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建設施工管理技士の資格を持っています」
　事業名については最後まで決まらなかっ
たが、カリアゲと名づけた。由来は、社長の
ヘアスタイルにちなんで？　と訊いてみる
と、「違います」と福井氏は笑った。

施工会社である強み
「古い物件を直して本当に入居者がいるの
か？」「数百万もかけて、賃金は回収できる
のか？」という不安感が所有者にはあるは
ずだ。「契約期間中オーナーに支払うのが
賃料の10％というのは安すぎるのでは？」
と危惧したりもしたが、思ったより順調な
スタートが切れた。
リノベーション実績を多く持つ施工会社で
ある同社が、この事業を行ううえでの強み
は、まず、限られた予算の中で魅力ある建
物にし、古い物件ならではの価値を生み出
す技術である。また、施工を自社で実施す
ることにより、収益面での利点もある。不
動産会社など、施工会社以外がこのような
サービスを実施しようとしても、リノベー
ションを発注する費用がかかる。そのため
空き家所有者への保証賃料を除いた賃料
収入からリノベーション費用を回収するの
は難しい。

サポートを必要とする
物件をこそ
　カリアゲをスタートさせた最初の年から
100件以上の問い合わせがあり、そのうち
の80件を現地調査した。その中から実際

にカリアゲたのは２割ほどである。
　それでは、カリアゲできなかった築古物
件とは、どんな物件か？
　たとえば、３連棟、５連棟といった長屋の
真ん中の棟をカリアゲてほしいといった場
合には、壁がつながっていて耐震施工がで
きなかった。
　また、カリアゲ物件はどうしても都心近
くなど賃料を高く設定できる建物が多くな
る。というのも、施工費用は変わらないの
に、賃料が低くては、回収するのに時間が
かかってしまうからだ。カリアゲ期間は６年。
その間、投資した額を３年半～４年で回収
しなければならない。
カリアゲの対象物件が、築30年以上で１年
以上使われていない空き家に限定されてい
るのはなぜか？　たとえば築25年で半年
くらい使われていない空き家ではいけない
のか？　そのほうが利用価値が高くはない
だろうか？　そうした疑問を福井氏にぶつ
けてみた。「自分で所有している物件は自
分で管理すべき、というのが私の考えです。
自分でトライしたけれどやりようがない。そ
れが当社のサポートを必要とする時です」

社会問題は真逆に進む
　空き家は今後も増加の一途をたどること
が予想されている。18年に発表される統計
では1000万戸にまでなるといわれる。
　空き家の中には、充分に管理が行き届い
ていない住宅もあり、倒壊や放火の被害が
危惧され、ごみの不法投棄や悪臭が発生
するなど地域住民の生活に深刻な影響を
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社名はルームサービスの略
　株式会社ルーヴィス代表取締役・福井信
行氏の実家は不動産業を営む。祖父の代か
らのその不動産屋は、横浜駅西口に店舗を
構え、半径1.5㎞圏内の不動産管理を行う。
　福井氏は学生時代から、賃貸需要が減り、
空き家が増えている家業の実情を知った。
そうした中で、空き家をリノベーションして
貸し出すシステムを考案したが、不動産屋
側の社員、物件のオーナー双方が年配者で
あり、実現するのは難しかった。
　そこで、福井氏自身がこれを行おうと、
2005年にルーヴィスを設立した。
「借りること、直すことを込めたルーム
サービスを略しました」―それが社名の
由来である。

ついに時は来た
　設立当時は住宅のリノベーションを専門
に行う工務店の存在はまだ珍しかった。そ
のため個人宅の改修の注文が殺到し、空き
家のリノベーションという目的は頭の隅に
置いておきながら、日々の業務に当たって
いた。

　設立から８年が経った2013年。総務省
の統計で、空き家が全国で820万戸、東京
都でも約81.3万戸あると発表された。
　いよいよ、当初の目的に立ち返る時が来
た、と福井氏は確信した。
　この時点で延べ600件の個人宅の改修
工事を行う実績を積んでいた。デザインが
よく、住みやすい改修を行うノウハウも蓄積
していた。
「始めるのにちょうどよいタイミングだっ
たかもしれません」
　福井氏が考案した空き家をサブリースす
る事業とはこうだ。
　築30年以上で１年以上空いている空き
家を対象に、同社が借り上げて、自費でリノ
ベーションを施したあと、一定期間転貸（サ
ブリース）する。空き家所有者は改修費の

負担はなく、同社はサブリース期間中に得
られる賃料から改修費を回収する。改修費
用は、査定賃料の42ヵ月分を上限とする。
　契約期間は６年間。その間、賃料の１割
は空き家のオーナーに入る。
　契約期間中、空き室や滞納が発生した場
合もオーナーへの賃料を保証。契約期間中
のメンテナンス費用もオーナー負担なし。
　入居者の募集、入退去手続、トラブルや
苦情への対応も代行する。
　契約期間終了後は、物件は店子付きで
オーナーの手元に戻り、オーナーに賃料の全
額が入ることになる。物件については、引き
続き同社が管理・運営を行う契約も可能だ。
「現在は宅建の免許を取得していますが、
サブリースの場合には、特に必要な資格は
ありませんでした。もちろん改修については

空き家サブリース「カリアゲ」
及ぼしているケーも少なくない。15年に空
き家対策特別措置法が施工され、自治体
が、近隣に悪影響を及ぼす可能性のある空
き家所有者に対し、空き家管理の是正を助
言・指導できるようになったことからも、こ
の問題の深刻さを窺い知ることができる。
そのままにしておくと将来地域に悪影響を
及ぼしかねない古い空き家をリノベーショ
ンし、入居者を誘致、適切な管理を実施す
るカリアゲは、地域の安全・衛生・景観を
保全することにつながり、周辺住民の不安
解消にも寄与することとなる。
「私の目的は、空き家を減らすことです」
―したがって、競合他社が現れても一向
に構わないという。
耐用年数が過ぎた物件は担保できないも
のだから金融機関からの融資を受けられる
までに時間がかかった。「自己資金だけで
は、何十件も借り上げてリノベーションで
きませんからね」
　リノベーションにあたっては、「契約期間
終了後に手もとに戻すオーナーさんがどう
したいのかではなく、賃貸として借りたい人
の使い勝手を考え、コストとして逆算して
ゆく」と福井氏は語る。社員14人。ひとりが
２～３件を担当し、改修工事は職人を外注
する。
　今回の受賞については、「産業Navi大賞
は、新しく開発した技術でメーカーが受賞
するものだと思っていました。カリアゲのよ
うなサービスを評価してもらえたことが嬉
しい」と感想を述べる。「これまでのビジネ
スモデルは人が増えることが前提でつくら
れてきた。今後は、これまでの社会問題と
は真逆になっていくでしょう。そこに当社の
ノウハウをアプローチしていきたいと思い
ます。



しかし一方では、微生物が危害の要因とな
る場合もある。危害要因となり得る微生物
を制御するために、食品加工工場では微生
物を持ち込まないことを目的として、室内
環境の浄化度を高める手法が広く求められ
ている。
　その浄化度の確認のため、一般的に環境
中の微生物汚染度を測定し、同時に浮遊菌
及び落下菌を抑制するためのなんらかの対
策が必要である。
　浮遊菌及び落下菌対策に市販の空気清浄
機で微量のオゾンを発生させるものがある
が、浮遊菌や落下菌の除去は期待できない。
また、市販の超音波式加湿器などで噴霧及
び加湿する方法では、長期間使用するとカ
ビや一般細菌などが加湿器内に発生する。
そのため、市販されている殺菌剤を使用し、
除菌、消臭をしながら加湿する方法を行っ
ている施設もある。
　病院、介護施設、幼稚園、乳児院など多
くの人が共同生活している場所で細霧化し
て噴霧使用するためには、人や室内環境に
弊害がないことが必要であるが、このよう
な条件に対応できる除菌剤はなく、市販さ
れている混合水には基準値以下の臭素酸
や塩素酸などが含まれているものが多い。
　微酸性電解水は安全性が高く、人や動物
がいる場所でも、安全、安心に噴霧するこ
とが可能。同社では微酸性電解水を霧化す
る技術開発を行っており、実際に病院など
の施設にも導入されている。

