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東村山イノベーションサポート事業の特長とは？

事業者の成長可能な
仕組み作りをサポート
Profi l e

Inter view

事業者がハンズオン支援を活用する
ことのメリットを教えてください。

経済産業大臣登録

中小企業診断士

宮崎秀和

東 北 福 祉 大 学 卒 業 後、 婦 人 服 の 企 画・ 製 造・ 販 売 会 社（1 部 上 場 ）
にて店舗運営管理責任者を経験した後、マーチャンダイザーとして
外部環境分析、仕入予算計画立案や商品企画・計画などを経験。退
職後、中小企業診断士を取得。現在はフリーのコンサルタントとし
て、地域活性化、農商工連携、農業者の６次産業化支援などを中心に、
新規事業立上げ、ビジネスモデル構築、コンセプト立案、商品開発（デ
ザイン・販路コーディネート、ブランド化サポート等）、事業計画策
定支援業務などで数多くの実績を上げる。東村山市のハンズオン支
援にはスタート当初から携わり、のべ５社の販路拡大・新規事業サ
ポートを担当した。

まずは皆さんのお話をしっかりと
うかがうことから始めていきます。

多くの小規模事業者は、日々起こる経営課題に対し

事業者さんによっておかれている状況や課題がそれ

て、相談相手がなかなかいない、あるいは相談相手が

ぞれ違いますが、最初はとにかく現状のお話やご要望

いたとしても、本音で話せる相手が身近な人にいない

をうかがいます。全てを出し切ったところで、解決し

ケースが多いとうかがいます。これまでの公的な支援

たいことについて、取り組むメリットやデメリット、

制度や無料相談などでは、スポットで１～２回相談す

優先度の整理や取り組み方法について、議論を深めて

る機会を得ることはあっても、その後のフォローアッ

いきます。ときには事業者さんがやりたいことを形に

プまで十分に出来ることは少なく、課題は認識出来て

するべく、課題解決を図るための資料やイメージ
（写真

も、日々の業務の中で、その課題に取り組み、成果を

や図表）をお持ちし、より具現化出来るようにアドバイ

出すところまで続けるのは容易ではないと思います。

スします。そして、取り組んだ結果の姿を分かりやす

今回のハンズオン支援は、約１年間に最大５回、しっ

く提示し、想定される可能性や課題、リスクをお話し

かりと時間を使い経営課題の抽出を行い、課題を分析

しながら、事業者さんに選択肢を提供していきます。

し、優先度を整理し、次の支援までに考えるべきこと、

そして、支援の結果、つまり到達点のすり合わせを行い、

取り組む内容を決めて、実施することが出来ました。

支援を進めていきます。

日々、事業で多忙な中でも、期限を決めて、その課題
と向き合う時間をつくる。なかなか大変なことだと思
います。しかし、今回の経験がきっかけで、どの事業
者さんもその後継続して、現状の経営と向き合う時間
を作るようになっているとうかがっています。

