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神奈川県内中小企業の継続的な発展とビジネスチャンス創出を
目的として、中小企業で開発・考案した、サービス・製品・商品・
技術等が事業化され、売上の向上や販路の拡大等、具体的な
成果が出たものを “かながわ「産業Navi大賞」” で表彰します。

「神奈川県中小企業活性化推進月間」協賛事業
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■開催日 ： 平成25年2月6日（水）～8日（金）
■会　場 ： パシフィコ横浜　展示ホール
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財団法人 神奈川県経営者福祉振興財団　
神 奈 川 県 福 祉 共 済 協 同 組 合

かながわ中小企業パートナーかながわ中小企業パートナーは、「福祉振興財団」と「福祉共済協同組合」が、
組織的な独自性を保ちながら相互支援により、県内中小事業者および地域社
会の皆様へ高品質なサービス提供を目的に事業展開をいたします。

かながわ「産業Navi大賞」



　そこで行ったのが、コンテナを使ったトラン
クルームの運営だった。「だからといって、ま
ったく畑違いのことはできないですからね。
ベースはコンテナにあるわけだから。もっと
も、管理については、別会社に委託したけど。
なにしろ管理能力がないんで」と豪快に笑う。
　そんな片野氏に衝撃の出会いが待ってい
た。医療廃棄物を入れるためのコンテナを静
岡の病院に納品に行った時だった。昼食に
入った店で出たエビフライの大きさにびっく
りした。「そう言ったらなんだけど、たいした
店じゃないんですよ。定食で、味噌汁におし
んこ、ご飯、それにエビフライが２本。これが
デカいんですよ。私はしっぽまで食べるんだ
けど、ほんとにデカい！」
　片野氏は、社員を驚かせようと、エビフラ
イをお土産にして社に持って帰る。「みんな
もビックリしてました。“大きいねえ～”って。
それからは、静岡に行くたびにそこでエビフ
ライを食べました。そのデカさは、まさにカル
チャーショックでしたね」

エビに取り憑かれた男
　それからエビについて調べまくった。「日
本は１人当たりのエビの消費量が、世界でも
断トツで、和洋中どんな料理の食材にもなり、
売りっぱぐれがない。それに成長が早いんで
す。アワビは５年もかかるんですよ。せっかく
育てても４年で死なれたら、泣くに泣けない。
それが、エビなら出荷するまでに１年かから
ないんですから」
　片野氏は本気でエビの養殖を考えるように

改造コンテナ事務所
　本牧埠頭のコンテナ置き場。サスペンスド
ラマのクライマックスで、刑事が犯人を追い
つめる場面で使われるような風景が広がる。
その一角に株式会社片野工業は、海上コン
テナのメンテナンスを行う会社として1990
年に設立された。
　代表取締役の片野明夫氏は、子ども時代
からモノづくりが好きで、好奇心が旺盛だっ
た。この、モノづくり好きと旺盛な好奇心が、
今回の受賞につながるわけだが、そこに行き
着くまでの物語を順番にすることにしよう。
　20歳の片野青年は、自動車会社で板金関
係の仕事に就いていたが、自宅の近所にあっ
たからという理由でコンテナ修理の会社に

勤めを変えた。「ところがね、そこは事務所だ
けで、仕事場はずっと離れた埠頭にあったわ
け」と当時を懐かしんで笑う片野氏。
　やがて独立し、コンテナ修理のほか改造
を行うようになった。たとえば、シャッターを
付けてガレージにしたり、窓枠を切って簡易
事務所に変化させる。更には、壁面に断熱材
を入れた冷凍冷蔵ユニットに改造したり、遮
音シートを張って防音性を高めカラオケボッ
クスとして復活させる。
　東日本大震災のときは、依頼を受けて発

電機の付いたコンテナ事務所を被災地の大
船渡まで運んだ。「“それいいね”って、トレー
ラーに積んだコンテナ見て、作業してる自衛
隊の隊員たちがうらやましがってましたよ」

衝撃のエビフライ
　だんだんと事業を拡大し、人を増やしてい
く片野工業。そうした中だから、「淡 と々生き
るんじゃなくて、年ごとに少しずつでもスキル
アップしたいんですよ」と真剣に語る。

新技術を活かした、
除菌消臭機の製造販売

株式会社 片野工業 工具で埋め尽くされている。「自分でやるのが
一番早いし、好きなようにできますから」
　実験機をエビの水槽で試すと水の臭いが
消えた。
「実験を続けるうちに、これは水の中以外で
も効果があるんじゃないかと思いました」
　試してみると、ごみ箱の中の生ゴミの臭い
も、犬の糞の臭いも消せた。それから、臭い
で困っていると思われるところに馳せ参じた。
介護施設、病院などあらゆるところで実験し
てみることに。やはり、臭いが消せた。
　片野氏はさらに、試作品の小型化に奮闘
する。「運ぶのにも、置くのにも、大きい物は
それだけでリスクがありますから」
　そして、イオン発生で消臭・除菌する『エア
ーサクセス』は生まれた。

広く販路を求めて
　外部へ売り込むため、トライアル製品を持
ってメーカー各社に出向くが、大会社は門戸
が固い。そんな中、医療機器メーカーのテル
モ社が賛同。担当リーダーが「“テルモは他
社の真似事はしない”と言ってくれましてね、
凄くうれしかった」
　今年１月、同社のブランドで『エアーサクセ
ス・プロ』として製造販売された。
　今後は、自動車メーカーとタイアップする
計画もある。車内のにおいが一番気になる
のはドアを開けた瞬間だ。それを除去しよう
というわけだ。
「不況以来、涙が出そうなくらいくやしい思
いをさんざんしました。具体的な危機に対し
“頑張る”という抽象的で口先だけの言葉は
まったく無意味です。エビの養殖でもイオン
発生器でもいい、具体的戦略と確実な実行
のみが有効なんです」
　片野氏は昨年、このイオン発生器について
産業Navi大賞への応募を一度は思い立った
が、延期したという。「まだ、実績がともなっ
ていないと思ったんです」。そして今回、晴れ
ての受賞となった。

フロンティア部門

2 3

代表取締役　片野 明夫
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なっていた。まったくの畑違いというわけで
はない。コンテナを改造して陸上養殖場にす
ればいいのだ。
　エビを探してベトナムまで視察に出かけた。
「現地でね、専門家と一緒に養殖場を見せ
るからって、“ほらっ”て見せられたのがロブス
ター。もうむちゃくちゃですよ」
　探していたのはブラックタイガー。やっと
理解してもらい連れられて行った養殖場で
は、海の中を囲い、エビを飼っていた。そこで
わかったことは、餌の残

ざんし
滓、排泄物や脱皮し

た殻などで海底の土がヘドロ化することだっ
た。エビは夜行性で、昼

ひるひなか
日中は土中に潜るた

め、汚れた海底では生きられない。汚れたら
囲いをよそへ移す。ヘドロ化した養殖場跡は、
10年は使いものにならなかった。
「これじゃあ環境破壊じゃないかと思いまし
たね。自分がやりたいのは海での養殖ではな
く、漁業権不要の陸上養殖場を作ることで
した」
　帰国後、コンテナをオールステンレスの
水槽を上下三層設置した養殖場に改造した。
「エビは日中、土の中に潜っているんですが、
夜中になると、その目だけが赤く光るんですよ。
その姿が、ターミネーターの超合金の骨格み
たいでね。いや、飼ってるうちに愛しくなるん
ですよ。私は１匹も食べられなかったな」
　エビたちの住環境をよくしようと、何トン
もの海洋深層水を水族館から購入し、それを
運んでは槽内の水替えをした。「“趣味でしょ
う”なんて声もあったけど、ビジネスに結び付
けようと必死でした。生き物相手ですからね、
盆も正月もない、こっちが風邪をひいて熱が
40度あっても、夜中にエサやりに行かなきゃ
ならないんです」

