することにしました。
　結果、１棟当たりの単価が2,000～2,500万円で
粗利20%だった状態から、2,500～3,000万円で粗
利が25～30%になり、社長が現場を離れても、口
コミでどんどん紹介が生まれるような状態をつく
ることができました（図表７）。

５ まとめ
　今の市場は優れた商品にあふれ、しかも日本の
市場自体が縮小している状況の中で、いかに生き
残ることができるのか？　ということが重要にな
ってきます。
　そこで多くのビジネスオーナーが取り組むこと
が「差別化」です。
　しかし「差別化」は実は取り組めば取り組むほ
ど、競争の連鎖から抜け出せず、競合他社とお互
いに削り合いをするというネガティブな結果に進
んでいきます。
　そこで重要な考え方が「差異化」です。そもそ
も、いかに「競合他社と比べられないか？」とい
う今までと違う・別軸の土俵で戦うことで、競争
せずに競合他社に一気に差をつけることができる
ようになります。
　しかし、「差異化」は一歩取り組み方を間違える
と「差別化」の領域に入ってしまう落とし穴もあ
ります。例えば、資格を増やす、スキルを増やす
といった方向性です。
　そして「差異化」であっても絶対まねされない
という保証はありません。
　これから先も常に「競合他社よりも〇◯〇」で
はなく、競争事態をしない戦略を設計し、これか
らの市場で勝ち残っているヒントになったら幸い
です。

2,000 万～2,500 万円

競合が建売
低単価

高単価
競合がハウスメーカー

量で勝負 質で勝負

「ターゲット」を変えた

ターゲット１

2,500 万～3,000 万円

ターゲット２

アクセス埼玉 2023.3　特集
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　「電気のエネルギーを使って工場の生産設備」
をオーダーメードにて提案提供する同社の𠮷田社
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。　　
𠮷田　弊社はＮＨＫ（日本放送協会）の技術者だ
った創業者が昭和23年創立しました。電磁波を通
信や放送・信号など以外の工業用途に応用し、塩
化ビニール（ＰＶＣ）フィルムの接着を行う高周
波ウェルダーや熱硬化性樹脂の予熱装置がヒット
し、会社の礎ができました。
　現在では、直流・低周波・高周波・マイクロ波・
赤外線の「電磁波」と 、真空・マテハン搬送・プ
レスの「機械技術」を組み合わせて、工場の生産
設備や国公立・民間研究機関などの試験研究設備
を製造しています。簡単に言うと「電気のエネル
ギーを使って、工場のＢtoＢの生産設備」を提供
しています。そして企画・製造・販売・メンテナ
ンスまでを一貫しており、対象分野が鉄鋼・電機・
自動車・半導体・印刷・食品・医療など、幅広い
のが特徴です。
　今、ＳＤＧｓ、ＣＯ２削減の時代ですので、研

究開発に特化している部分もあります。例えば、
Ｎ

ニ ム ス
ＩＭＳ（国立研究開発法人物質・材料研究機構）

や産総研（国立研究開発法人産業技術総合研究所）、
大学、国の研究機関からの相談を受けて提供して
います。その分野が海外にもありますので、海外
の研究機関にも輸出しています。また、大手企業
の海外工場にも輸出していますので、弊社製の機
械が全世界に存在しています。
　私で９代目社長です。どこの系列企業に入って
いなく、独立している会社です。誘電加熱、誘導
加熱、ＳＰＳ（放電プラズマ焼結）の三つの事業
を行っています。
　誘電加熱は、紙や木、食品、ゴム、プラスチッ
クなどの電気を通さない絶縁物や半導体を加熱す
るものです。電子レンジと同じ原理です。誘導加
熱はＩＨ（電磁誘導加熱）です。金属とか半導体
を加熱します。ＳＰＳは、粉からさまざまな物を
つくる粉末冶金です。
　一般汎用装置ではなく、オーダーメードの機械
をつくっているので、お客様に合った装置を提案
提供しています。電磁波を専門に扱っている企業
は少ないです。電波は自身の目で見ることができ

 富士電波工機株式会社　代表取締役社長　𠮷
よ し だ

田 睦
むつみ

 氏

所 在 地　 鶴ヶ島市富士見6-2-22　
代 表 者　代表取締役社長　吉田 睦 氏
事業内容　 電磁波応用装置、電子応用機器、

高周波電気炉、ＳＰＳ焼結装置、
材料試験機の製造販売

資 本 金　9,800万円　　従業員数　68名
Ｔ Ｅ Ｌ　049-286-3211
https://www.fdc.co.jp

富士電波工機株式会社

「ものづくりが好きな人、意欲的に学ぶ人、素直で真っすぐな人を求む」と語る吉田社長

インタビュー

アクセス埼玉 2023.3　インタビュー
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ませんので、訳の分からないことを可視化、具現
化して提案しています。