脱臭効果
　微酸性電解水を噴霧することで、養鶏場
の脱臭に消臭剤以上の効果も認められ、多
数の導入があった。さらに、病院、介護施設、
生ごみ処理場、肥料工場などで新しい脱臭
システムとし実績を増やしている。
　畜産業の最大の悩みは悪臭である。近隣
住民にとっても大きな問題となっている。

「知名度が上がり、微酸性電解水の有効性
をアピールできる機会が広がっていいこと
です。弊社内で製作している案内パンフレッ
トに受賞について記載したいと思います」
と笑顔で語る。
　さらに、微酸性電解水については、野菜
類の活性化の研究が進められてもいる。
　市販の野菜類を高濃度の微酸性電解水
で洗浄すると、ボリュームが増し、食感や
鮮度がよくなる。
「これは、最初の頃、殺菌の効果と考えて
いたんです。しかし、微酸性電解水に溶け
込んでいる活性酸素がグルタチオンを増加
させることで食感、鮮度がよくなったので
は―という仮説に至りました」
　その実証試験を行ったところ、仮説が証
明された。
「私が日曜日に購入した野菜を、月曜日に
会社の研究室に持ってきて、１～２時間微酸
性電解水を噴霧しておきます。すると、アシ
タバやミツバなど、しおれていた野菜がぴ
んぴんしてきます。トウモロコシは甘味が出
てきます」
　切り花やプランターに植えた生花にも効
果が認められているそうだ。
「将来的に、ひよっとしたら人間の若返り
効果も期待できるかもしれません」
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殺菌効果のある水
　塩酸を電解槽で電気分解し、電解液と水
を混合することで生成される高濃度な微酸
性電解水は、殺菌水として有効である。
　人体に悪影響のある菌類の殺菌を主目
的として食品工場、病院、介護施設などで
使用されている。消臭や感染症予防にも効
果がある。
　微酸性電解水生成装置により、ものづく
り部門でかながわ産業Navi大賞優秀賞を
受賞したのが株式会社ホクエツである。

　長らく大手化学工場に勤務していた鈴
木正喜氏が、1985年に設立したのが同社。
社名は、鈴木氏が新潟県出身であることを
由来とする。
　インドネシアにニッケル実験プラントをつ
くることがきっかけで始めた会社だった。そ
の後、半導体エッチングガスなどを無害化
する装置の開発や製作をするようになった。
　そして、半導体関連だけでは、と始めた
のがこの微酸性電解水の開発及び研究
だった。

塩害がない
　希塩酸を、電解槽で電気分解して得られ
るのが微酸性電解水だ。その性状は人肌に

近く、安全性が確認されたことで2002年
６月に厚生労働省から食品添加物の「殺菌
料」に指定された。これにより、食品などの
殺菌が使用可能となった。
　ところが、この時点の有効塩酸濃度は10
～30ppmで、ノロウィルスや芽胞菌などに
は有効ではなかった。
　しかし、2012年４月、厚生労働省は規格
区分の改正を行い、有効塩酸濃度を10～
80ppmに拡大した。これにより、ノロウィ
ルスや芽胞菌に対する殺菌効果を持つよう
になった。
　食塩が入った原料である希塩酸を電気
分解し生成すれば塩害が発生する。しかし、
原料が希塩酸のみである場合は、塩の残留
による障害が起きない。希釈塩酸を原料と

する微酸性電解水は、環境を汚染せず噴霧
使用できる唯一のものである。
　2014年３月には、農林水産省・環境省よ
り食塩を含まない原料を電気分解した有効
塩素濃度10～60ppmの微酸性電解水は、
特定防除資材（特定農薬）に認可され、農
業や養蜂関係の感染予防に使用が始まった。

安全、安心
　人々を取り巻く環境には、数多くの微生
物が存在する。酒、味噌、納豆、漬物などの
発酵食品に代表されるように、人間は昔か
ら微生物を有益なものとして利用し、人と
共生することにより快適な生活を維持して
きた。
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　家畜臭、家畜業の大規模化に伴うふん尿
の増加、農村地域の都市化による住宅の近
接化。
　悪臭で近隣地域から苦情が発生し、自治
体もこれに応じるしかないことから、改善
されない場合は行政指導、改善勧告、改善
命令、罰則と行政強化されていく。ただし、
自治体も家畜業者も適切な脱臭方法が見
つからず、解決に至っていない実例が多数
存在する。
　臭気分子は高速で空気中を移動している。
霧化した微酸性電解水を噴霧しておけば、
悪臭が接触して反応し、無害物質に変化し
て消臭する。微酸性電解水は、臭いの原因
ともなり得る空中浮遊菌も不活性化できる
のだ。
　微酸性電解水を散水、噴霧することでア
ンモニアなどの悪臭や獣臭に脱臭効果が得
られ、大きな地域貢献となっている。

野菜を活性化させる
　同社独自の新技術としては、生成した微
酸性電解水の濃度と㏗を自動測定する装
置がある。
　検知機能は、有効塩素濃度、㏗ともに独
立して検知し、目標値と比較して警報を発
する。これまでのセンサーは高価で、メン
テナンスにも手間がかかっていた。同社の
センサー装置はメンテナンス費用が不要だ。
同業他社では実現していない、生成した微
酸性電解水の濃度と㏗を自動測定するセン
サー、高濃度微酸性電解水が生成可能な
装置は、すべて同社が内製している。
　ラインアップとしては、微酸性電解水の
生成機、噴霧器、小型で持ち運びに便利な
携帯用、微酸性電解水のおしぼり機、その
他、微酸性電解水の濃度と㏗を自動測定す
るセンサーを備えた業務用の大型機などが
ある。
　今回の受賞について鈴木氏は、
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環境を汚染しない
塩害のない電解水

株式会社 ホクエツ
代表取締役社長　鈴木 正喜
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微酸性電解水生成装置

ものづくり部門

AP 中型ユニット

Apia60 足踏み式 ネギのシャワーリング
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目に見える光
　まず、可視光線について語ろう。可視光
線とは、肉眼で感じることのできる光線で
ある。波長の短長によって赤から紫まで俗
にいう虹の七色の感じ方が違う。波長とは、
波の山から次の山までの距離である。この
距離はnm（ナノメートル＝10億分の１メー
トル）という単位で表される。
　波長の短いほうから紫外線・可視光線・
赤外線となる。つまり紫外線とは、目で見え
る紫の外側であり、赤外線とは、目で見え

る赤の外側ということになる。
　可視光線の波長は380～780nmの範囲
である。この中でブルーライトと呼ばれる
380～495nmの紫～青色の光は、目によ
くないということでなんとなく認知されて
いる。
　筆者も先頃、目の検診を受けた結果、白
内障の初期症状であると診断された。そし

て、この診断結果を、LEDバックライトの
パソコンディスプレイを日がな一日眺め続
けるための職業病であるとあきらめていた。
ブルーライトを軽減させるメガネを掛けて
いたのに……と不平を垂れつつ。
　これを株式会社ジンボ常務取締役・神保
徹氏に伝えたところ、「ブルーライトだけで
なく、紫外線に隣接した高エネルギー可視

光線という領域が、どうやら大きな影響が
あることも分かってきました。現在その対
策が重要と言われています。」と優しい笑
みで諭された。
　かように、ブルーライトとは、メガネとは
について正しい知識を、一般人（あるいは
筆者だけか？）は、持ち合わせていないの
である。