“頑張る”とは抽象的な言葉
　この苦闘は３年余り続いた。その結果、ナ
ノバブル発生装置の導入を思い立つ。水中の
溶存酸素が多ければエビの成長を促進でき
るのではと考えたのだ。
　さらに水のイオン化にも取り組み、ナノバ
ブル発生装置から出る泡を電荷しようと試み
た。これで、水の除菌効果が望める。
　でも、売っていない物だから自分で作るよ
り仕方なかった。モノづくりが好きで、好奇
心が旺盛な片野氏のスイッチが入った。“男
の隠れ家”改造コンテナの社長室にこもって、
試作品作りを開始した。「ステンレスとハン
ダで実験機を作るんですが、物理の知識があ
るわけじゃありません。問題があってそれを
解決することで、徐々に知識がつきました」
　机の上は今も配線やさまざまな部品、電動

エビフライとの
出会いの向こうに
あったもの

〒231‒0824 横浜市中区本牧三之谷15‒19
Tel.045‒628‒1016　Fax.045‒621‒7515
設立：1990年9月　従業員数：30名　資本金：2,000万円
http://www.katano.co.jp/

　消臭専用機「エアーサクセス プロ」

コンテナを改造したエビ養殖場
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困難だった人材確保
　中学時代からラジオを組み立てるなど、
モノづくりが好きな少年であった金

かなくつ
究氏

は、銀座にあった伯父の経営する工作機
械の商事会社を経て、1973年にプリント
基板の設計業務を行う山勝電子工業株
式会社を設立した。社名の“山勝”の由来
を訊くと、「伯父の会社が山勝工業といっ
て、関連のメーカー間では名前が知られて
いたんですね。それで、取引がしやすいだ
ろうと社名に使わせてもらったわけです」
　なるほど、合理的な考え方である。この
金究氏の持ち前の合理性が、同社の確実
なる運営につながっていくことに―

　大手メーカーから受託した情報通信機
器や内視鏡など医療機器の基板設計を
主業務に山勝電子工業は順調に10年ほ
ど展開したが、ある時、人材確保という問
題に直面した。
「新卒の学生を採用しようにも、安定し
た生活を求めるうえで、当時は今よりも大
手に勤めたいという思いが絶対的で、皆
大手企業に勤めようとしたんですよね。
５～10人規模の会社では人を採るのが難
しく、せっかく採用した人材も、仕事を覚
えると辞めてしまう」

制約が磨いた技術
　そうした悩みを抱えていたある夏休みに、
墓参りを兼ねて郷里の新潟に戻った。すると
当地には、東京の大学で電気工学や機械工
学など専門的な学問を習得した若者が、多く
在住していることを知った。彼らは農家の子
息達で、将来は家業を継ぐということで引き
戻され、親たちの傍に置かれていた。活躍の
場を見つけられず、習得した専門とはまった
く関係のない地元の会社に勤め、くすぶって
いた。「それなら、ここに事業所を持ってきて、
彼らに設計をしてもらえば―そう思ったん
です」

　新潟県六日町に事業所を開設。ただし、問
題が。それは通信手段だった。まだ、パソコ
ンやメールもなく、輸送も地場の運送会社が
ある程度の時代だった。
　そこで金究氏は、FAXを導入した。当時は
FAX１台の価格、600万円。本社に1台、事
業所に1台。中小企業でFAXを導入すること
は、まさに先駆的だった。取引先の5000人
規模の大手企業でも、FAXは全部で６台しか
なく、必要なときは、総務まで行ってＦＡＸを
利用していた。
　また、遠く離れた事業所との業務は、納期
管理が難しかった。たとえば、図面は納期前
日の夕方までに仕上げ、配送する必要があっ

白色LED半導体を使用した、
直管型LED照明機器事業

山勝電子工業 株式会社

た。ミスなどの修正依頼が出れば、時間がか
かる。ゆえに厳格な納期管理と、絶対に間違
いのない、そして誰にでも分かるものが求め
られた。
　この制約は、一見厳しいものに見えたが、
実は、事業所スタッフの技術レベルとやる気
の向上につながっていた。
　そして何より、取引先からの信頼がアップ
したことは言うまでもなく、ここで得た従業
員の自信が離職者を減らすことにもつながっ
ていった。

CADセンター
　事業の拡大や大きな仕事を行うには、や
はり運転資金が必要になる。製造工場のあ
る会社などは、それを担保に融資が得られる。
同社は、以後の展開を考慮して、創立から10
年以内に物件取得の目標を立てた。そして、
現在の川崎市高津区の社屋購入となる。
　そこから次の展開を進めるための、CADを
導入することになる。
「これからはコンピュータによる設計だろう
と思ったわけです。当時、ワンシステムで１億
しました。プリント基板設計業界では、うち
が初めてだったんじゃないかな。生き残りを
かけての決意でした」
　さらに、新潟県長岡に本格的なCADセン
ターを開設。長岡技術科学大学や高専のあ
る長岡は産学交流の地で、人材確保にも適
していた。このCADセンターは、国家プロジ
ェクト（当時の宇宙開発事業団等）である
Ｈ‒Ⅰロケットの設計にもかかわった。

新プロジェクトの中で
得た光工学
　時期を経て同社も転換期を迫られていた。
これまで受託してきた基板設計だが、この業
務を内部で行う発注元が増えてきたのだ。
　どうする？　規模の縮小か？
「基板設計を行ううえでは、メーカーの技術

者と綿密な打ち合わせが必要です。その点で、
私たちは信頼関係がありました。だからこそ、
そこで提案したことは、基板設計だけでなく、
その前段階である回路の開発から行おうと
いうものでした」
　電子回路の開発―それは同社の新たな
出発となった。
　そんな中、『世界最速6ナノ秒ブルーレー
ザーダイオード高速パルスエージング装置』
の開発にかかることになった。
　これは、ブルーレーザーダイオードを電圧
変化や温度差などの環境変化のもとで連続
作動させ、初期不良や寿命評価を行う試験
システムであった。
「まだ世の中に出ていない技術の検査装置
を作るわけですからね、やりがいがありました。
また、こちらも勉強になることが多かった」
　この研究開発によって得た光工学のノウ
ハウは、液晶テレビフィルターの検査装置の
受託開発に結び付き、同社の事業の一方の
柱になり、平成12年神奈川県工業技術大賞
を受賞するきっかけにもつながった。
　このことが、今回の受賞への布石ともなる
同社のLED照明の開発製造に乗り出す流れ
をつくっていくことになった。「電子回路開発
の経験、プリント基板の実装の経験、光工学
の知見、すべてこれまで行ってきた技術であ
り業務です。あとは、協力工場に委託すれば
形にできることでした」
　LED照明の開発製造は、白熱球や蛍光灯
で使用していた真空管を用いることがなかっ
たため、大きなガラス工場の設備は必要なく、
LED照明のガラス部分は、ポリカーボネート
樹脂であり、比較的容易に実装も可能であっ
たことが幸いだった。
　このような中で、『YAMA LIGHT』（同社
登録商標）は製品化され、従来品に比べ消
費電力を45％以上節減することができた。
川崎市環境局地球環境推進室からも「低