■貴社の技術を教えてください。
𠮷田　誘電加熱とは、数MHz～数100MHzの高周波
交流電界中に被加熱物を置き、高周波(電磁波) の
作用による被加熱物自体の発熱によって昇温目的
を達する加熱方式のことをいいます。プラスチッ
ク・木材・繊維・紙・食品・セラミックスなど私
たちの生活に欠かせないさまざまな製品の加工分
野で広く利用されています。誘導加熱は家庭用Ｉ
Ｈクッキングヒーターと同じ原理です。交流電源
につながれたコイルの中に、円柱状の金属を挿入
すると、コイルと金属は非接触にもかかわらず、
金属が自己発熱し加熱されていきます。これが誘
導加熱です。例えば浮遊溶解装置では、高周波の
磁界により金属を浮遊、るつぼなしで純度の高い
金属を溶解させることができます。ＳＰＳは金属、
セラミックス、ポリマー、コンポジット材料をは
じめ傾斜機能材料、 ナノフェーズ材料、熱電半導
体材料など広範囲の材料を対象として先進新材料
の合成・加工を可能とする焼結法です。各種自動

車部品、家電関連部品、半導体・電子部品などの
市場に使用されています。

■今後の展開・抱負は。
𠮷田　カーボンニュートラル（温室効果ガス排出
量実質ゼロ）をはじめ、脱炭素社会の実現に向け
た取り組みが世界中で広がっており、ＣＯ２の排
出問題は注視されています。まず思い浮かぶＩＨ
レンジや電子レンジなど、われわれが提案する電
磁波技術は、ＣＯ２を排出せず環境への負荷が低
いとされています。既に導体・半導体・絶縁体・
ハイブリッド材など原材料の製造工程や、製品の
加熱・乾燥・焼成・反応など加工工程、さまざま
な応用事例が幅広く実施されています。これから
の時代ニーズにマッチしており、採用事例がます
ます増加していくものと考えています。ＳＤＧｓ
の達成、資源・環境制約の克服に、弊社電磁波技
術の社会実装を目指していきます。
　お客様の困ったことに相談に乗れる、解決でき
るような企業を目指しています。「あんなことがし
たい、こんなことがしたい」と、電磁波応用技術
でお客様の希望に応えられる企業にしていきます。

電磁波応用技術でお客様の希望に応える

社員有志にて蒸気機関車を製作 高周波（40MHz）を用いた印刷物
（300m/ 分max）の乾燥装置

自動車関連部品製造装置

社員親睦会での蒸気機関車 マイクロ波（2.45GHz 180kW ）
を用いた食品を加工する技術

直流・高周波・マイクロ波を用いプラズマをつくる技術

るつぼを使わず磁場で金属を浮
遊させて金属を溶解 (超高真空
下 3000℃ ) する技術

アクセス埼玉 2023.3　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

株式会社川口スプリング製作所 http://www.kawaguchi-spring.co.jp

川口市青木3-10-19
TEL　048-252-1234
資本金　8,000万円
従業員数　80名
■事業内容
　○ 各種スプリング（線径

0.1 ～ 20.0㎜）の製造・
販売

　○ 自動塗装機、塗装治具
の製造・販売

　○ 環境設備・特殊機械の
開発・製造・販売

技術と心でお客様の想
お も

いに応えます！

有限会社比企オプティクス

秩父市大野原2364-1
TEL　0494-22-3704
資本金　300万円
従業員数　10名
■事業内容
　 ○ 光学ガラスレンズのプレ

ス加工
　○ＡＩ・ＩｏＴ機器の開発

光学ガラスレンズのプレス成形と製造業のＤＸ化に取り組む
https://hiki-opt.com

■一眼レフカメラ、プロジェクター、
防犯カメラ、天体望遠鏡などに使われ
るレンズを製造しています。グループ
会社の比企光学㈱（小川町）と連携し、
お客様の幅広いニーズに対応。大口径、
難形状、難しいガラスの製造にも対応
しています。特に大口径では、日本国
内でも限られた技術を持ち、直径300 
㎜の超大型レンズのプレス成形を可能
にしました。また、製造業のＤＸ化に
取り組む等、「自ら考え自ら行動し自
ら成長する」を経営理念とし、さらな
る挑戦をしています。

■1956年に川口市で創業して以来、ス
プリング事業をはじめ、さまざまな技
術を磨いてきました。現在では、「ス
プリング事業」と「自動塗装機事業」「環
境関連設備」の三つのコア事業で独自
の技術を生かした製品をグローバルに
生み出しています。栃木、新潟、大阪、
タイ、中国の関連会社と連携しながら、
お客様のいかなるニーズにも一括受注
できる体制を確立しています。機械製
造に関することならお任せください。

株式会社クラフト工業 https://www.craft1991.co.jp

川口市柳崎2-16-15
TEL　048-261-7221
資本金　1,000万円
従業員数　10名
■事業内容

○溶接・製缶加工
○曲げ加工
○レーザー加工
○塗装加工

積み上げてきた技術力で強く、美しく仕上げる鉄加工のプロフェッショナル集団
■熟練社員と高精度な機械を駆使する
鉄のオールラウンダーとして、エレベ
ーター部品、ブラケット・制御盤架台
等を生産しています。薄型製作を目的
とした板厚1.6 ～ 2.3㎜の加工から、強
度を重視した最大19㎜まで対応可能
で、特に中薄型の3.2㎜～ 12㎜を得意
としています。材料は主に鉄(SS400)
で、SPHC、亜鉛メッキ鋼鈑、SUS304な
どにも対応しています。お客様の要望
に社内一貫体制でお応えしています
ので、お気軽にご相談ください。