ブルーライト用メガネは
もう古い？
　ブルーライトは目によくないらしい。だか
ら、ブルーライト用メガネを使用している人
も多い。
　では、ブルーライト用メガネとはなに
か？　そして、目によくないとはどういうこ
となのか？　それを神保氏に訊いてみた。
　緑、赤、青などに発光するLEDという素
子には、白色がない。そこで、青色LEDを
黄色YAGという蛍光物質に当てることで
疑似的な白色LEDをつくり出す。この波長
455～465nmをピーク波長とする対策用
プロテクトメガネとして主に流通している
のが、ブルーライト用メガネである。
　ところが近年になって、従来のブルーラ
イト対策では不充分であるという事実が、
ドイツの医学博士の研究発表によって判明
し、世界に衝撃を与えた。波長411nmの短
波長光は、網膜の中心にある黄斑物質を酸
化ストレスによって破壊し、失明の原因に
もなる危険因子であるというものだ。
逆説的にいえば、411nmカットでない古い
ブルーライト用メガネやUV（紫外線）カッ
トメガネでは、重篤な眼病のリスクが高ま
ることになる。

世界唯一のITシステム
　現在、ブルーライトメガネはさらに進化し、
ブルーライトを含むHEV（高エネルギー可
視光線）とUVを強力にブロックするHEV
対策レンズが主流になりつつある。
　しかし、各メーカーの性能差が不明で、
消費者の目的に沿ったレンズを比較でき
ないという問題があった。株式会社ジンボ
J-EYE事業部は、この驚異的な性能を持
つHEVレンズのスペクトル解析システムを
独自開発し、メガネ店に設置して消費者が
目的に合ったメガネが購入できる世界唯一
のITシステムを確立した。
　さて、JR南武線向河原に
ほど近い同社を訪ねてみる。
すると、驚いたことに商店街
にある普通のメガネ屋さん
だったのである。
1955年に神保氏の父、國
治代表取締役が貴金属やメ
ガネの小売店を東京で創業。
その後、現在の地に店舗を
構え、74年に法人化した。
　神保氏はかつて、昼は大
学で電子工学の学生、夜はメ

ガネの専門学校で眼鏡光学を学んだ。「コ
ンピュータの仕事をしたかったのですが、
店を継ぐことが決まっていました。それで、
学生時代から幾つも仕事をするつもりでい
たんです」
　1970年代の学生時代からソフト開発を
はじめ、独学で画像処理システムを開発し
ていた。テレビカメラで取り込んだ画像を
さまざまに加工することで、科学史を変え
るほどの新たな発見が可能な技術に心が
躍らされた。
　画像解析では、被写体の大きさや長さを
測る。これにより接触できない対象や、近
づけない対象の面積や体積を推測するの
だ。溶岩ドームなどがそうである。大きさを
知ることで、崩落を予測できる。こうしたソ
フト開発のスキルを、神保氏は捨てたくな
かったのだ。

ユーザーに
直接触れるのがメガネ店
　卒業後はジンボに入社。昼はメガネ屋、
夜はソフトウェアの開発者となった。店で
働き始めて間もない頃、米国流通業視察
に参加し、初期のPOSシステムを導入して
いる流通企業を見学。このシステムに強い
興味を持った。まだバーコードが普及して
いない時代だったが、帰国後には実験的に
店のPOSシステムとバーコード印刷ソフト
ウェアを自分でつくっている。
　自店以外のソフト開発者としても、ある
アパレル会社の社長からの依頼で、独自の
在庫管理・顧客管理システムを受託開発し
た。かと思えば、都会で天の川の撮影を可
能にするシステムを構築。これと併せて、専
門誌で連載する自然科学ライターも務める
という多才振りを見せている。
「ある事象とITをくっ付ける、翻

インタープリター
訳者であ

りたかったんです」
　アメリカで初期のPOSシステムを見学し

株式会社 ジンボ
代表取締役　神保 國

くに

治
じ

〒211‒0011 川崎市中原区下沼部1747 トゥインロフティ 1F
Tel.044‒434‒8888　Fax.044‒433‒6839
設立：1974年8月　従業員数：2名　資本金：1,000万円
ht tp://www.j -eye.com

研究開発のメガネ店

HEVスペクトル解析サービスによる眼鏡販売
PC-SPECTRUM64／HEV2

サービス部門

開発者　常務取締役 神保 徹氏

てから10年近くが経ち、同店は川崎市内
のメガネ小売店として初めてPOSを導入し
た。通常は使いこなすのに半年はかかると
ころをたった２ヵ月で本稼働させる。その
際、同店独自に構築したバーコード管理方
式に目を付けた大手メーカーから小売店向
けPOSシステムのセミナー講師の依頼を神
保氏が受けて担当。その関係で、当時は旧
通産省・中小企業大学校の講師も担当した。
「ただのメガネ屋のオヤジですよ」と謙遜
する神保氏。しかし、そのメガネ屋としての
ビジネスにも怠りない。
　大手チェーン店を中心にメガネという商
品ジャンルは、ユーザーが本来求めるもの
とは離れ、画一化されていく。購入者は、よ
り値段の安い商品を求めるようになり、価
格が下がる。こうしたコモディティーが引き
起こすのはメガネの使い捨てへの道である。
一方で、町のメガネ屋は、ビジネスモデルに
も検査方法にも変化がなく、価格競争ばか
りに翻弄されている。
「そこに風穴を開けたかったんです」と力
強く語る神保氏は、高機能メガネに徹底的
にこだわった。それには、消費者が自分の
メガネを選択できるシステムが必要である。
かながわ産業Navi大賞サービス部門優秀
賞を受賞したHEVスペクトル解析サービス
もその一環である。「今回の受賞は、いろ
いろな意味でプラスに転化するでしょう」
と喜びの弁を述べる神保氏は、研究開発の
メガネ店を目指す。
　メガネのソリューションシステムとディー
プコンサルティングにより、ユーザーの抱え
る目の悩み―それはひとつやふたつでは
ない―を真に解決する。HEVスペクトル
解析サービスは、アップグレードとソフトの
バージョンアップにより、日本中のメガネ屋
さんを元気にする。
「エンドユーザーに直接触れているのは
我々メガネ店です。だからこそ、ユーザーマ
インドを発掘できるんです」

解析結果レンズ解析



うりんぼうオープン
　その後も、「うちで頭になってやってみ
ないか」と誘われて、雇われ料理長として１
～２年やっていると、「“やめようかな”と言
い出すんです。何店か勤めてもその繰り返
し」と妻・りか氏が当時を思い出して笑う。
「きっと、そろそろ自分の店が持ちたかった
んだと思うんです。でも、踏ん切りがつかな
いようでした」
　2000年７月７日、ついにうりんぼうを
オープンさせる。賃貸住宅の１階を店舗に
改造し、２階を住居にした。厨房は決して
広いとは言えない。けれど、狭いところで
ちょこちょこ身体を動かす、あのリズムが
大西氏には合っている。そういえば、理系
の学生だった大西氏にとって、料理が因数
分解だと感じることがある。料理は段取り
が八分。焼く、茹でるなど共通する要素を段
取りの中で同時進行させる時、因数分解に
似ていると思うそうだ。
「忙しい時だけ手伝ってくれればいい」と
オープン前に伝えたりか氏は、常に店に出る
ことになった。いや、うりんぼうは、りか氏の
客あしらいのよさで持っているのかもだ。

地物の出盛りの
野菜を使って
　はっきりとした店のビジョンがあって始
めたわけではなかった。「自分が経験した
もの、自分が持っているものを活かし、お
客さまとのやり取りの中で、少しずつ余分
なものが削られ、自分が求めているものが
分かってくる。そうやって店の方向性が決
まってきたのは10年してからでしょうか」と
大西氏。
　本来、和食とは自分たちの国の料理。そ
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うりんぼう
代  表　大西 敬介

〒240‒0111 三浦郡葉山町一色1050
Tel.046‒875‒4623　Fax.046‒875‒4623
設立：2000年7月　従業員数：2名
ht tps://www.urinbou.jp