CO２川崎パイロットブランド」の認定を受け、
川崎市内の学校、病院などの指定商品にな
ったほか、県内外からも多くの引き合いを受
けることにつながった。
「今回、産業Navi大賞もエコ部門での受賞
です。LED照明は既に多くのメーカーさんが
製品化している中で、当社のオンリーワンの
特色も評価されたと自負しています」
　それは、省エネもさることながら、電子機
器製造業としてこれまで培ってきた開発技術
力による。物の自然な色合いを忠実に引き出
す高演色性では、お弁当がおいしそうに見え
るとコンビニやスーパーからの引き合いをい
ただくこととなり、“色が大切な業界”である
印刷業、繊維業関係の業種などからも高い
ニーズを得られるようになった。
　さらに、回路技術の優位性からは、熱放射
が減らせたため放熱板を必要としなくなった。
これは、大きなメリットでありLED照明の問
題点であった背面側の暗くなる部分を減らす
ことが可能となり、天井まで光をいきわたら
せることができるようになったことと、合わせ
て製品自体の重さの軽減化も図れた。
「軽量なので、災害時でも落下の確率が低く、
たとえ落ちてもケガの心配が少ないため、幼
稚園や保育園でも採用されています」
　もちろん、既存の蛍光灯器具への取り付
けも可能で、熱量を抑えられたLED照明とし
て、既存器具部分が劣化しづらいという利点
もある。
「なぜここまでこだわったかといえば、これ
までお付き合いのある取引先の信頼を裏切
らないためです。きちんとしたものを作れば、
本業の信頼関係の強化につながります」
　さて次なる新製品は？「うちのような会社
は、これから市場にどういうものが出回るか
が分かります。ここ１～２年くらいで、うちから
また新しいものが２つくらい出て来ると思い
ますよ」と明るく微笑む金究氏だった。

環境（エコ）部門

代表取締役社長　金
かなくつ

究 武正
〒213‒0013 川崎市高津区末長541‒4
Tel.044‒866‒2413　Fax.044‒857‒4472
設立：1973年12月　従業員数：95名　資本金：7,000万円
http://www.yamakatsu.co.jp/
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さらなる信頼強化に
つなげるためのこだわり

YAMA LIGHT
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メーカーになろう
　今年設立９期目を迎えた株式会社A・R・
P。数名で社を立ち上げた当初、メインとなる
のは、機械、ハードウェア、ソフトウェアの受
託設計と専門技術者の派遣業務だった。
「それらはあくまで下請会社の仕事です。私
は、自分たちの技術でメーカーになりたかっ
たのです」そう語るのは代表取締役社長の
笹子吉隆氏である。
「設計オンリーではなく、モノづくりに携わり
たい。自社で製品作りをしたい」という笹子
氏の強い思い。

　それが、企画提案から設計、試作、評価、
製品供給までをワンストップで実現させる
オールラウンドプレイヤーでありたいという
A・R・Pの社名にもこめられている。それでも、
まずは会社の安定化を図らねばならない。当
初は、コンピューター関係、通信関係、計測
関係と幅広い受託による取引先を増やしての
オールラウンドプレイヤーを目指していった。

より安価に高性能の
圃
ほ じ ょ う

場管理を
　社内に鹿児島県の出身者が多かったこと
から、その縁で、鹿児島市と立地協定を結び
営業所を作らないかという誘いがあった。
　また、それとともに鹿児島大学工学部技術
部総括技術長であった南竹力氏が開発した

特許「折り返し平行伝送路方式」を同氏の
退官にあたり製品化できないかという話が持
ち上がったのだった。
　そこで、同社が開発に乗り出したのが、こ
の特許を応用した携帯型水分計だった。土
壌の体積含水率、電気伝導度を同時測定す
ることで、土壌中の水分管理を可能にする装
置だ。
　従来製品は、アメリカ、オーストラリア、オ
ランダ、ルーマニアといった外国製で、サポー
ト体制が不十分であった。また、土壌中に含
まれる塩分などの影響で水分量に誤差が生
じ、機械自体の防水、耐水性も弱く信頼に欠
けた製品も少なくなかった。
「新特許を採用することで、測定範囲が拡大
し、少ない水分量でも感度よく捕まえられる
ようになり、性能の格段の向上が望めるわけ

です。また、価格面でも一般ユーザー向けで
なかったことから、少しでも抑えたいと考え
ました」
　日本有数の農業県である鹿児島からは、

小型水分センサーによる
水分計測ソリューション

株式会社 A・R・P

加された『WD－3』に至っている。
　マイコンを備えた同シリーズは、測定対象
物を変えることができる。土壌ばかりでなく、
スポンジやおがくずの水分測定も可能だ。不
織布などにも、そのニーズを得ている。
　今後は、狭い場所での測定で、作物の根を
傷つけないためのセンサーのさらなる小型化
を目指す。
「それから無線化ですね。センサー部とデ
ータロガー部をケーブルでつないでいるため、
広大な圃場では長いケーブルを必要とする
場合があります」
　無線化すれば、たとえば地滑り現場からで
も、センサーのデータだけを受けて解析する
ことも可能になる。
　これまであらゆる分野の設計を手がけてき
た同社は、試作品レベルであれば実際に製
品を作り、調整評価を行うことが可能だ。
　今回、自社ブランド製品を製造販売し、晴
れてメーカーとなった同社である。
　しかし、量産ということになると、協力会
社に外部委託することになる。
「技術はね、認められにくいものなんですよ。
それがシステム化できれば認知してもらえる
んでしょうね。モノを作って、カタチを作って
―そのカタチにするところまでを行ったと
ころで、しっかりと認知してもらえるように思
うんです。それが、本当の意味でメーカーにな
ることであり、技術を真に認めてもらえること
なんでしょうね」
　同社では社員の士気を高めるため、新製
品の提案を募ることも行っている。審査部門
を設置し、提出されたレポートのランク付け
を行い、試作段階まで到達したアイディアも
あるという。
　かつてプラズマテレビの設計にかかわった
笹子氏は、「社員には自分が作った製品が店
頭に並ぶ喜びを知ってもらいたい」と夢を語
った。

自分たちの技術で
メーカーに

フロンティア部門

代表取締役社長　笹子 吉隆
〒259‒1305 秦野市堀川166‒1
Tel.0463‒88‒5400　Fax.0463‒88‒5403
設立：2005年4月　従業員数：183名　資本金：2,000万円
http://www.arp-id.co.jp/hp/
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圃場について、より安価に性能の高い土壌分
析を行いたいという地域の声があった。

困難だった検証業務
　これまで、あらゆる分野の設計開発業を行
ってきた同社では、特許があれば製品化する
ことは可能だ。
「そこはまず、基本原理である、形にしようと
いうことから始まったわけです」
　回路設計を行い、形にすることは、高スキ
ルの技術者集団である同社では、それほど
困難なことではなかった。
「問題は、これを評価することだったんです」
　試作品は出来上がった、しかし、この検証
業務は厄介だった。まず、春夏秋冬常に変化
する土壌状態において、検証期間のサイクル
が長かった。
　また、園芸店で土を買うにせよ、どこかの
圃場で検証するにせよ、基本となるデータが
まずなかった。砂、粘土層でも土壌状態が異
なる。
　その検証業務は、実体の分からない相手
と格闘し、試作を繰り返す日々だった。
　そうした末に、「プロトタイプを制作して、
各大学農学部の研究室に有償無償で提供し、
使っていただくことにしたんです」
　さて、プロトタイプに関する研究室からの
回答であるが―
「海外製品との比較が多かったですね。既
存のものは、防水性が悪く、腐食してしまう
ケースがあったのですが、それはクリアしてい
るとのことでした」
　一方で、
「電気伝導度に関して、要望の声があったん
です」
　各研究室に提供したプロトタイプの電気
伝導度の測定範囲は0～3mＳ/cm。
「ところが、研究機関によっては、この測定