アクセス埼玉 2023.3　公社会員紹介
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

アプリケイト http://www.applicate.co.jp

朝霞市田島2-1-23
TEL　090-3532-9645
従業員数　2名
■事業内容
　 各種ＦＡ自動機、実験機、

測定機等の設計開発

各種ＦＡ自動機、実験機、測定機等の設計開発を行っています
■2020年に創業し、事業内容は主に各
種ＦＡ自動機、実験機、測定機等の設
計開発を行っています。具体的にはＦ
Ａ機器分野の製品を中心に設計開発し
ており、特に専用自動機を得意として
います。これから先も多くの取引先の
皆様のニーズに応えていけるよう、社
員一同頑張っていきたいと思っていま
す。お気軽にお問合せください。

株式会社ヒタチ http://www.kk-hitachi.co.jp

富士見市東大久保14-5
TEL　049-253-3518
資本金　1,000万円
従業員数　23名
■事業内容
　○ ねじ・ボルト・シャフト・

リベット等の締結部品製
造

　○金属加工（切削）
　○ 表面処理（イオンプレー

ティング、ショットブラス
ト、ショットピーニング）

　○樹脂成型

私たちは、人と人のコミュニケーションを製造の第一歩と考えます
■1965年８月板橋区にて創立し、朝霞
市、志木市を経て現在の富士見市に本
社工場を構えています。国内生産にこ
だわる品質至上を基本理念として、お
客様の要求を満たす商品を提供するこ
とで「ヒタチ製品なら安心」と信頼さ
れる本物志向の「モノづくり」を目指
しています。あらゆる産業の締結工程
合理化・省力化・信頼性を向上させる
ために冷間圧造・転造・切削・樹脂成
型・表面処理にてお応えします。

アクセス埼玉 2023.3　公社会員紹介

株式会社Ｋ＆Ｓプロパティーズ https://www.ks-properties.co.jp

川口市柳根町2-10
TEL　048-260-6322
資本金　2,500万円
従業員数　14名
■事業内容
　○不動産買い取り再販事業
　○不動産開発事業
　○不動産賃貸事業

価値ある住空間の提供を通して豊かな社会の創造・実現に貢献します
■長年培った建築技術と地域密着の情
報力、独自の土地活用ノウハウを生か
し、買い上げた中古物件をリノベーシ
ョンして価値向上するほか、新築物件
の建築も行っています。分譲と賃貸の
双方を取り扱うことで成長と安定を両
立。企画・設計・建築・管理のすべて
を自社内製化してコスト圧縮するとと
もに、ユーザーニーズを取り入れた商
品開発を実現しています。不動産売却
をご検討されている方は、お気軽にご
相談ください。
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オリジナル浸透印スタンプの活用イメージは
無限に広がります

ショップカードやタグ、サンクスレターなどに
ちょうどよいサイズです

彩の国ビジネスアリーナ2023に出展し来場
者にさまざまな活用イメージを提案しました

所 在 地　草加市両新田西町234-8
代 表 者　代表取締役社長　板橋 雅巳 氏
事業内容　 樹脂製品および樹脂加工に要する金型等の製造販売、

樹脂加工に関するノウハウ・技術の提供など
資 本 金　１億円　　従業員数　50名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-924-6236
https://taiseiplas.jp

 大成プラス株式会社 草加工場
企業紹介 

◆素材から工法に至るすべてをプロデュース
　同社は、浸透印スタンプの製造から始まり、２
色成形、金属接合に技術を発展させてきました。
現在は２色成形、金属と樹脂の接合を主軸として、
モノをつくる「創り方」を、素材から工法に至る
すべてをプロデュースする企業として、国内だけ
でなくグローバルに事業を展開しています。
　同社の新規接合技術に関わる接合片の強度評
価手法は、国際規格化を支援する経済産業省「ト
ップスタンダード制度」の適用第一号としてＩＳ
Ｏ化もされています。これらの礎となっているの
は、浸透印スタンプの多孔質加工技術で、草加工
場です。
◆オリジナル浸透印スタンプのサービス開始
　草加工場では、浸透印スタンプを始めとしたフ
ァンシー文具関連を生産しています。新たにＢto
Ｃ向けのサービスとして「高精細オーダーメイド
浸透印スタンプ」の製造・販売をスタートさせま
した。これは３種類のデザインからフレームを選
び、会社のオリジナルキャラクター、ロゴ、好き
な写真などを入れて、世界で一つだけのオリジナ
ル浸透印スタンプをつくることができるサービス
で、スタンプのインクカラーも11種類と豊富にそ

ろっています。
　２月８、９日開催の展示会「彩の国ビジネスア
リーナ2023」に、「ファン獲得」「家族とのつなが
り」「友達とのコミュニケーション」の三つの軸の
コミュニケーションツールのアピールの場として
出展。ファン獲得のキッカケづくりとして、例え
ば、納品書に作成者の顔写真スタンプを入れて感
謝を伝え、野菜販売であれば包装紙に生産者の顔
写真スタンプを入れて安心感につなげるなど、活
用イメージを提案しました。このほか、日本最大
級のハンドメイドマーケットプレイスのオンライ
ンサイト「Ｃ