経木の「おもてなし弁当」と
ＮＥＷロゴマークで売上ＵＰ！

販 売 部 門

厨房のリズム
　うりんぼうのロゴマークの完成度の高さ
に驚く。いや、デザインについて門外漢の
筆者が“完成度”などという言葉を使うのは
よそう。単純に、このロゴマークに見惚れる。
深く印象に残るし、楽しい気分になる。
　これは、そんなロゴマークを考案し、おも
てなしの心を込めた弁当を生みだすことで、
経営の危機的状況から復活したひと組の夫
婦の物語である。
　うりんぼう店主・大西敬介氏は、23歳
の時に大学を中退して料理の道に入った。
きっかけは、大学２年の冬休みに鎌倉の小
さな料理店で皿洗いのアルバイトをしたこ
とだ。短期のアルバイトだったが楽しかっ
た。飲食店という場所、そこに集い束の間
の時を過ごす客たち、そうした全体的な雰
囲気も好ましかったが、「なにより、厨房と
いう狭い場所で、ちょこちょこ身体を動か
すあのリズム感が、自分に合っていたんです。
学生時代は、ほかに土木作業の仕事もしま
したが、あの厨房でのリズムは自分のその
後のゆく道を決定づけるものでした」。

自らの料理を求めて
　葉山の老舗料理屋で10年間修業した。そ
こで学んだ会席料理は、しかしながら自分
の目指す料理ではないな、と感じた。
「私がつくりたいのは、こうしたいかにも
“料理屋料理”然としたものではないと思っ
たんです」
　大学をやめて料理の道に進もうという考
えを友人に伝えた際、読書家の彼に、「辻
嘉一を知っているか？」と訊かれた。知らな
いと応えたら、「それでよく料理人になろう
と思ったな」と言われ、この人の本を読むよ

うに勧められた。辻氏の本をたくさん読み、
示唆を受けることも多かったが、やはり目指
す料理とは違うと考えた。むしろ、鎌倉在
住の料理研究家・辰巳芳子氏の著書に記さ
れた家庭料理に興味を持った。
　自分の料理がつくりたいという願望が
あってこの道に入ったが、まだそれがつか
めたわけではなかった。会席料理から離
れ、勉強のために洋食屋で２年間働いた。
最初は戸惑いもあったが、新鮮味もあった。
ここで吸収するものは吸収できたと思う。
「今でも友人に料理を食べてもらうと、“こ
れは和食の世界のものではないよね”と言
われることがあります」

れなのに、どこか緊張してしまうのも和食。
もっと身近で肩の凝らない和食があっても
いいのではないか。「お客さまに“緊張感の
ない和食”と言われた時、我が意を得たりと
いう気持ちになりました」と店主が笑う。
　自分が求めているものと客の思いが合致
し、安くはないが高くもなく、ちょくちょく
きても飽きられない。店の品書きの中心に
ある食材は、三浦半島の野菜だ。「地物の
出盛りのものを使おう。それなら、うまくて、
料金も抑えられる。そう思いました」
　一番の評判料理は茶碗蒸しである。なに
も具の入っていないプレーンな茶わん蒸し
に、夏の今なら黄色いトマトを小さく切って
載せ、赤いトマトのとろみのあるジュースを
かける。秋は豆乳のスープに焼きナスをトッ
ピング。冬はカブのポタージュを茶碗蒸し
にかける。

苦境を越えて
　自分の料理と店の方向性をつかんだ
2011年、東日本大震災が発生した。
　店のもうひとつの看板である穴子は、被
災地となった宮城県気仙沼港から取り寄せ
ていたが、まったく取れなくなった。折から
自粛ムードで、外食産業は下火。計画停電
で営業さえもできない状態が続いた。
　この時のしわ寄せが大きかった。もとも
と自己資金が潤沢な状態で始めた店では
なかった。資金繰りに窮して、３年前には店
を閉めることも本気で考えた。
　大西氏の友人の経営コンサルタントが、
「おカネをかけないでできることが、まだ
あるんじゃないか。ロゴマークをつくるとい
い。店の名前だけでは印象に残らなくても、
ロゴマークなら見た人の中に残るはず」と
アドバイスしてくれた。それで、ふたりで一

生懸命に試行錯誤したのがこのロゴマーク
だ。葉っぱは葉山の山を、波は葉山の海を
イメージしている。月は盃の形に似ている
と大西氏がアイディアを出した。魚の絵は、
りか氏が描いた「うりんぼう」である。イサ
キの幼魚を市場でそう呼ぶ。黄色いはっき
りとしたシマがイノシシの子「うりぼう」に
似ているのが由来だ。店名の文字もりか氏
の手書きである。
「小さいけどうまい―小さな店だけどう
まいぞって意味でつけた店名なんです」と
大西氏が照れ笑いすると、「この人ったら、
お店がない時からその名前を決めてたんで
すよ」と、りか氏が店主を見やる。
　品書きにはなかったが、たまに地元企業
からお弁当の注文がまとまって入ることが
あった。来店客数には限界がある、売り上
げを支えてくれる一品としてお弁当を始め
よう。経木の折箱を使おうと決めた。常連
客のミュージシャン、大貫妙子氏からライ
ブ会場でお弁当を売ってほしいと注文が
あった時、経木の折箱でとリクエストがあっ
たからだ。経木は抗菌性に優れ、ご飯もべ
たつかない。高級感もある。そして、お弁当
のメインになるのはと考えた時、「店主は
穴子をさばくこと、穴子を料理することが
得意なんです。それで―」煮穴子のちらし
寿司をメインにとふたりで決めた時、気仙
沼の穴子漁が復活した。
　開店前の朝、昼に予約客がない時、夫婦
で手分けしてロゴマークの入ったチラシを
ポスティングして回った。
　産業Navi大賞に応募したのは、りか氏。
「独自の取り組みで２期連続で売り上げが
上がったことが応募条件とありました。自
分たちの取り組みと努力を、ぜひまとめて
世に出したいと思ったんです」。

小さいけど
うまい店

ロゴマーク
経木の「おもてなし弁当」
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その他ビジネス部門

株式会社 芝技研
代表取締役　福島 健太郎

〒239‒0832 横須賀市神明町1‒52
Tel.046‒838‒5620　Fax.046‒838‒5622
設立：1980年7月　従業員数：105名　資本金：5,700万円
ht tp://www.shibagiken.co.jp

深孔加工技術の海外展開

　受託加工を始めて５年後の94年、福島氏
に言わせれば、「掘っ立て小屋のよう」な工
場を横須賀市大津町に設立した。立ち上げ
メンバーのひとりだった福島氏は、ベニヤ
板や溶接機を持ち込み、工場を手づくりし
た。「今は懐かしい思い出ですが、当時は
本当に大変でした」と笑う。
　2001年、旧宇宙開発事業団（現JAXA）
向けの研究開発部品の受託加工を開始し

た。衛星用レンズ部品の加工である。宇宙
レンズは分厚い。それに深い掘り込みを行
うところから深孔加工は始まった。

新工場竣工と
リーマンショック
　03年、横須賀市内川に横須賀工場を移
転。04年には横浜工場を横浜市金沢区に

開設、大型光学部品加工を開始した。05
年には横須賀工場が、神奈川県中小企業優
良工場の表彰を受けている。また同年には、
横浜第二工場を増設。
　順調な歩みを続ける同社は、06年久里
浜テクノパークに新工場を竣工。横浜から
工場をすべて移転させた。
　そしてそのあと間もなく、リーマンショッ
クに直面する。仕事は90％減少した。
「やばいよ、やばいよ、と思いましたね」
　それが３ヵ月くらいすると嘘のように立
ち直った。
「半導体の成長が止まらないからですよ。
それだけ最先端の技術にかかわれていると
いうことなんですね」

深孔加工
　一方で同社の深孔加工の技術も進化し
ていた。国内の大手メーカーから光ファイ
バーのプリフォーム材や、半導体製造装置
部品などの孔加工を継続的に受注するよう
になった。
　外径40～170mm、長さ300～1000mm
の石英ガラスの棒に１～60ヵ所、孔径1.5
～20mmの貫通孔加工を行う。孔の内面に
は鏡面研磨加工も施す。
　深孔加工は小さいドリルで行う。硬脆性
材料に対してのみ行える技術である。
同社で開発した加工方式のため、自社設計