範囲を７mＳ/cmくらいまで上げたほうがいい
のではないか、との要望があったのです」
　それにしても、mＳ/cmとは、聞きなれない
単位である。“Ｓ”は“ジーメンス”と読む。
あまりに専門的すぎるので、もう少し噛み砕
いて解説していただくことにした。
「土壌中の水分含有率を電気的に測定する
場合、一般的に電気伝導度の影響を受けます。
この電気伝導度は、圃場にまかれる肥料及
び塩分等に影響を受けるわけです。そうして
我々は、プロトタイプの段階で、この土壌中に
含まれる塩分等の影響度から3mＳ/cm以内
の測定範囲でよいだろうと考えました。なぜ
なら、それ以上測定範囲を広げても、それは
作物が育成できない環境だからなのです」
　すなわち、2mＳ/cm以下の測定範囲が作
物が適切に育つ範囲内であり、それが通常
の圃場であろうと考えたわけでした。
　ところが、農家の方が、圃場に肥料をまき
過ぎ、これを適切な土壌状況に戻そうとする
場合にも測定器を用いるかもしれない、など
の仮定も必要だろうということがわかった。

店頭に並ぶという夢
　さまざまな声を集約し、A・R・Pの小型水
分センサー『WD－1』は生まれた。
　しかし、当初は「すぐには売れませんでし
たね」と苦笑する笹子氏。展示会やネット広
告、土壌物理学会などにアピールしたほか、
「直接のアクションとしては、商社へのコン
タクトもとりました」
　既存の外国製品よりも価格が安く、レベ
ルの高い同機の評判は徐々に浸透、大学や
農業機関、農業資材、植物工場などで確か
な評価を得た。
　それらニーズのあるところから多くのリク
エストを得て、同社の携帯型水分計シリーズ
は、現在、それまでに加え更に温度測定も追

株式会社 A・R・P
事業・技術ドメイン

小型水分センサー
「WD-3」



8 9

カー用品の受注生産
　株式会社ユニオン産業は1972年に森川
真彦氏が有限会社として発足、今年40年目
を迎えた。当初はプラスチック成型加工によ
り、カー用品を多く手掛けていた。
　そもそも家業もプラスチックの成形加工所
だった。ところが、工場の共同経営の話を持
ち掛けられた父は会社を失敗し、取られてし
まった。
　その後、森川氏がコツコツと内職作業をし
ていた所に連絡があった。相手は、カー用品
メーカーの社長。学生時代、父の会社の製
品をトラックでよく納品していて、その社長と
は顔見知りだったのだ。
「どうしてるんだ？と心にかけてくれましてね、
うちの仕事をやってみないかと」
　内職で貯めたお金で中古の機械を買い、
父と同じプラスチック加工の仕事を始めた。
当時の新車にはまだ付いていなかったドリン
クホルダーなどのカー用品を図面から試作、
金型による量産、そしてお店に並ぶ商品とし
ての組み立てまでを一貫して行った。

アイディア商品
　順調だった受注生産だったが、それらカー
用品がオプションではなく生産段階から新
車に搭載されるようになると、ほかのことで
生き残りを図らなければならなくなった。そこ
で取り組んだのが、アイディア商品だったの
である。
「私は元来好きなんですよ、そうしたものが」
と笑いながら話す。
　発明協会に加入し、携帯用の調味料入れ、
ワンタッチのタオルホルダー、蓄光アクセサ
リー付きキーホルダーなどを製造。デパート
のイベント会場でも販売した。
「しかし、どうもこうしたノベルティは、日本で

　バイオベースポリマー
『ユニペレ』の製造・成形

株式会社 ユニオン産業

は浸透するまでに時間がかかるんですよね」
　活路を開くためカナダ在住の友人と連絡
を取り合い、自社製品の売り込みを画策する。
その際に、カナダの商品も日本で売ってほし
いと乞われ、これがシルクセンター国際貿易

観光会館Ｍ１階専門店街にある同社直営の
輸入雑貨店『濱族』のオープンへとつなが
った。カシミヤのストール、カウチンセーター、
アクセサリー、骨董、腹話術人形など掘り出
し物が店内に所狭しと並ぶ。

自然素材を取り入れて
　そのカナダとの商取引の中で、トウモロコ
シ原料による生分解性プラスチックを材料
とした製品を知り、事業の導入をすすめるこ
とになる。これは微生物によって分解される
性質を持つプラスチックで、既存の加工機で
成形できる。森川氏はこの材料で、ゴルフの
ティーや農業資材の製造を行った。生分解
性プラスチックならば、そのまま放置されて
も1年もたたないうちに土に戻すことができ
るためだ。
　しかし、扱いには難儀した。真空パックさ
れた材料は、少しでも空気に触れると、水分
を含んでだめになってしまう。値段も高かっ
たし、成形した製品も脆かった。
　それでも、と森川氏はあきらめなかった。
　元来、廃棄に困るのが石油製品であるプラ
スチックだ。燃やせば黒煙が出、有毒ガスを
発生し、温暖化の原因にもなる。
「私の小さい頃の夏は、こんなにも暑くはな
かったものです。なにかをしなければ。そうだ、
プラスチックを半分にしたモノづくりができ
ないだろうか？」
　森川氏は、化石燃料に頼らない、植物原
料プラスチックの研究開発をあらためて開始
した。
「アイディア商品もそうですが、新しいことに
チャレンジするのが好きなんですよ、私は」
　そこでいろいろと悩み日本らしい原料とし
て選んだ自然素材は竹だった。
「おにぎりを包むのに竹皮を使ったり、水筒
の代わりにしたり、竹は昔から日本人には馴
染みがあります。抗菌性もありますし、成長
が早いんです。里山にはびこって、問題になる
くらいですから」
　もってこいと思われた自然素材の竹だが、
もちろん特有のヤニ、ガス、湿気をまず取り
除かなくてはならない。その後の乾燥させる
こと、配合する有機物との配合率などには苦
労した。熱を与えながら攪拌機にかけ、押し
出し機に投入し、熱を加えながら蕎麦状にし
てゆくのだが、これがつながらないのである。
ボロボロと崩れてしまう。
　苦闘の末、やっとなんとか蕎麦のようにつ
ながった新素材。そして、これをカットして小

環境（エコ）部門

代表取締役　森川 真彦
〒211‒0036 川崎市中原区井田杉山町2‒3
Tel.044‒755‒1107　Fax.044‒755‒6711
設立：1972年4月　従業員数：25名　資本金：1,000万円
http://www.eco-pele.jp/
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アイディア
発明家の夢