ク リ ー マ
ｒｅｅｍａ」でも、サービス展開を

始めました。家族や友達とのコミュニケーション
ツールや、感謝の気持ちや子供の成長記録用とし
てなど、活用イメージは無限に広がります。
◆さまざまな機会を通じてアピールを続ける
　「草加工場の基本はＯＥＭを主体とする工場で、
この基本は変わりません。今後、ＢtoＣに向かう
というのではなく、さまざまな機会を通じて『大
成プラス』を知ってほしい。この高精細オーダー
メイド浸透印スタンプを手に取った個人のお客様
が、ＯＥＭの相談・引き合いにつながればと思っ
ています」と、津吹部長は語ります。
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１．営業成果＝営業知識×営業活動量
　⇒ 営業成果が上がる仕組みを、担当者と共有する。

２．営業の５ステップ
　⇒ 業種、新規・ルート、対法人・個人問わぬセオリー。

３．管理の基本は、計数管理と行動管理
　⇒ 計数管理は月次で、行動管理は日次で。

営業管理のポイントまとめ

アクセス埼玉 2023.3　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

最終回　営業管理のポイントまとめ最終回　営業管理のポイントまとめ

三つの営業管理ポイントを押さえる
　営業管理の実践的なノウハウについて、１年間連
載で解説してまいりました。今回は最終回ですので、
１年を総括して営業管理のポイントを総ざらいして
おきます。何月号の内容かについても記載しますの
で、索引的にもご活用ください。
　まず営業管理が必要な理由ですが、大半の営業担
当者は自己管理が甘いということがあります。決め
られたことを、続けられないから成果が上がらない
のです。そこで管理者がしっかりと管理をしてあげ
る必要があるのです。従い、管理者は伴走者として
重要な役割を果たしているので、プレーイングマネ
ージャーでは管理が十分にできません。管理者は管
理に専念し、チームでの目標達成を管理者の目標と
することが肝要です（2022年４月号参照）。
　営業管理のポイントは大きく３点に集約されます。
①営業の仕組みの共有、②営業の仕掛けの徹底、③
計数と行動の管理業務です。営業の仕組みは「営業
成果の法則」を、営業の仕掛けは「営業の５ステッ
プ」を、営業管理は「計数は月次で、行動は日次で」
を基本として、管理徹底します。
営業成果の法則と営業の５ステップ
　「営業成果の法則」は、営業活動における成果が
どのようにして生まれるかという仕組みを知る法則
です。この法則は、「営業成果＝営業知識×営業活
動量」で表されます。営業成果を伸ばすためには、
営業知識を蓄えつつ営業活動量を増やすことが重要
だということです（2022年６～７月号参照）。管理者
はこの法則を担当者と共有し、何を営業知識として
身に付けるべきかを指示し、担当者が極力営業活動
に専念できる環境をつくってあげることで個人の営
業活動量を増やす、という役割を担っているのです。
　営業を仕掛ける際のセオリーとしては、「営業の５
ステップ」を担当者に徹底させます。業種を問わず、
新規営業・ルートセールスを問わず、対法人、個人
を問わず、営業は「予備知識」⇒「カットイン」⇒

「ヒアリング」⇒「セールス（プレゼンテーション）」

⇒「クロージング」という５ステップを順に踏んで
いくことで、成約の確率が高くなるのです（2022年
８～ 10月号参照）。もちろん、商材によって５ステッ
プの時間的な長さはまちまちです。５ステップのト
ータルで半年以上かかるものもあれば、１時間でク
ロージングに至るものもありますが、営業のセオリ
ーである基本ステップは同じということなのです。
月次の計数管理と日次の行動管理を
　営業管理者の基本管理業務は、計数管理と担当者
の行動管理です。月次の計数管理方法は、月初に各
担当者が今月どれだけの実績見込み先を持っている
かを把握し、日々の行動管理の中でその進

しんちょく

捗をチェ
ック。さらにタイムリーに同行訪問をすることで成
約確率を高めていく、という伴走が重要です。日々
の行動管理は、日報に頼らず基本は１人10分程度の
ヒアリングで、状況を具体的に共有することがポイ
ントです（2022年11月号参照）。以上の管理をするた
めには、管理者が管理に専念する必要があるのです。
　以上が営業管理の基本中の基本です。これらをし
っかり日常業務化した上ではじめて、営業戦略や顧
客管理といった戦略的営業管理が有効に働くように
なります。営業戦略策定の第一歩は、自社のコアコ
ンピタンスとドメインを明確化した上でＳＷＯＴ分
析を活用することが有効です（2022年12～2023年１
月号参照）。顧客の戦略的管理に関しては、取引額と
取引拡大可能性をマトリクス分析して攻略の優先順
位を決める、２軸ＡＢＣ管理の導入が役に立つでし
ょう（2023年２月号参照）。
　営業管理者の皆さん、頑張ってください。
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　モノづくりに従事して「５Ｓ」という言葉を聞い
たことがないという人はいないと思います。５Ｓは
それほど私たちの仕事と密接につながっています。
　ある時５Ｓという言葉はいったい誰がつくったの
だろう？　と気になって調べたことがありますが、
はっきりしたことは分かりませんでした。アルファ
ベットが使われていますが、日本で生まれたことは
確かです。何しろ５個のＳは「整理・整頓・清掃・
清潔・躾