の加工機と工具を利用することで達成でき
る技術だ。
　特長としては加工した孔加工の精度は高
く、曲がりはほとんどない事だ。
光ファイバーにおいては、同社の深孔加
工技術を利用することにより、石英プリ
フォーム材の大型化が達成できる効果とし
て、石英材の端材料減少による省資源化も
期待できる。
　同社の深孔加工技術については、孔加工
時の面がきれいなことも特長として挙げら
れる。
　競合技術として、超音波振動を応用した
孔加工法があるが、加工可能長さは400㎜
程度で加工面の品質もよくない。

海外展開
　海外に半導体関連の基地がある同社は、
深孔加工の海外展開に乗り出す。語学に堪
能なスタッフを採用し、PRを開始した。
　アメリカ、ヨーロッパ、中国に紹介した結
果、国内では唯一と認められていた技術が、
海外においても競合がない高いレベルにあ
ることが分かった。アメリカ、ドイツ、中国、
フランスその他の大手研究所などへの納入
につながり、売り上げ増を達成した。
　その実績により、海外営業担当を1名か
ら４名に増やし、さらに拡大する予定だ。
同社でもっとも差別化できる技術、小径孔

加工の海外PRを強化していく。半導体製
造工程に使用される消耗部品をさらに世界
に展開することで、半導体市場のコストダ
ウンや歩留まり向上にも寄与していく。そ
れと同時に、同社の負荷検出機能付きマシ
ニングセンターなども海外強化する予定だ。
　海外展開について同社SE部参与・八木
仁氏は次のように語る。
「海外は経営の仕組みは違うが、提案し、
宿題をもらい、新たに提案するというやり
取りは日本と同じです。そうした中で、お客
さまに満足してもらうための技術を提供し
ていきます」
　今回のかながわ産業Navi大賞優秀賞の
受賞について福島氏は、「日本で大手メー
カーさまに納入させていただく中で、海外
にもお客さまがいるだろうと考えての横展
開でした。引き合いが増えたことはもちろ
ん嬉しいですが、弊社独自の技術が世界に
認知されたのがなにより嬉しいです。そこを
評価されたことが、今回の受賞になったの
だと思います。ニッチな技術ですが、競争力
を発揮してさらに世界にアピールしていき
たいと思います」と感想を述べた。
　同社の深孔加工機については、販売も予
定している。「ひとつの技術を開発したら、
それだけで儲けようと抱え込んでいてはダ
メ。商品化して外部に売り、そして次の開発
に向かう。そのサイクルをつくることが大切
だと思います」と福島氏は胸を張る。

次の開発への
サイクルを
つくる

精密ガラス加工機の
開発販売会社
　株式会社芝技研は過去20年間、セラミッ
クス・石英ガラス等に高精度な深孔（長い
孔）をあける技術を、国内メーカーに展開し
ていた。この技術を海外メーカーに横展開
し、新規受注を開発したことでかながわ産
業Navi大賞優秀賞を受賞した。
「深孔加工は、ずいぶん前から当社では
行っていた技術です」と同社代表取締役・
福島健太郎氏は言う。
　では、同社の歴史をひもといていくこと
にしよう。
　芝技研は、1980年に福島氏の父、洋一
氏が葉山町で設立した。当初は工作機械全
般を販売する会社であった。
　その後、半導体の部材となるウェハー、
フォトマスク及びハードディスク用面取り
加工機の開発販売を行うようになる。それ
まで、ハードディスクは、アルミでつくられ
ていたが、後にガラスが用いられるように
なっていた。これとともに、同社ではシリコ
ン、ガラス、セラミックなどの精密加工機の
設計・販売にほぼ特化するようになった。

受託加工を開始
　しかし、機械の販売だけでは売れたり売
れなかったりの「ギッタンバッコンが激しい
です」と福島氏。
そこで、89年から加工の受託を開始した。
金属加工会社は競合他社が数多く存在し
たが、硬脆性材料加工についてはまだ少な
く、また、社内に加工機開発用のテストライ
ンもあった。

福島社長（左）と八木参与
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町の隅々にまで目が行き届く
　筆者は東京練馬区在住である。と、なん
でこんなことを書くかというと、「ねりまち
レポーター」というシステムがあるのを、練
馬区の区報で読んで知っていたからだ。そ
れを株式会社アーバングラフィック代表取
締役・大出博司氏に伝えたところ、「うちの
システムですね」と満面の笑みをたたえた。
さて、かながわ産業Navi大賞奨励賞を受賞
したそのシステムとはなにか―。
　スマートフォンが持つカメラやGPS、メー
ルの機能を利用して、住民がまちの不具合
を手軽に通報できるシステムである。「道
路に穴ぼこが開いている」「カーブミラー
が傾いている」「ガードレールが壊れてい
る」「倒木などで道の通行ができない」そ
ういった行政側が気づきにくい細かな不具
合を、住民の力を借りることで、早期に解決、
改善することを可能にした。住民自身により、
町の隅々まで目が行き届くというのがいい。

一度は頓挫したシステム
　アーバングラフィックは1989年設立、測
量業者が測定してきたデータを地図化する
業務をメインで行っている。
　扱うデータのほとんどは公共測量だ。道
路や河川など、公共の管理地と民間の所有
地との境界線を地図上で確定。施設管理も
行う。
　こうした仕事の流れの中、管理地である
道路補修のサブシステム的なところで、相
模原市では、2004～2008年にかけて、従
来型の携帯電話で同様の通報システムを運

用していた。
「道路などの不具合を市役所の受付や電話
などで住民の皆さんから通達があるのです
が、情報がまちまちでした。そこで、もうひと
つのチャンネルとして設けられたのが、この
システムだったんです」
　しかしながら、機種や通信会社ごとに仕
様が異なるなど、継続的な利用が困難だっ
た。新機種が出るごとに仕様変更しなけれ
ばならず、また、無数に出現する新機種が、
いつ、どこのキャリアから発売されるかを検
証するだけでも時間がかかった。
　一方で、住民側も登録して使う人、システ
ム利用して通報する人も少なく、結局は頓挫
してしまった。

ついにハードが追いついた
　スマートフォンが普及していく中で、同社
は誰でも気軽に通報できるアプリを相模原
市と協働で開発する。「ついにハードが追い
ついた、と感じました」
　さまざまな地理データを、衛星やコンピュー
ターなどを利用して収集、分析、処理し、地
図情報とその他の情報を統合的に活用する
GIS（Geographic Information System
＝地理情報システム）との連携や、近景写
真と遠景写真の２種類の写真を活用するな
ど測量業者としてのノウハウを活かしたシス
テムだ。現場の位置情報の特定や状況判断
が容易となるため、迅速で円滑な対応が可
能となる。
「写真による不具合の報告で、補修のため
にどんな部材が必要かが、一度現地に足を
運ばなくても分かりますからね」
　通報した情報が現在どのような状態（受
付・対応中・完了）であるかをweb上で確認
でき、行政側と住民との双方向でのやり取
りを可能に。状況が目に見えることで、行政

に声が届いているという実感も湧く。
　住民サービスの向上＝住民が町の課題を
簡単に伝えられ、行政側が速やかに対応す
る仕組みと体制づくり。行政への住民参画
の推進＝住民が参画しやすい環境、システ
ムの構築。業務の効率化、時間短縮＝住民
のニーズを的確に把握し、対応、回答を行う
までの過程のシステム化。以上の３つが開
発コンセプトである。
　2015年４月から相模原市の「パッ撮る
ん。」が本稼働。その後、座間市「なおして
ざまりん」、大阪府豊中市「まちカメくん」、
東京都町田市「みちピカ町田くん」などが
次々オープン。現在は８自治体で運用され
ている。
　幅広い年齢層が所持するスマホ。誰にで
も分かりやすい画面構成に加え、簡単な操
作で気軽に通報できるため、親子そろって
や高齢者の利用もますます見込まれる。通
学路での危険個所など、子ども目線でしか気
づけない不具合の改善につながれば、町内
パトロールはもちろん、子どもたちに地域へ
のかかわりを実感させる貴重な体験となる。
「記念受験ではありませんが、軽いノリで申
し込んだつもりが受賞に結びついてびっく
り」と喜びを語る大出氏は、「ハードウエア
の最新バージョンに対応できるようアンテ
ナを張るのはもちろん、要望にひとつひと
つ応えていきたい」と今後の抱負を語った。