さな粒上のペレットにして、冷却乾燥させる
ことにたどりついた。

究極の夢
　竹配合樹脂『TAK-REM（タクレム）』が
できあがった、もちろん既成のプラスチック
成型機での成型加工が可能なものとしてで
ある。
　同社は、『TAK-REM』で箸、マグカップ、
石鹸トレイなどを製造。竹特有の高い抗菌作
用が、O-157、大腸菌、黄色ブドウ球菌、カ
ビなどを抑制することを県や市の展示会、環
境展に出品し、アピールした。
　この抗菌作用が認められ介護センターに
箸が導入され、市からの紹介で病院では石鹸
トレイが使われるようになった。
　介護用マグカップの実験では、水を入れた
まま半年おいても油膜ができなかった。
「我が家の飼い犬に、従来から使っていた
陶器の皿と、『TAK-REM』の皿の両方に水
を入れて出したら、きれいな『TAK-REM』の
ほうを好んで使うようになりました。正直な
ものですよ」
　介護用品ばかりでなく、野菜工場に最適
な植木鉢や、弁当箱、風合い豊かな竹粉配
合のウッドデッキ『バンブーdeデッキ』など
幅広いものに、すべて自社で企画、設計、製
造する一貫ラインで展開している。
　また、箸についても、新たに竹の「笹」と
「節」をイメージした『ささふし』を製造販売。
「少し持ち重りがして、安心感があり、女性
の目を意識したデザインの箸と箸箱のセット
です」と、アイディア発明家の森川氏も完成
度に満足げな様子だ。
　竹以外の素材にも意欲的だ。麦配合の樹
脂『BAR-REM（バーレム）』、また、コーヒ
ー粕配合ペレットでは、マドラー、カップホル
ダー、メニュー立てなど、飲食店内で使用さ
れるプラスチック製品の成型加工を可能にし

ている。今後は、コーヒーのドリップ粕のほ
か、お茶殻など、飲食店で出る廃棄物を再利
用した循環型の環境樹脂を提案していく。
　麦のフスマ、コーンスターチを主原料に、
竹粉を配合した『パワーシート』も開発。冷
蔵庫や段ボールの中に敷いておくだけで、野
菜や果物のエチレンガスを吸着する。抗菌＆
脱臭作用のあるシート製品を開発するところ
など、森川氏らしい手を替え品を替えのセン
スである。
　同社では、これら環境樹脂のラインを
『UNI-PELE（ユニペレ）』としてブランディ
ング。燃焼時の有毒ガス発生を抑え、燃焼カ
ロリーも木材並と低く、環境に優しい。また、
日本食品分析センターや神奈川県産業技術
センターの検査により、高い抗菌性が実証さ
れている。
　ナフサの高騰以来、従来の化石燃料と環
境樹脂とは価格が逆転。耐熱温度はもちろ
ん、『TAK-REM』は生物由来資源を活用し、
品質や安全性が良好であることから社団法
人日本有機資源協会からバイオマスマークを
認定された。
「究極の夢は、製品の透明性です。竹の粉を
ナノレベルにすることによって、可能になるの
ではと考えます。そうなれば、点滴やチューブ
といった医療製品にも利用できるでしょう」
　アイディア発明家、森川氏の眼差しは常に
未来に向いている。
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よく知っています。しかしこの場合、必要なの
はもっと専門的な知識なのです」
　そこで岡﨑氏は、植物生理学、遺伝子工
学、分子生物学などを放送大学で学ぶこと
にする。さらにアグリビジネスとして成立させ
るうえで流通についても学んだ。「昔からそ
うですよ、夢を実現するためには、まず勉強
です」
　MOT（Management of Technology）
―技術経営。「経営の中心に技術がある
と考えます。技術系の経営者は、その技術
について率先して常に学ぶべきだと思うんで
す」
　岡﨑氏が学び取ったのは、植物が環境と
応答しながら生きていくということだった。そ
うであるならば、環境にもコントロールが必
要である。ケースで制御し、温度や湿度をコ
ントロールし、調光できる装置を作り、栄養
分の入った水を含んだスポンジ培地で種や
苗を育てた。水、肥料、光のバロメーターが
分からず、測定器もなかった。まったく初の
試みである。レタス、チンゲン菜、ホウレン草、
はつか大根、ニンジンなどの野菜、バラ、カ
ーネーション、日々草など、ともかく手当たり
次第に育ててみた。
　順当な結果が出れば仮説を成立させるこ
とができた。そうなれば、改善策も立てやす
くなるというわけだ。
　製品化の過程の中で、岡﨑氏は照明士の
資格を取った。オフィス、ホテル、トンネル内
など、環境に応じた照明計画・提案を行うス
ペシャリストである。「凝り性ではなく、サー
ビス精神が旺盛なんです。自分が携わるすべ
てについて分かっていたいんですね。これも、
お客様に喜んでいただきたいという一心での
こと。喜んでいただくことに喜びを感じるん
です。人に喜んでもらいたくて、ついつまらな
い親父ギャグを言ってしまったりもします。こ

環境というテーマ
　第１段階―ステレオタイプを持たず、あら
ゆるソースに当たる。
　第２段階―そこから導き出されたことを、
なんらかの概念、なんらかの形でグルーピン
グする。
　第３段階―その中で優先順位をつけ、な
おかつ実行可能かどうかを考える。
　第４段階―アクションとして実行に移す。

　以上が、岡﨑流問題解決のメソッドである。
　そうしてこのメソッドに則り、岡﨑聖一氏
は、ステレオタイプを持たずに当たった論文
からひとつのヒントを得た。それが、LEDで
植物を育てるというテーマだった。
　株式会社キーストーンテクノロジーを設
立し、プリント基板の製造販売を展開してい
た岡﨑氏は、「オンデマンドという請負型の
ビジネスモデルに限界を感じていた」と語る。
そうして次に向かうところが、「エレクトロニ
クスをプラットホームにした（今までの専門
性を活かした）、自社によるオリジナルブラン
ドの立ち上げ」だった。
　そのオリジナルブランドが扱うのは、21世
紀でも成長する分野でなければならなかった。
行き着いたのが、環境というテーマである。
　当初考えたのは、風力発電、太陽電池と
いったビジネスだったが、「自社のスケール的
にもキャッシュが稼げないと判断しました」
　そして自分が進んでいる道を見定めるうえ
で当たったソースのひとつが、その論文だっ
たのである。
「LEDで光合成ができるなんて、ホンマかい
な？ という気分でしたね」
　疑念を持ちながらも、岡﨑氏は検証用の
栽培を開始する。アクションを起こしたわけ
だ。
　ホームセンターで買ってきた苗を段ボール

で遮光し、ハガキ大のプリント基板にLEDを
散りばめて照射した。

照明士
「本当に光合成するかどうかがテーマでし
た」しかし、結果は失敗。苗は一向に育たな
かった。
　ただ植物のことを分かっていないだけなの
か？ この装置がダメなのか？
「私は写真が趣味なんです。植物もよく被写
体にしていて、普通の男性よりも花の名前を

「ＬＥＤ完全無農薬植物工場事業と企業連携」による

“かながわ発アグリ新産業創出”