しつけ
」の頭文字のＳですから。日本で生まれた

「５Ｓ活動」は、製造業のみならずサービス業など
にも浸透し、会社によっては行動規範として掲げら
れて大きな成果を上げています。それぞれの意味で
すが、一般的には次のように定義されています。
　整理：要るモノと要らないモノを分けて、要らな
いモノを捨てること。
　整頓：要るモノをすぐ取り出せるように置き場所
を決め明示すること。
　清掃：きれいに掃除をしながら、点検をすること。
　清潔：よい３Ｓ（整理・整頓・清掃）の状態を維
持すること。
　躾：決められたことがきちんと実行できるように
習慣付けること。
　５Ｓは職場環境を美しく保ち、職場のモラルを向
上させることにとても役立ちます。業務効率も上が
り、不良を減らし、安全性が上がることにも大きく
貢献します。「日本の高品質のモノづくり」を支える
原動力として認められ、海外にも広まっています。
　私自身も５Ｓという言葉を使って、これまで改善
活動を行ってきました。実は最初の３Ｓはしっかり
と実行してきましたが、後の２Ｓ（清潔・躾）の実
行においては、あまりこの言葉を活用していません
でした。理由は言葉に違和感があるのです。清潔と
いう言葉が私の感覚では５Ｓの中の意味と必ずしも
結び付かず、うまく説明ができないことがあり、「仕
組みづくり」などの別の言葉を使っていました。
　最後のＳの躾という言葉には何となく上から目線
のニュアンスがあり、使いたくない気持ちからほと

んど使わず「ルール設定」などとしていました。す
なわち、５Ｓという言葉は使いたいけれど、すべて
を活用しきれていなかったということです。
　ところが、私が以前米国の工場で見た５Ｓの説明
は分かりやすく感心しました。一般的な日本語の説
明とは多少の違いがありますが、いいと思いました
ので、ご紹介します。　
　Seiri: Separate and Scrap （分けて捨てよう）
　Seiton: Straighten （まっすぐに置こう）
　Seisou: Scrub （磨くようにきれいにしよう）
　Seiketsu: Stretch （広げよう）
　Shituke: Standardize （標準化しよう）
　５Ｓの内容も時代の変化とともに変わっていくと
思います。高度成長期の高品質の製品をたくさんの
人で大量生産する時代。つまりベルトコンベヤーで
モノづくりした時代では躾という言葉も普通だった
のでしょうが、今ではなじまない言葉に思えます。
日本のモノづくりが世界と戦うためには、もう一段
階上に進まなければいけない時を迎えています。そ
れぞれの人が世の中の変化を捉えて伸び伸びと意見
を述べ、今以上に全体最適を実現するモノづくりに
変えていくといった新しい切り口も求められます。
　これからの時代、世界で戦えるオンリーワンのモ
ノづくり企業になるためには、このようにして会社
も従業員も幸せになる仕組みが必要です。そこで私
は新しい５Ｓを提案しています。「整理・整頓・清掃・
仕組み・幸せ」の新しい５Ｓです。

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

最終最 急所急所終回　終回　終最終 10000001111 れからの日本企業の５Ｓ日本 ５Ｓ業の５５日本本企本企業業の５本本本企業業本企業業かからの日本からの日本日本からかかかこれこれかれかかかここ ＳＳＳ最終回　急所 100 これからの日本企業の５Ｓ

今月の言葉　これからの日本の製造業に必要なのは、
「整理・整頓・清掃・仕組み・幸せ」の新５Ｓである。
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15アクセス埼玉 2023.3　ジェトロ埼玉便り

　ジェトロ埼玉では、2022年９月にスペインのバス
ク州ビルバオにて、日本酒の試飲プロモーション事
業をレストラン向けに実施しました。2019年２月に
埼玉県産業振興公社が実施した「埼玉県の食品・食
文化をスペインバスクから世界へ」という事業を介
して知り合った現地スペインのシェフ、商社、食の
専門家の協力を得て、本事業が実現しました。
　バル文化で有名なバスクでは、食事のお供として
チャコリと呼ばれるワインが親しまれています。一
方、日本酒の世界では、ワイン酵母で仕込んだもの
や発泡性のあるものなど、食事とのペアリングの幅
が一段と広がってきました。こうした背景も踏まえ、
本事業ではバスクの人たちが地域の食材、メニュー
で楽しめるお酒として日本酒を提案し、持続的な輸
出につなげることを目指しました。まず、６月にバ
スク州市場に関するセミナーを開催。バスクの食文
化、日本酒の可能性について、ジェトロマドリード
事務所の駐在員と現地の食の専門家がオンラインで
県内酒蔵に解説しました。また、現地商社と県内の
酒蔵との個別面談を実施しました。７月には、現地
シェフにより試飲会に出品する６銘柄の選定が行わ
れました。９月の試飲会当日は定員を上回る参加希
望がある中、現地のシェフやソムリエ、ディストリ
ビューター（卸売業者）など、計12名を厳選。６銘
柄の日本酒と、それに合う現地食材のペアリングを
提案しました。酒ソムリエの資格を持つシェフが進
行を務め、各銘柄の解説を行いました。また、酒蔵
からの情報提供をもとに作成したパンフレットを参
加者に配布し、各銘柄をスペイン語でアピールしま
した。参加者には各銘柄についてのテイスティング