住民自身により
町の隅々に目が行き届く

株式会社 菜の花商事
代表取締役　平賀 英樹

〒259‒1307 秦野市横野89‒5
Tel.0463‒75‒1930　Fax.0463‒75‒1930
設立：2007年4月　従業員数：1名　資本金：300万円
ht tp://nanohana-sg .com

株式会社 アーバングラフィック
代表取締役　大出 博司

〒252‒0206 相模原市中央区淵野辺4‒32‒11 2F
Tel.042‒756‒3554　Fax.042‒754‒4923
設立：1989年7月　従業員数：8名　資本金：1,000万円
ht tps://www.urban-g .co.jp

インスタントコーヒーが炭火焙煎に
「まずは試食を」と株式会社菜の花商事代
表取締役・平賀英樹氏が用意したのはベー
コンだった。爪楊枝を渡されたので、ひと切
れ食べる。スーパーで普通に売っているベー
コンである。「では」と、平賀氏がベーコン
をバーナーで炙り始めた。ただ、そのバー
ナーの先にはなにやら見慣れないものが装
着されている。黒い練炭のような形状をして
いた。これこそが、かながわ産業Navi大賞
奨励賞を受賞したAMGHバーナー（遠赤外
線炭火バーナー）である。炙ったものを試食
してみるとガス臭もなく、「！」なるほど炭火
で焼いた味―そう、バーベキューの味に
なっているのだ。
「こちらもどうぞ」と差し出されたのは紙
コップに入ったコーヒーで、口に含むとイン
スタントであることが分かる。だが、もう１杯
のほうはというと、深煎りローストである。
「インスタントコーヒーの粉を、AMGHバー
ナーで炙ったんです」と平賀氏がにやりと笑
う。「香りとコクが出て、酸味がなくなってい
るでしょう」
　では、インスタントコーヒーを普通のバー
ナーで炙れば深煎りになるかといえばそう
はいかない。ただ焦げ臭くなり、味もおかし
なことになるばかりだ。

発明家の名前
　プラスチックの切削加工を行う会社で、
営業と現場の仕事に従事していた平賀氏は、

客先で合成樹脂以外にもゴムやステンレス、
木などの材質についても相談を受けるよう
になった。そこで、多方面に学び、対応する
中で、多品種の工業部品を扱う商社として
2007年に設立したのが菜の花商事である。
　必死に働いたが、売り上げが落ちてきた。
そこで平賀氏が気づいたことは、「今まで
は人のために尽くしていなかったな」という
ことだった。自分が、人のためにやってきた
ことといえば、単価を下げることだった。見
積もりの額を下げれば、相手は喜ぶ。しかし、
自分は苦しむ一方。デフレに加担しているよ
うなものだった。
「勘違いしていたんですよね」そして改めて
思い直した、本当に人のために尽くす仕事を
しよう、と。
　自社製品を開発したいという思いは以前
からあった。発明家の血が騒ぐのは、やはり
「平賀」という名前からか？
「平賀源内ですか―子孫でもなんでも
ありませんが」と笑ったあとで、「実は息子
の名前は源

ゲン
といいます。さすがに源内とは

付けられませんでした。源
ゲン

外
ト

にしようかと
迷ったりもしたのですが……」
　そして平賀氏、食べ盛りの中学生である
源君に「うまいものを」との一念からつくっ
たのがAMGHバーナーだったのである。

赤外線が旨味と香りを凝縮
　食べることが好きだった平賀氏だが、寿
司屋で食べる炙り寿司が好きではなかった。
テレビでも炙り料理の流行が伝えられてい
るが、疑問視していた。ガスには、法令に
よって付臭が義務化されている。嗅覚でガ
スの漏洩を感知できるようにとのものだが、
このにおいが料理に移ってしまうのだ。
　また、源君が卒園した地元保育園は、親
と園児が一緒に富士登山を行う伝統がある
など、卒園後もOB会の結束が強く、現在も
200人が集まるバーベキューパーティー等
が行われている。炭火で焼いたものはおい
しい、冷めてもおいしい。そういえば昔、七
輪で焼いた魚のにおいと歯触り舌触りはよ
かった。炭火と七輪による遠赤外線効果、そ

れから炭火の香りが魚に移るためだ。あの、
炭火の味を自分でつくり出せないだろうか？
　仕事柄、材質にはくわしい。試行錯誤した
ものを市販のバーナーに装着して肉を炙っ
たところ、それはバーべーキューの味だった。
源君が喜ぶ顔を見て満足し、売り物にする
気はなかった。
　馴染みの寿司屋に持っていき、使っても
らってみたところ、店主が目を丸くするのを
見て、「これは、人を幸せな気持ちにできる
ものかもしれない。食べている時間は平和
な時。その時間を、もっと幸福にできるかも
しれない」そう考えた平賀氏は、商品化を
決意。その後、保育園のOB会を通じて有名
シェフが知ることとなり、雑誌で紹介され
るとAMGHバーナーの知名度が一気に加
速した。
　AMGHバーナーは多くの赤外線を照射
する。遠赤外線は水分を蒸発させ、食材の
旨味や香りを凝縮させる。液体にも効果を
発揮し、ラーメンスープやあら汁なども味を
マイルドにする。
　地元・秦野を見晴らす菜の花台が社名の
由来。地域に支えられて平賀氏は、「皆に喜
んでもらえる私の愛の形がこれ」と笑う。

人に尽くす
ということ

AMGHバーナー（遠赤外線炭火バーナー） GIS（地理情報システム）を活用した
まちの不具合を解決・改善する通報アプリ

平賀社長（左）と渡辺シェフ



オールラウンドプレーヤーに
「これも当社でつくったものです」とANA
テック株式会社専務取締役・安藤知史氏に
渡された金属のストラップには〔製鉄所横
須賀151〕という文字が刻まれていた。社
内でデザインし、レーザー加工したものだ
という。そう、横須賀は、近代日本のルーツ
となった製鉄・開国の町だ。かながわ産業
Navi大賞奨励賞を受賞した「Iron Life（ア
イアンライフ）」は、横須賀から発信する
オーダーメイドの金属製家具ブランドである。
　ANAテックは2007年、知史専務の父、
準一社長が設立した。薄物板金・厚物板金
の加工を行う。CAD図面の制作から金属板
材の切断、穴あけ、曲げ、溶接までのいわゆ
る板金工程を一貫して行う体制を整備して
いる。
「旋盤しかできない、溶接が専門というの
ではなく、社員にはオールラウンドプレー
ヤーを目指すよう声がけしています。ひとつ
の機械について、最低ふたりは使えるような
体制は整えています。担当社員が休んで機
械が止まらないようにね」と準一社長は語る。
　受注製品は電車の車両がメインだが、産
業機械部品、半導体部品、造船関係など
顧客は多く、業種の状況に左右されるこ
とのない運営を行う。１ロットあたり１～５
個、40～50アイテムを短納期で取り扱う多
品種少量対応を強みとして取引先企業から
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株式会社 光レジン工業
代表取締役社長　大野 仁

きみ

生
お

〒243‒0206 厚木市下川入649
Tel.046‒245‒3721　Fax.046‒245‒5120
設立：1970年3月　従業員数：26名　資本金：1,000万円
ht tps://www.frp -hikari .com
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の支持を得ている。「相手の欲しいものを
先回りして考える―私は製造業ではなく
サービス業と考えています」と準一社長。