LED野菜たちは、近隣のマルシェやレストラ
ン、カフェなどにも提供されている。

店産店消
　現在、国内の野菜の自給率は81％。だが、
農家の高齢化から労働生産人口が減少し、
国産率は下がることが見込まれている。岡﨑
氏は、将来型の逆転現象が必要であると警
鐘を唱える。
「野菜の生産地は、消費地に近ければ近い
ほどよいに決まっています。そのほうが、輸
送手段によるCO2も抑えられるし、新鮮な野
菜が食べられます。しかし、最大の消費地で
ある大都会の中心に広大な農地を確保する
ことは困難です。それが、LED菜園であれば、
ビルの一室で野菜作りが可能なのです」
　さて、そのLED野菜だが、「もちろん味に
ついても、自信を持っております。値段も、年
平均を取れば通常の完全無農薬野菜より
もここで収穫したもののほうが安くなります。
機能性成分につきましては、太陽光でつくっ
たものよりリッチに含まれております」と、岡
﨑氏は胸を張る。
「食料生産も分散化、独立化が必要な時代
です。フードマイレージの短縮を図るために
も、たとえばオフィスの需要がなくなった古
い建物を利用してLED菜園を行うのもいい
かもしれませんね」
　同社では、「店産店消」をキーワードに、
レストラン、ホテル、病院、社員食堂向けに
「LED菜園ピッコロ」を開発。これなら、サラ
ダの注文が入ってから野菜を収穫することも
可能だ。また、大手外食チェーンに植物工場
用のLED植物栽培ユニット「AGRI Oh！（ア
グリ王）」を納入。このほか、総代理店株式
会社アグリ王と共同で日産レタス500株程
度のLED菜園を作り、横浜市内の飲食店な
どにハイカラ野菜の普及を進める予定だ。
　今回の受賞について岡﨑氏は、「単にこの
製品がスゴイねというだけでなく、ビジネスモ
デルとして評価してもらったことがなにより
うれしいです」と喜びを語った。

フロンティア部門

れもサービス精神の旺盛さゆえです（笑）」

オフィス街の菜園
　かくて、LED方式による小型苗生産装置・
卓上型植物工場『sodatsu（そだつ）』は生
まれた。太陽光なしで植物の適した生育環
境に制御できるため、高品質の苗が短期間
で計画的に生産できる。しかも、それは農業
未経験者でも可能なのだ。
　LEDは省エネであるばかりでなく、植物の
成長ステージに合わせて必要な波長を組み
合わせて照射できる。発芽期には赤色光、子
葉展開は赤色光＋青色光、本葉展開には赤
色光＋青色光＋緑色光といった具合だ。
『sodatsu』は、大学の実験室、飲食店、
農家のほか、住宅のオプションとしてのオフ
ァーもある。
　また「当初、農産物の販売は意識していな
かった」と言う岡﨑氏だが、LED菜園で栽培
した野菜をオリジナルブランド『横浜・馬車
道 ハイカラ野菜』として2010年8月より販
売。今年3月には『hacoir i野菜』としてネッ
ト販売も開始。人気を博している。

◆◆◆
　夏の炎天下、馬車道のオフィス街の一角に
あるビルの階段を２階に上がる。廊下を歩き、
なんの変哲もない事務所のドアを開けると、
その一隅には想像もつかなかった意外な風
景が広がっていた。ガラスの壁の向こうで、ト
レーが段になって整然と並び、さまざまな苗
がLEDの光をひっそりと受けている。それは、
外界から隔離されたまったくの別世界だった。
　LED菜園の野菜たちは、まさに静かにこ

﹅ ﹅
の

環
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

境と応答しているのだった。
　約３坪の栽培スペースからは、月産にし
て最大2400株が収穫される。ここは、大都
市みなとみらいに一番近い菜園なのだ。今、

すべては
サービス精神
ゆえ

株式会社 キーストーンテクノロジー
代表取締役社長・ＣＥＯ　岡﨑 聖一

〒231‒0011 横浜市中区太田町5‒68‒5　明和ビル2Ｆ
Tel.045‒222‒3117　Fax.045‒222‒3118
設立：2006年8月　従業員数：9名　資本金：2,270万円
http://www.keystone-tech.co.jp/



40歳で起業
　この新製品の開発に着手することになっ
たのは、まったくの偶然からだった。
　宮田雅章氏は、お弁当のおかずの小分け
に使うギャザーのついたカップの製造販売を
行う有限会社アネストを2003年７月に設立。
アネストが扱うのはプラ製フィルムのカップ
である。カップは、スーパーなどで販売する
家庭用と、コンビニ弁当やお菓子メーカーが
使用する業務用があるが、同社では主に後者
が主力商品となっていた。
　同業の会社員だった宮田氏は、40歳で
起業。勤務先の経営者の代替わりを契機に、
「この後20年を宮仕えで終えるよりはと、思
い切って」独立した。販路の当てなし、資金
なしの船出だった。元の勤務先の客を持って
出るようなことは仁義にもとると考えた。取
引先はまったくの新規開拓となったが、そん
な宮田氏に手を差し伸べてくれたのは、「不
思議にもかつてのライバル会社だったんです
よね」と笑う。

海苔との出会い
　東京ビッグサイトで包装資材の大規模な
展示会があった。素材を供給してくれるディ
ーラーの出展に、手伝いのために宮田氏は
会場のブースにいた。
　そこで、東北の海苔屋さんを紹介された。
「その海苔屋さんは、外食産業から、海苔を
素材にしたカップができないかと宿題を出さ
れていたんですよ。自分たちで切ったり張った
りして作ってみたものの、どうも先方が納得
するものができなくて……と」
　次なる一手を模索していた宮田氏は、
「やりましょう」と即答した。

手製１号のサーフボードは…
「一番の板を作ろう！」そう心に誓って、アメ
リカから帰国した鈴木青年の夢の結実が、こ
れだったのかもしれない。今まで世界の多く
の人々が挑みながら、成しえなかったサーフ
ボードの２分割化―Two Piece。

⃝⃝⃝
　高校生だった頃、鈴木正氏の目を１枚の
写真が捉えた。「ポリネシアンが板の上に立
って両手を水平に広げているんですよ」。彼
は見事に波に乗っていた。「なんだ、これは?!
　と思いましたね」―1950年代、サーフィ
ンという言葉は、まだ日本に定着していなか
った。
　さっそくその写真をまねて波

﹅ ﹅
乗り

﹅ ﹅
板の製作

にかかる。模型飛行機の翼に倣って骨組みを
こしらえ、表面にベニヤ板を張り、ペンキを塗
った。それを抱え、勇躍茅ヶ崎の海に入ってゆ
くが、はて、その上に立ち上がるすべを知らな
い。手製のサーフボード1号は鈴木少年とと
もに波に跳ね返されてしまった。「当時の浜
は玉石だらけでした」

アメリカへの道
　数年後、七里ヶ浜の海岸線を自転車で走
っていた時だった。駐留軍のアメリカ人がサ
ーフィンをしていた。彼ら３人は、ボードに腹
ばいになりパドリングして（手で水を掻いて）、
沖へ出てゆき、テイクオフした（波に乗った）。
あの写真の中の光景が、まさに目の前で展開
していたのだった。