レポートを記入していただきました。全体として高
い評価を得て、「素晴らしい味！」「食事とのペア
リングを楽しめた」「レストランで提供できそう」
といった声が聞かれました。「今後もこのような機
会をつくってほしい」というコメントもあり、日本
酒への関心の高さがうかがえました。
　本事業の課題として、コロナ禍・ウクライナ情勢
による物流の混乱で日本酒の現地輸送に大幅な時間
がかかったことから、輸送会社と緊密に連携し、確
実に輸送する必要性を痛感しました。試飲会後につ
いては、現在、出品した銘柄の一部で輸出に向けた
準備が始まっています。ジェトロ埼玉では引き続き
日本酒の輸出をサポートしていきます。今回協力い
ただいた現地商社は埼玉県の他の食品にも関心を持
っています。今年２月、さいたまスーパーアリーナ
で開催された「農と食の展示・商談会2023／埼玉県
農商工連携フェア」にジェトロ埼玉の案内で来県し
ました。このネットワークを生かし、今後もシェフ
やソムリエなどを通じて埼玉県の食品を多くの現地
消費者に知っていただけたらと願っています。

海外ビジネスについてのご相談はお気軽に
ジェトロ埼玉まで！　ＴＥＬ 048－650－2522

埼玉発日本酒プロモーション事業　埼玉発日本酒プロモーション事業　
～美食の街スペイン・バスクを狙え！～～美食の街スペイン・バスクを狙え！～

ジェトロ埼玉便り

(左)試飲会用パンフレット
(上)昨年９月に開催した試飲会
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アクセス埼玉 2023.3　企業と法律Q&A

ＡＡＡＡ

弁護士　権田陸奥雄　弁護士　権田陸奥雄　

下請法違反の実例下請法違反の実例Q

企業　法律企業　法律のと Q&AQ&A

新型コロナウイルス感染症と関連する下請法違反の実例を紹介してください。

　前回に続いて令和３年度における新型コ
ロナウイルス感染症に関連する下請法違反

の実例を紹介します。支払い遅延に該当するものと
して次の例があります。衣料品等の製造を下請業者
に委託している製造販売会社（本社東京都）は、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、自社の
資金を確保することを理由として、下請業者の給付
を受領しているにもかかわらず、あらかじめ定めら
れた支払期日を経過して下請代金を支払っていたと
いうものがあります。次に、結婚式、イベントに関
する業務を下請事業者に委託している冠婚葬祭会社

（本社東京都）は、新型コロナウイルス感染症の影
響により売り上げが減少し、自社の資金繰りが悪化
したことを理由に、下請代金の支払いを１カ月順延
することにより、あらかじめ定めた支払期日を経過
して下請代金を支払っていたというものがあります。
　支払い遅延は、下請法第４条第１項第２号で禁止
されているもので、「下請代金をその支払期日の経
過後なお支払わないこと」をいいます。「支払期日」
は「給付を受領した日（役務提供委託の場合は、下
請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日）
から起算して60日の期間内において、かつ、できる
限り短い期間内において、定められなければならな
い」とされています。
　先の実例は、新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて自社の資金を確保することや、売り上げが減
少し、自社の資金繰りが悪化したことを理由として

支払期日を経過して下請代金を支払っていたのです
から、法で禁止する支払い遅延に該当することは当
然のことといえます。
　次に、買いたたきに該当するおそれがある実例と
して、複合機の付属品の製造を下請事業者に委託し
ている製造会社（本社宮城県）は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、下請事業者への発注数量
が大幅に減少しているにもかかわらず、単価を見直
すことなく一方的に大量発注を前提とした単価で下
請代金を定めていたというものがあります。買いた
たきは、下請法第４条第１項第５号で禁止されてい
るもので、「下請事業者の給付の内容と同種または
類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し
著しく低い下請代金の額を不当に定めること」をい
います。実例の場合、下請事業者への発注数量が大
幅に減少しているにもかかわらず、単価は以前の単
価で下請代金の額を定めていることは、結局、単価
を一方的に減額していることであり、買いたたきに
該当するおそれがあることになります。
　公正取引委員会は、支払い遅延についての実例に
ついては「下請法が禁止する支払い遅延に該当する」
と断定していますが、買いたたきの実例については

「下請法が禁止する買いたたきに該当するおそれが
ある」とし、該当するとは断定していません。これ
は、支払い遅延に該当かの判断が容易であるのに対
し、買いたたきに該当するかの判断が支払い遅延よ
りも容易でないことによります。
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彩の国ビジネスアリーナ
2023 を開催しましたトピックス

https://saitama-bizmatch.jp

問合せ先
　彩の国ビジネスアリーナ2023主催事務局（公益財団法人埼玉県産業振興公社内）
　さいたま市大宮区桜木町1-7-5　大宮ソニックシティビル10階
　ＴＥＬ ０４８－６４７－４０８６

　受注拡大・販路開拓のためのビジネスマッチン
グイベント「彩の国ビジネスアリーナ２０２３」を
２月１日（水）から15日（水）までオンライン開催、
２月８日（水）、９日（木）の２日間、さいたまス
ーパーアリーナを会場としてリアル開催しました。
　初のハイブリッド型開催となった今回、478企
業・団体が出展、リアル開催の会場には２日間で
12,685名のお客様にご来場いただきました。 
　今回は、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーシ

ョン）やＧＸ（グリーントランスフォーメーショ
ン）に向けた課題解決の推進力となる技術や製品、
サービスのほか、スポーツ産業関連など、幅広い産
業分野にわたっての展示となりました。
　また、オンライン開催では、Ｆ１の開発話やＤ
Ｘ、ＥＶ、ＳＤＧｓなど、今話題のテーマで経営
に役立つオンラインセミナーも盛況でした。
　ご出展いただいた皆様、ご来場いただいた皆様
には心から感謝申し上げます。



　本セミナーでは、実際にあった事故を事例に情報
セキュリティの目的と中小企業が行うべき対策につ
いて学びます。
日時 3/14(火)13:30 ～ 16:30 ZoomによるWeb配信
内容 ・講座の目的とゴール
　　 ・情報セキュリティ 10大事故（事例紹介）
　　 ・何故、情報セキュリティなのか？
　　 ・情報セキュリティ対策
　　 ・情報セキュリティはリスク駆動型
　　 ・情報セキュリティ認証（ISMS）の勧め
講師 (株)テックキューブ 代表取締役 浅井 治 氏
定員 50名　　参加費 会員無料　一般2,100円
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　相手に分かりやすく、理解を得られる「プレゼン
力」を向上させるコツを学びます。相手のレベルに
合わせるコツ、納得を得る表現方法を習得すること
で、コミュニケーション力や説得力を高めます。
日時 3/16(木)13:30 ～ 16:30 
会場 埼玉県産業振興公社　研修室
内容 ・求められる「プレゼン力」
　　 ・相手に伝わる話し方
　　 ・「翻訳力」を高めよう
　　 ・話の「構造」を作る論理的話法
定員 24名　受講料 会員5,100円　一般7,200円
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

公社
情報

公社
情報

公社
情報

　開放特許のメリットは、安価な投資で短期に事業
展開できること。今回は、大手企業６社から、おす
すめの開放特許シーズをご紹介いただきます。思い
もよらない分野から、新たなビジネスのヒントが得
られることも。新製品・新事業開発のほか、既存製
品・サービスの高付加価値化にお役立てください。
※ 開放特許：特許権者が他者に実施許諾（ライセン
ス）・譲渡のために一般開放している特許

　 （自由に〔無償で〕利用できるわけではなく、ラ
イセンス契約が必要となります）。

開催日 3/7(火) ～ 16(木)
　　　  WEBによる動画視聴（申込者に視聴用の限

定公開URLを通知）※興味のある開放特許
シーズのみの視聴が可能

開放特許シーズ紹介企業
　　　 富士通(株)、中部電力(株)、
　　　 (株)野村総合研究所、(株)イトーキ、
　　　 新電元工業(株)、
　　　 (一財)ＮＨＫエンジニアリングシステム
参加費 無料
問合せ先　公社　産学・知財支援グループ
　　　　　　　　（知的財産総合支援センター埼玉）
　　　　　TEL　０４８－６２１－７０５０　

公社
情報

【Web配信】令和４年度開放特許シーズ発表会
～新商品・新事業開発のカギは
開放特許にあり！！～
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/r4kaihoutokkyo

【Web配信】会員優待セミナー
情報セキュリティ対策セミナー　
～事例からリスクとセキュリティ対策の必要性を学ぶ～　
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/22ksf

社会課題の解決につながる︎
創業支援プログラム
創業事例発表会
https://www.saitama-j.or.jp/seminarevent/r4_shakaikadai_sogyo

３月のおすすめ研修
プレゼン力向上研修

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=492

　公社では、新しい技術やアイデアにより社会課題
の解決を図ろうとする創業希望者に対し、集中型の
支援でビジネスプランの実現を応援しています。今
回「令和４年度社会課題の解決につながる創業支援
プログラム」により創業の夢をかなえたプログラム
参加者による創業事例発表会を開催します。
日時 3/7(火)13:00 ～ 16:50
会場 新都心ビジネス交流プラザ　４階会議室
　　 （さいたま市中央区）
発表者（順不同）
　　・北浦和イッカイ
　　・PROTON（プロトン）
　　・合同会社TechnoKuRo（テクノクロ）
　　・フェアネスサポート合同会社
　　・いぬとねこの訪問診療ぱろ
　　・株式会社スペーススタッフ
　　・合同会社unibus（ユニバス）
　　・Ponte Communications
　　　（ポンテ コミュニケーションズ）
定員 70名　　参加費 無料
問合せ先　創業・ベンチャー支援センター埼玉
　　　　　TEL　０４８－７１１－２２２２

18 アクセス埼玉 2023.3　インフォメーション

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　・　　・　　

　　

　2013 年に一級建築士として個人の建築設計事務所
の開業を機に、自身のスキルを最大限に活用するため
に起業したいと決心し、創業・ベンチャー支援センタ
ー埼玉に相談しました。その後、異なる職能を持つ３
名のメンバーと出会い、2016 年に創業しました。

創業のきっかけは？

　「小江戸　川越」エリアを拠点として、空き家・空
き店舗・遊休不動産・遊休インフラのリノベーション
総合プロデュース、具体的には企画・設計・施工・監
理、コワーキングスペースの運営等を中心に行ってい
ます。川越エリアは全国に誇れる町並みが残っていま
す。その町並みをリノベーションにより、昔懐かしい
雰囲気はそのままに新たな魅力にあふれた町並みを創
り出しています。それにより、関わる人、集まる人が
等身大で幸せに、そして楽しく過ごせる場所に生まれ
変わらせて『まちづくり』に貢献していくことを事業
目的にしています。