製造業は地元でもっと活躍できる
　1865年、江戸幕府がフランス人技師レ
オンス・ヴェルニーを招き、横須賀製鉄所を
開設した。その後明治政府により、横須賀
造船所への改称が行われた。造船で幕末か
ら2000年まで活躍したスチームハンマー
が展示される記念館が市内のヴェルニー公
園にはある。
　横須賀製鉄所の開設から150年以上の月
日が流れ、市内の製造業においては大手企
業の閉鎖や撤退が加速した。ただ大手企業
の下でぶら下がっているだけのやり方では
通用しない。だが、そういう時代だからこそ、
製造業はアイディアと工夫次第で地元や市
外県外でもっと活躍できるはず。
　鉄、ステンレス、アルミなどの金属材を、
さまざまな手段を駆使して製品加工する同
社。加工寸法は極小部品から長尺や大き
さを選ばず対応し、納期は今日の今日とい
う即日納品希望にも対応する。受注方法も
CADソフトで製図されている図面から手書
き図面、さらには「これと同じものを」「こ
の部分に合うサイズの製品を」などの受注
の際には、採寸し図面を引き加工といった
一品物製作の対応も多く受注してきた。
　客先のニーズに合わせた対応は、本業の
みでなく、受注形態が一般消費者向けビジ
ネスでも充分可能であるはず。これまでに
蓄積した加工技術と経験で金属家具市場に
挑戦すべく同社が生みだしたのがオーダー
メイドインダストリアル家具ブランド「Iron 
Life」なのだ。

異業種との連携
　同社の社員の平均年齢は28歳と非常に
若い。準一社長は地元の小学校～社会人の
サッカークラブチームの代表を務めている。
その関係からの入社も多い。「選手として長
く見ているので、人間的なところが分かって
いるし、親御さんからも信頼を得ています」
と準一社長は語る。
　知史専務は、若い社員らに、「自分たち
がつくった目に見える製品をデリバリーし
た時に、お客さまが喜ぶ表情を見せてやり
たいんです。それが、仕事のモチベーション
アップにつながります」と言う。車両部品で
あれば、天井の中や壁の中、床下など、人の
目に触れないものをつくることになる。家
具なら家庭で、子どもからお年寄りにまで
目で見て、手に触れてもらえる。それに、家
具の試作品ならば経験の浅い社員にもリス
クが少ない。溶接がきれいでなくても味に
なったりする。「電車や造船の部品をつくる
技術がほかで活かせるというのは、技術の
幅が広がるというより、知識の幅が広がる
んです」と知史専務。
　アイアンライフ事業は、子ども教育（イン
ターン）や学生との金属製家具共同製作な
どを通じて地域に根づき、モノづくり企業
を知ってもらう取り組みの一環である。家
具製作により、金属以外の工務店とのつな
がりが広がり、地元ビアレストランでアイア
ンライフのショールームを展開するなど異
業種との連携も増えた。「お客さまからの
スケッチをCADで起し、製作途中で写真に
撮って投げ返したり、モノづくりのキャッチ
ボールの楽しさを真に体感できています」
と知史氏は笑う。

ANAテック 株式会社
代表取締役　安藤 準一

〒239‒0836 横須賀市内川1‒7‒23
Tel.046‒838‒4860　Fax.046‒838‒4861
設立：2007年6月　従業員数：13名　資本金：1,000万円
ht tp://anatech.jp/hp

「光」の意味
　筆者はこの７月、ある取材で広島市に出
掛けた。地元に住む取材相手が運転する車
に乗せてもらい、「あそこでも―」と先日
の豪雨の被害を耳にする。哀悼の思いとと
もに、被災した家屋が市街地にあることに
驚いてしまう。災害はすぐ身近で発生してい
るのである。
　かながわ産業Navi大賞奨励賞を受賞し
たCL－HIKARiは、震災で発生した津波や
家屋倒壊時に、速やかに避難スペースを確
保し、生命を守るための防災機器だ。

　株式会社光レジン工業は1970年に現代
表取締役社長・大野仁生氏の父、勝三氏が
設立した。社名の由来について大野氏に訊
くと、起業の際、先代が京都の高名な僧侶
に「光」という字を付けるといいだろうとの
教えを受けたから、という応えが返ってきた。
レジン（resin）は樹脂の意の英語である。
「しかし、それも本当は定かでなくて、先代
の連れ合い、つまり私の母の名前が光子だ
からかもしれません」と冗談とも真実ともつ
かぬ感じで大野氏は言って笑う。

多品種生産工場への変革
　勝三氏は技能検定の国家資格である１級
FRP成形技能士として、強化プラスチック
成形技能検定委員会委員長や、東京都職業
能力開発協会主席検定委員などを務め業
界の発展に尽くす一方で、悲運にも見舞わ
れた。
　大野氏が中学２年の時だ。当時25人いた

従業員のうち20人が、継続的に受注してい
た仕事とともに引き抜かれてしまったのだ。
「ある日から、夕飯のおかずが３つからひと
つになってしまったのを覚えています」と大
野氏。
　大野氏は、1995年に20歳で同社に入社。
当時はトラック部品に特化したFRP（強化
プラスチック）工場だった同社の業態に対し
て、徐々に危機感を抱くようになる。
　新規の営業先を開拓し、ホームページを
リニューアルするなどして、多品種を生産
する工場へと変革を目指す大野氏。従業員
数も35人に増えていた。ところがリーマン
ショックにより、当時は依然として収益の柱
となっていたトラック部品が７分の１に激減。
そこはなんとかしのいだものの、今度は東
日本大震災の影響で大いなる打撃を受けた。
「単なる下請けではダメだ。メーカーにシフ
トしなければ―そう本気で思うようにな
りました」

脱出・救助が可能にこだわる
　そんな時だ、ある会社から小型のお椀型
シェルターを製造販売したいので、FRP部
品をつくってくれないだろうか？　という相
談があった。大震災後である、その必要性
に、当時取締役だった大野氏は使命感から
協力することにした。ところがこの商品、組
立に不具合があって、雨漏りや、果ては海に
沈むなどのクレームが殺到した。
　光レジン工業は、この会社と決別し、独自
の防災シェルターの開発に挑むことにした。
まずは丸型のHIKARiを製造販売する。
　そして、これをさらに機能性と強度をアッ

プしたのが箱型のCL－HIKARiである。
　突如の直下型地震で家屋倒壊に襲われた
時、一般家屋の２階部の総重量は約10トン
といわれる。これに押しつぶされないよう耐
荷重力32トンに耐えられる。構造材に難燃
樹脂を使用しているため強い耐火力を持つ。
　津波で沖合に流されたり、洪水で濁流に
流された時、大人４人が乗っても水に浮き、
救助を待つことができる。また、優れた保
温性を持っているので、外気の暑さ、寒さの
影響をやわらげるなど居住性にも配慮して
いる。
　ボディがオレンジ色なのは、海難救命色
として国際的に採用されているからだ。瓦
礫にまぎれたり、海上を漂流する事態に
なっても発見・救助がしやすいカラーである。
「海上で、自ら脱出できること。中で人が気
絶してしまった場合に、外部から救助がで
きること―この二点に徹底的にこだわっ
た」と大野氏は熱く語る。これを実現するた
め、水に浮いた時にはハッチが上部になる
よう自動的に重心がスイングする構造を設
けた。
　基本コンセプトは押し入れに入って生活
空間を侵害しないサイズ。「四角いシェル
ターだから、上にも物を置けるでしょう。」
　開発の苦労を尋ねると、「いっぱいある」
との返事。中でも、組み立て用にキット化に
向けての設計は大変だったという。そこに
は、常に水密性がかかわってくるからだ。だ
が、「トライアル・アンド・エラーも今はいい
思い出」とさわやかに笑う。「人の命を守る
製品がつくれたのは従業員にとっても誇り
です」

人の命を守る誇り
モノづくりの真の楽しさを体感

震災時に命を守る防災・救命シェルター
「CL-HIKARi」

若きモノづくり集団の挑戦！
オーダーメイド家具『Iron Life（アイアンライフ）』

自動スイング機能でハッチが上部へ

横須賀ビール店舗

リビングでの設置例

安藤準一社長（右）と安藤知史専務
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創業者の名を冠して
　坪井食品は1901年（明治34）、現在の
代表取締役社長・坪井裕平氏の祖父である
鶴
つるさぶろう