　熱のこもった眼差しで見つめる少年を、彼
らは仲間に入れてくれた。「向こうはカッコい
いバミューダショーツ姿。こっちはブリーフ１
枚です」。すっかり打ち解け、その後も湘南界
隈でサーフィンする時には声をかけてくれた。
そうして彼らの1人からサーフボード１台を譲
り受ける。
　その宝物に、鈴木氏は恐る恐るのこぎりを
入れた。あらたにボードを制作するために構
造を調べたかった。中からポロポロこぼれ落
ちてきた白い物、発泡スチロールではないか
と見当づけた。そこで、硬質発泡スチロール
をボード型に整え、樹脂で固めることに。樹
脂が発砲スチロールに触れると溶けてしまう
ので、新聞紙を巻く方法をとり、形だけはサー
フボードらしくしたが、これだと重さが15キロ
にもなる。「ほら、ここ」と鈴木氏がうつむい
て頭頂部を向ける。そのボードを載せて運ん
だ時にできたタコが、今も残っていた。
　後に、やっと本物に近いサーフボードがで
きたのは、ウレタン素材を見つけることがで
きてからだ。作業工程は非常に手間がかかっ
たが、バイト先の家具屋さんの店頭に置かせ
てもらうと、できるそばから売れていった。
　そんな頃だ、池袋の百貨店でオーストラリ
ア製のボードが展示されていると聞き、見に
行った。衝撃を受けた。ピカピカに磨き上げ
られたそれは、鈴木氏のいつかは本場へとい
う夢を一気に加速させた。

ゴッデスの祝福
　25歳を目前にして、アメリカへと旅立った。
まだ海外渡航が困難な時代、糸のような伝

つて

を頼りにカリフォルニアに向かい、本格的な
技術を習得する。独学でボード削りを行い下
地もあったため、やがて手腕を認められ、職

人としてオーダーを受けるようになる。一方で、
ステーションワゴンを駆ってあちこちの海岸
を放浪、たっぷりと波しぶきを味わった。
　サーフィンのすべてを学び、彼は帰国の
途についた。その胸には、「一番の板を作ろ
う！」という熱い思いがあった。
　日本のサーフィンは鈴木氏の歩みと重なる
と言えるかもしれないが、サーフィン人口の裾
野が広がるにつれ、ひとつの課題が生まれた。
ロングボードは2メートル80センチある。こ
れを２分割できないものだろうか？「それなら
自動車の運転ができない中高生も電車で運
ぶことができるでしょう」
　しかし人が乗り、加圧次第で折れてしまう
ボード。これを分割するのは容易でなかった。
楔
くさびがた

形の断面を組み合わせたボードを自ら試し
た時、真っ二つになって海に沈んだ。「あれ
は恥ずかしかったですよ」（笑）。階段状にし
た分割部をネジで留める方式も試した。強度
はあったが重すぎた。その研究期間はいつし
か20年にも及んでいた。
　ある時、自らもシニアチャンピオンであるウ
ィンドサーフィンで滑走していて気がついた。
マストだ！「これだと思いましたね。マストの
カーボンパイプも2分割方式です。マストも折
れることがありますが、それは先端で分割部
は強固です」
　かくて２本のカーボンパイプを通し、これ
を組み合わせることで分割を可能にしたTwo 
Pieceは完成した。
「手先の器用な日本人はモノ作りの民。本場
でも成し得なかったことを日本人サーファー
がやったんです」現在、海外から多くの引き合
いがきている。今度は、日本から海外へTwo 
Pieceが海を渡る。日に焼けた鈴木氏をゴッ
デス（海の女神）が祝福する。
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　プラ製カップと同様に、素材となる海苔を
鏨

たがね
で円型に打ち抜くことが作業の第一段階

だ。それを機械にセットして、しわをつけ、押
し込み、熱プレスをすることに。プレス機に
かけるのは、層厚からいって12枚が程よいと
考えた。
　そして海苔は、火で炙

あぶ
っていないものを渡

されていた。海苔屋さんとしては、プレス段階
で火が通ると考えていたようだ。
　実験してみると、プレスする際に、割れてし
まう海苔があった。そこで、緩衝材として上下
に紙を入れた。
　どうやら形は整うようになったが、味が今
ひとつであった。
　今度は、海苔屋さんにちょっと炙ったのり
を用意させた。しかし、これもよくない。しけ
ったような味になってしまう。
「当時、私としては海苔に関する知識がなか
ったので、海苔屋さんが手配するままの素材
を使っていました。海苔屋さんとしては、どう
しても熱成型で焦げるのではという危惧があ
ったんですね」
　完全に火が通った海苔を使うことで、味
は申し分なくなった。だが今度は、重ねた海
苔同士が引っかかってしまう。「海苔には表、
裏があるんですよ。ザラザラする裏面が、引っ
かかるわけですね」
　この問題は、シリコンコートした耐油紙を
成型段階で海苔の間に挟み込むことで克服
した。
　こうして完成した海苔カップは、依頼元の
大手居酒屋チェーンの「三種の海鮮盛り」と
してデビューした。

自社商品の誕生
　その後、海苔屋さんとタイアップして、業
務用のりカップの卸向け製造販売を開始す

ることになった。「これまでは食べられないカ
ップを作ってきました。けれど、今度は食べ
物を売るわけです。海苔屋さんから海苔を供
給してもらうだけでなく、問屋さんを含め販
路がすべて違います。そこを提携したわけで
すね」
　そんな時、あの東日本大震災に見舞われ
た。南三陸にあった海苔屋さんは津波ですべ
てが流され、廃業。のりカップの在庫にも多
大な被害が出た。
　しかし、その海苔屋さんの関連会社を通じ
て、なんとかのりカップの販売ルートは確保
することができた。
　それだけでなく、自社でインターネットショ
ップ『海からの贈り物』を立ち上げ独自販売
を始めた。すると、「カップ自体が食べられる
ので、お弁当箱が空になり、達成感があって
子どもの食が進むようになった」など、評判
に。テレビや雑誌などメディアの注目も集め
た。今や『そのまま食べられるのりカップ』の
商品名でスーパーなどの店頭にも並ぶ。生協
の共同購入商品にもなった。
　味付きの海苔を、との要望の声を受け、
『パリッと！塩のりカップ』を発売したほか、
大豆たんぱくシート、昆布、かつお節などさま
ざまな素材を使ったカップを製造。通販を中
心に展開している。
「今は、味付きのりカップを４種類入りのパ
ッケージにして、商品化できないかと研究中
なんですよ」

お弁当箱が空になる達成感

世界で一番の板を

13かながわ産業 Navi 大賞 2012 特集 BUSINESS LINE  特別号

サーフボード（LONG）、
スタンドアップパドル（SUP）の
2分割の開発

ゴッデスインターナショナル 株式会社
代表取締役社長　鈴木　正

〒253‒0055 茅ヶ崎市中海岸3‒9‒20
Tel.0467-86-1173　Fax.0467-87-4653
設立：1952年2月　従業員数：8名　資本金：1,000万円
http : //www.goddess.co.jp/

そのまま食べられるのりカップ及び
大豆、昆布、かつお節カップ

有限会社 アネスト
代表取締役　宮田 雅章

〒225‒0024 横浜市青葉区市ヶ尾町247
Tel.045‒979‒2722　Fax.045‒971‒5252
設立：2003年7月　従業員数：35名　資本金：500万円
http : //www.anest.biz/
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お申し込みは「産業Navi」Webサイトへ

045-671-7125

産業ナビ 検索

受付時間　平日 9：00～17：00（土日祝日を除く）福祉振興財団

http://www.navida.ne.jp/sangyo/coment/toiawase.html

スタッフが親切丁寧に
対応します。

100万PV
月間アクセス数

2,500社
会 員 数

5
Google ページランク

15年の実績

ページビュー

神奈川県内の中小企業の発展とビジネスチャンスを創出するための支援を目的に、企業
の経営に資する製品・商品・技術・サービス等の情報検索および情報発信を展開してきた
「県内最大の中小企業支援サイト」です。1998年の事業開設以来、県内の経済団体や
商工団体からも多数リンクされており、近隣地域はもとより国内・外まで幅広いビジネス
シーンを意識した広報を可能にします。「元気な かながわ応援します！」を基本理念とし
た「産業Navi」15年の実績が、販路拡大や売り上げ向上のお役に立ちます。