事業内容は？

　社名の「80％」は成熟した日本社会における「頑張り
すぎない、ちょっといい毎日」を体現するべく、２割の
力を抜き、自己主張のみならず、相手を尊び、享受する

「生き方の提案」として名付けました。この社名のよう
に、先人を尊び、謙虚さを忘れず、チャレンジを続けて
皆がハッピーに感じていただけるように川越エリアを盛
り上げていきたいです。

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

 株式会社８０％

(株)80％は異なる職能を持つ４名の機動
組織で、川越を中心に遊休不動産やイン
フラ等を再編集して町づくりを行う

川越市産業振興課主催イベント「第１回まちづくりキャンプin川
越」が(株)80％誕生のきっかけ。その時の対象案件の一つである
「旧大工町長屋１」のリノベーション事例（建物用途：店舗）

昔ながらの素敵なポテンシャルを残しつつ、
開放的な雰囲気を実現した空間をつくりあ
げる

アクセス埼玉 2023.3　創業者紹介

荒木 牧人 さん

荒木 牧人（あらき まきと）さん (48)

　ふじみ野市（旧上福岡市）出身。趣味は読書と駄菓子屋
運営（週一回、地域の子どもたち向けに開催）、子どもた
ちと遊ぶこと。日々の仕事に喜びを感じながら奮闘中。

株式会社８０％　https://80per.net
　川越市連雀町27-1
　創　　業　2016年12月 TEL　080-5543-2491
　資 本 金　120万円  従業員数　4名
　事業内容　 空き家・空き店舗・遊休不動産のリノベ

ーション総合プロデュースおよび企画・
設計・監理、運営（コワーキングスペース）
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「大胆に、しかし繊細に」
職人が紡ぐオーソドックスとオリジナリティの調和
　2012年に所沢市で初となるビール製造会社「所沢ビー
ル」を創業。以来、国内初となる自家燻製麦芽を使用し
たスモークビール（燻製ビール）の製造を手掛けている。
代表取締役兼ヘッドブルワーである緒方聡さんは、これ
までに、カヌー製造職人、金属加工職人、自動車開発技
術者などに携わってきた。その各分野において最高峰の
技術者として活躍してきた職人気質と、醸造者としてビー
ルのさらなる多様性を開拓する永遠の情熱とチャレンジ、
そしてクリエイティビティを大切にする姿勢が、今もビー
ルづくりに脈々と受け継がれている。そして、「大胆に、
しかし繊細に」をモットーに、既成概念や流行にとらわ
れない柔軟な発想で新しい製品の開発に取り組み続けて
いる。

数々の世界初を生み出すスモークビールのスペシャリスト
　生み出すスモークビールは世界でも類を見ないものが
多い。定番ビールの中から人気の高いものとしては、黒
ビール独特の甘さと香りにスモーク（ブナ）のアロマを
織り交ぜたスモークポーターの「（写真右）ファラオ（ジャ
パン・グレイト・ビアアワーズ 2019 スモークビール部
門銀賞受賞）」。果実とスモークビールを融合させたフルー
ツ・スモークビールの「（写真中央）スモーク・レモン（イ
ンターナショナル・ビアカップ 2020 フリースタイル部
門金賞受賞）」。ほのかに香る柑橘系のアロマに、ビール
本来の甘みとホップの苦味を絶妙なバランスで仕上げた、
毎日飲みたくなるペールエールの「（写真左）ビッチェズ・
ブリュー（ジャパン・グレイト・ビアアワーズ 2019 ブ
ロンドエール部門銀賞受賞）」などがある。このほか、食
用コオロギを使用した一風変わったスモークビールなど
もこれまでに開発している。

所沢ビール株式会社
https://tokorozawabeer.com

所沢市北原町866-17（本社工場）   Tel 04-2992-0501　 
代表者　代表取締役　緒方 聡 氏
創業 2012年　従業員数 4名
事業内容　ビール製造および販売
購入方法　 オンラインショップ　https://tkrzwbeer.thebase.in
　　　　　日野屋酒店（所沢市）
※ 本社工場に店舗は併設されていませんので、本社工場で購入

を希望される場合は、事前にご連絡ください。
　営業時間　8:30-17:30（月～金）　定休日　土日祝日

● 読者プレゼント！　
　所沢ビールの「ファラオ」「スモーク・レモン」「ビッチェ
ズ・ブリュー」各2本をセット（計6本）にして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、所沢ビール希望」
を記載の上、so-dan@saitama-j.or.jp宛てメール、または
右のＱＲコードから3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

　「ビールづくりは、醸造者の生き方や思いを反映しなくてはいけないと思って
います。発想を具現化するためには、独自性を追求し、既存のスタイルにこだわ
らず、失敗を恐れず、挑戦し続けることが大切だと考えています」と話す緒方社長。

● 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、「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

所沢ビール㈱

埼玉の造り手
Vol. 18
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〒367-0073　埼玉県本庄市都島570-43　
TEL.0495-24-2451   FAX.0495-21-8853

カビを防ぐ機能性フィルム特許取得！！
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