三 郎氏が創業し、45年に株式登記した。
　かながわ産業Navi大賞奨励賞を受賞し
たオリツルサイダーは、創業者の名前に由
来する。
　坪井商店は製造した生

なま
麩
ふ

やこんにゃくを
近隣の料亭やすき焼きの店、八百屋などの
商店に納めるところからスタートした。
　大きなタンクでこんにゃく粉を溶かし、撹
拌機にかける。のり状にしたものを型に流
し込み、ボイラーの蒸気で蒸す。そのあと冷
却すると、こんにゃくになる。こんにゃくは、
鍋料理やおでんに用いられる冬の食材であ
る。夏は暇になるので、商売の手立てを考え
なければならない。そこで、店にある大きい
タンクと撹拌機、ボイラー、冷却器を使って
なにかできないかと考えた。

“まずい”がなければ“うまい”もない
　日本のサイダーの発祥の地は横浜である。
英国人ノースレー氏が、清涼飲料水製造機
械の販売会社を立ち上げ、1868年（明治
元年）に外国人居留地でレモネード、ジン
ジャーエールなどの販売を始めた。これにち
なみ、坪井食品は夏場にサイダーの製造販
売を開始した。炭酸発生装置があれば、大
きいタンクと撹拌機で砂糖水をつくればサ
イダーができる。ボイラーでビンごと蒸し上
げて殺菌し、冷やすための冷却器もあった。
1927年、オリツルサイダーの誕生である。
　たちまち評判となったこのサイダーは、砂
糖不足の戦時は製造を中止したものの、終
戦後は米軍の接収施設のマッカーサー劇場

やゲーリック球場などに納入された。
　ところがその後、大手清涼飲料水メー
カーに押されてしまい、60年代半ば以降は
サイダーの製造機械ごと同社から消えてし
まった。「私も子ども時代はコーラを飲んで
いましたから」と笑う現社長の坪井氏も、オ
リツルサイダーはごく幼い頃に手にしている
写真が残っているばかりだ。
　一方で、同社のこんにゃくは今や学校給
食と昔からのお得意さんに納入する程度で
厳しい。「うちのこんにゃくはまずいと言わ
れたことがないんですよ」
　こんにゃくを固めるために石灰を入れる。
うまいこんにゃくをつくるためには、どれ
だけ石灰を入れないかが職人の腕の見せど
ころだ。ところが、石灰を減らせば、賞味期
限が３日程度になる。「そんなこんにゃくを、
スーパーも小売店も求めていません」

コラボ企画と季節商材で成功
　かつて鎌倉ブランドのこんにゃくと豆腐
を販売する店を立上げたこともあった坪井
氏だったが、紆余曲折の末、家業を継ぐこと
に。店の状況は相変わらず厳しかった。統
計によると日本人ひとりが１年間に食べる
こんにゃくは、10年前からすでに１枚を切っ
ている。
　2001年、創業百周年を迎えた坪井食品
は、オリツルサイダーを復刻した。明治時代
のレシピに、横浜の美味しい水を活かした
現代風の炭酸飲料として改良を加えた。そ
れをお得意さんに配ったところ「懐かしい
ね」「いいね」と好評だった。それが新聞記
事になると、当時の地サイダーブームが人気
に火をつけた。
　坪井氏は、オリツルサイダーの本格展開
に乗り出す。サイダーのほかラムネの製造

販売も開始した。販売方法は店頭販売や
飲食店での取り扱いが基本だが、他社商
材、季節商材やキャラクターとのコラボレー
ションを企画し、商品化して新分野への参
入に成功した。たとえば、京浜急行や横浜
DeNAベイスターズとのコラボ、米酢を使っ
た寿司サイダー。節分の時期には包装をの
り巻き風にした恵方巻サイダーとして好評
を得ている。
　そのほか、カクテル世界大会で優勝した
バーテンダーにコンサルティングを依頼し、
炭酸水、トニックウォーター、ジンジャー
エールの製造販売もスタート。ガス圧の強
い炭酸水が流行っているが、あえてガス圧
を抑え、シャンパンのような泡の持続性が
ある、なめらかでアルコールに馴染むよう
な炭酸水にした。トニックウォーターは、キ
ニーネという植物を使用するが、劇薬扱
いで輸入できないため、アジアのトニック
ウォーターとしてカルダモンを使っている。
　ジンジャーエールは、ショウガ本来の香
りと辛味を活かした。いずれも自社製造自
社配送で、地域に根づく展開をしている。
「ショウガだけでジンジャーエールをつく
ると透明になります。色が付いていないか
らと選ばれなくてもいい。うちのトニック
ウォーターでつくったカクテルはまずいでも
いいじゃないですか。しかし、ほかとは違う
ものが横浜でなら飲める。“まずい”があるか
ら“うまい”があるんですから」

発祥の地 横浜から“オリツルサイダー”復活

坪井食品 株式会社
代表取締役社長　坪井 裕平

〒231‒0056 横浜市中区若葉町2-30
Tel.045‒251‒5289　Fax.045‒251‒5289
設立：1901年11月　従業員数：4名　資本金：1,000万円
ht tp://www.orituru-cider.jp/

横
こ こ

浜でしか
飲めないものがある

坪井社長（左）



株式会社 アルファーツアーズ

株式会社 IMAGINE

株式会社 イーバイク

ウォータータイト工業 株式会社

株式会社 エース・E&L

神奈川ツルマフーズ 株式会社

株式会社 ガイアフィールド

株式会社 教育ネット

株式会社 桂花楼

株式会社 工揮

料材開発 株式会社

株式会社 聖亘トランスネットワーク

丹沢檜工房

株式会社 太陽住建

中田クリーニング

株式会社 長寿乃里

注目の企業
神 奈 川 県 内 の 新 規 事 業 に 取 り 組 ん で い る

が んばる

社名 ： 五十音順

情報サービス業（医療教育システム開発・販売）

卸売業（抗菌サンゴ・繊維製品の抗菌）

機械・装置製造業

建設コンサルタント業・測量業

建築材料卸売業

超音波洗浄装置・超音波バリ取り洗浄装置の製造販売

製造業（照明器具部品）

水産物製造加工卸売業

金属加工全般

製造業

地質調査コンサルタント

IT関連事業

サービス業

IT技術を利用したヘルスケア、ビューティケア製品の開発・販売

インターネット関連サービス業、農業サービス開発・運営

電子回路基板製造販売

株式会社 テレメディカ

南信産業 株式会社

日本テクノ 株式会社

日本ミクニヤ 株式会社

フィスコインターナショナル 株式会社

株式会社 ブルー・スターR&D

松菱電器 株式会社

株式会社 マーケティングイン谷屋

有限会社 三春工業製作所

株式会社 ＭＥＭＯテクノス

株式会社 明倫開発

株式会社 メビウス

株式会社 ライブフードプロデュース

株式会社 リキッド・デザイン・システムズ

株式会社 Ｒｏｏｔ

株式会社 ワイ・ケー電子

旅行業

ストレスチェックサービス、メンタルヘルスチェックサービス業

モータ・コントロール開発

建物改修工事・新築防水工事

電子機器設計・製造・販売

食料品製造業

建築・不動産業

教育関連事業

飲食業

機械製造業

PETボトル成形機メーカー及び容器・資材の開発・販売

運輸業、情報通信業

木製品加工販売

リフォーム事業、太陽光エネルギー事業

クリーニング業

製造・小売業

取材・文 ＝ 上野　歩（うえの・あゆむ）
小説家。最新刊は『キリの理容室』（講談社）。近著に『墨田区吾嬬町発ブラックホール行き』
『わたし、型屋の社長になります』『削り屋』（以上、小学館）などがある。

上記企業の皆様に “かながわ「産業Navi大賞」” を応援していただいています。

資料請求から掲載まで 「あんしん・かんたん」「あんしん・かんたん」「あんしん・かんたん」

資料請求 制作者
説明

申込 制作 掲載

045-671-7125
神奈川県経営者福祉振興財団まで

まずは資料請求

www.navida.ne.jp/sangyo/

資料請求フォームから。

お電話でお気軽に。

産業ナビ

TEL

WEB
検索

（受付時間　平日9：00～17：00）