●自社でホームページは持っているけれど…
急に問い合わせが増えました。Yahoo !で調べたら、あるキーワードで産業Naviの
当社ページが最上位に表示されました。
問い合わせが増えたのも、リニューアルされた産業Naviのおかげだと思います。
問い合わせ5件のうち2件が成約になりました。

▶横浜市／試作品製造業
　
●本当にインターネットから引き合いがくるの？
産業Naviを見て大手旅行代理店様からツアーのご予約をいただきました。また、
産業Naviの自社のページを印刷して持参していらっしゃるお客様がますます増え
ています。

▶伊勢原市／アウトドア・レジャー施設
　
●SEO対策に苦労しています…
載せていただいたページが、ねらったキーワードで Google で1番になりました。
［1位／295,000件のうち］。掲載後まだ1週間たっていません。
実は、4年間このキーワードで試行錯誤していました。
ありがとうございます。　　　　　　　　　　　　　　▶海老名市／部品製造業

SEO対策（検索エンジンの高評価）が着実に
お客様の引き合いにつながります！特長①

●たくさんの方に見てもらいたい!
“お知らせ機能（記事書き換え機能）”を利用し始めてから、アクセス数が少しずつ
増えているようです。ありがとうございます。

▶葉山町／コンサルティング業
　
●少しでも早くお客様へ情報を伝えたい!
“お知らせ機能”の更新をこまめにすることで、リピーターのお客様への情報発信
に活用し「いつも変わっているんだな」と思っていただくようにしています。

▶小田原市／飲料製造業

●新規掲載料1ページにつき

20,000円

お客様ご自身で常に情報発信ができるので
新たな引き合いのきっかけを生みます！特長②

初期費用は掲載料金のみ、維持費無料で
引き合い獲得を実現します！特長③

産業　　　は、お客様のインターネットでの
引き合いアップを全力で応援します。
Navi

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

取材・文 ＝ 上野 歩 （うえの・あゆむ）
作家。著書に小説すばる新人賞を受賞した『恋人といっしょになるでしょう』、『朝陽のようにそっと』（以上、集英社）、
『ふれあい散歩 じんわりほのぼのエッセイ』（郵研社）など。
創作活動の傍ら会社案内や企業のインタビュー記事の取材執筆を手掛ける。
公式ホームページ『上野亭かきあげ丼』 http://www.uenotei.com/

とは
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カッコ悪い仕事
　井出隆夫氏は、明治40年創業の理容店の
三代目である。やんちゃな高校時代も終わり
を告げようとしていた頃、ふと見た父と母の
後ろ姿が寂しげだった。男兄弟３人、兄２人
は、すでに大学に進学し、店を継ぎそうにな
い。自分が、との思いがふと沸き起こったが、
それは目標や夢を持った決意ではなかった。
「自分にとって床屋はカッコよくない職業で
したね」そんな思いのままに、父の勧めで大
阪に住み込みの修行に出た。厳しい毎日だっ
た。朝早く起きて店の掃除、洗濯、店が閉ま
った後も砥石でカミソリを研ぐ。終わるのは
いつも夜中の零時過ぎだった。
　平塚に帰ると、両親とともに店に出た。
「いわゆる父ちゃん、母ちゃん、ボクちゃん
商店です」そして、鏡に映る自分の姿を見て、
「いつのまにか、オレもカッコ悪いと思って
いたこの商売にどっぷりと浸かっているじゃ
ないか、と思ったりしました」と言って笑う井
出氏。

技術コンクールで日本一に
　そんな頃、理容組合の先生から、技術コン
テストの誘いがあった。
　刺激を求めて出場したが、結果的にショ
ックを受けた。全出場者47人中46位だった。
「ゴルフならブービー賞でいいんでしょうけど
……でもね、気がつきました、うちが流行ら
ないのは、店がボロいからでも、駐車場がな
いからでも、年が行った両親がやってるから

でもない。オレの技術がないからだって」
　そして決意した、「いつかは日本一になって
やる！」と。そこで、30位になった理容師をコ
ーチする先生の勉強会に参加した。
「私は、一足飛びに進歩するような器用な人
間じゃない。一歩一歩着実に習得していくし
かないと思っていましたから」
　手取り足取り教えてくれるわけではなかっ
た。先生がカットやセットするところをじっと
見て、メモを取った。そうやって勉強した。
　そして30歳でついに頂点に立つ。全国大
会で日本一になったのだ。「それまで成功体
験がなく、失敗を周りのせいにばかりしてい
ました。しかし、自分が変わらないと技術を
習得できないことを、そのプロセスの中で知
ったのです。」

経営のチャンピオンへ
　理容師として日本チャンピオンになり、新
店舗フレッシュ・モア・ライオンをオープンす
る。「私が８月の獅子座生まれにちなんだ店
名ということにしてました。でも、本当の意味
は、ライオンは群れで動きます。まだ１店舗で
したが、いつかチェーン店化したいという夢
があったんです」
　北海道から九州まで講習会に飛び回る一
方で、着実に自分の夢を実現させた。だが、
４店舗目オープンの頃、ある連帯保証を引き
受けたことから、多額の借金を背負い、すべ
てを失う。
　４店のスタッフ20人に、「今日をもって店
がなくなる」と伝え、今後についても便宜を図
るつもりでいた。しかし、彼らから返ってきた
のは、「マスターと一緒に働きたい！」という

言葉だった。
「そう言われた時が、私の経営者としての本当
のスタートでした。自分は、彼らを食べさせてや
ってたと思っていた。しかし、彼らに私が食べさ
せてもらっていたんだ、それが分かりました」
　その後、事情を知った常連客の運送会社
の社長が店を買い取ってくれた。有難かった。
そして、社員＝技術が残った。皆がその腕を
存分に振るい、店を買い戻すこともできた。
　井出氏は現在、株式会社玄の代表取締役
としてライオンファミリーグループでさまざま
な業態の店舗を展開するほか、湘南ビューテ
ィーカレッジ専門学校や職業訓練校を運営
しながら、後進の指導に当たっている。その
働きながら学べる仕組みづくりは、理容業界
でも先進的なものだ。
　先進的といえば、今回受賞した『Happy 
Face』もそうだろう。昨年11月にオープンし
た辻堂駅直結の複合商業施設にある同店は、
これまでの概念をまったく変えたものである。
理容店での顔そりは、男性のサービスとして
は普通のものだ。しかし、女性が理容店に顔
そりや眉毛のデザインのために行くことはカ
ッコ悪く抵抗を感じてしまうことも。ここで
考えたのが、女性による、女性のためのお顔
そり専門店である。「確かに、顔そりも、眉
毛のデザインも理容店で行っていることです。
しかし、顔に添える手の力加減、顔をそる順
序やスピード、それらは研究し尽くしたもので、
まったく新しい技術なんです」そしてこのサ
ービスを、女性のために女性が。
　理容はもはやカッコ悪い仕事などではない。
『Happy Face』は、最先端サロンとしてブ
ランド化することだろう。

最先端サロンとしてブランド化

女性による、女性のためのお顔そり専門店

株式会社 玄
代表取締役社長　井出 隆夫

〒254‒0014 平塚市四之宮5‒8‒20
Tel.0463‒53‒1023　Fax.0463‒53‒1023
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