事業者さんがやりたいことを
形にするのが専門家の仕事です。
よく事業者さんから「先生（専門家）に指導された
ことを対応出来るかが心配です」と、ご相談をいただ

毎年３月に、ハンズオン支援を受けた事業者さん同

くことがありますが、支援はあくまでもそれぞれの事

士で取り組み成果を共有する事業報告会が行われ、各

業者さんに合わせて進めていくので、ぜひ正直にその

者が自社の課題にどのように考え、取り組みを行い、

状況を話してみてください。専門家は取り組み内容を

成果を出すことが出来たかを知る機会となりました。

強制することはありません。また、たとえ現状では難

このような場はそれぞれの取り組み内容や成功ポイン

しいようなことでも、事業者さんが取り組みたいと言

トを知ることはもちろんですが、その会社が必要とし

うことに対して、専門家がそれ自体を否定することは

ていることを知るきっかけにもなります。もし、一緒

ありません。心配されている点、困っている点を改め

に取り組みたい会社が見つかった場合は、その会社が

ておうかがいし、ネックとなっている部分を解決でき

今後どんなことに取り組みたいかを知り、自社の方向

るように一緒に取り組みますので安心してください。

性と照らし合わせて、お互いにメリットやデメリット

今回の支援事業では、新たな事業に取り組むのにあた

になる点を想定し、提示しあうことで、取り組みしや

り、新たな投資への不安からなかなか意志決定が出来な

すい環境が整えられるのではないでしょうか。その際

いという場面がありました。その不安要素を取り除くた

はハンズオン支援で議論したことが活用できると思い

めに、実際に販売用ＰＯＰの作成や販売コーナーの装飾

ます。まず大切なことは、自社の希望をしっかり伝え

イメージ提案、新たに人を雇った場合の採算の合う事業

るとともに、相手の要望に真摯に向き合うことですね。

計画の作成など、さまざまな資料やイメージ案をご提示
しました。そうした中で、具体的な課題解決方法が見え
てくると安心につながり、議論も活発になり、さらに新
たなアイデアが生まれ、実現されていきました。

専門家と相性が合わないときは
どうすればよいでしょうか？

今後、東村山イノベーション
サポート事業を利用する方へ
アドバイスをお願いします。
東村山イノベーションサポート事業のハンズオン支
援は長期的なスパンで行われます。短期的な取り組み
だけで一喜一憂するのではなく、成果をあげていこう

専門家支援は全てが順調に進むわけではありません。

と決め、腰を据えてしっかり取り組む意志を持つこと

支援を行う中では、その専門家と「どうしても合わない

が大切です。誤解を恐れずにお話しますが、何事も決

な」と感じることがあるかもしれません。これも出会

める権利は事業者さんにありますが、リスクも事業者

いですから、やり取りをしていく中で、相性が合わな

さんにあります。ですが、リスクを減らし、成果を出

いと感じることはどうしても発生してしまいます。も

すために一緒に知恵を絞るのが専門家の役割です。時

ちろん、合わない場合は専門家を変えることも一つの

には、厳しいことを言うかもしれませんが、それは、

選択肢です
（笑）
ですので、第一印象はもちろん大切です

目の前の事業者さんのためだと、心を鬼にして、話し

が、ご希望を伝えていただき、納得いく点、納得のい

ています。少し二の足を踏むようなことを言ってしま

かない点について、意見交換出来たらいいなと思いま

いましたが、まずは相談してみてください。何事も話

す。私たちも出来る限り皆さんの悩みや課題、希望や

をしてみることがスタートラインです。普段思ってい

ゴールイメージなどを引き出せるように取り組みます。

る悩みや課題、実現したいことを気軽に話してみてく

うまく言葉がまとまっていなくても、論理的に整理さ

ださいね。

れていなくても、言葉のキャッチボールを続けること
で、着実に向かうべきゴールへ進んで行けました。つ
まり、お互いのことを知ることがとっても大切ですね。
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支援事業者同士の新たな取り組みも
増えてきました。さらにその輪を広げる
ために必要なことは何でしょうか？

※ハンズオン支援など東村山イノベーションサポート事業の
最新情報は東村山市役所のＨＰ等にてご案内しております。
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豊島屋酒造株式会社
所在地

東村山市久米川町3-14-10

ハンズオン支援前に抱えていた課題

連絡先 042-391-0601

公式サイト

http://toshimayasyuzou.co.jp/

■企業プロフィール
慶長元年（1596）、江戸の神田鎌倉河岸に
酒店「豊島屋本店」を創業。昭和初期にその
酒蔵「豊島屋酒造 」を東村山に設 立。東 京
最古の酒店であり、都内で残り少ない酒蔵の
一つとされる。良 質の地下水と厳 選 米、伝
統の技 術によって醸 造した酒は、全国新 酒
鑑評会で数多くの金賞を受賞。明治神宮と
神田明神の東京二大神社に御神酒として代
表 銘 酒「金 婚正 宗 」を納める。平成 28 年
に交流スペース「縁醸しの場」を整備。

今後の展開

当初、
「縁醸しの場」
の集客に課題を感じ、
スペースの活用方法、
周知方法を模索する

東村山をさらに盛り上げるべく、
地域コミュニティの場としてさらに進化を目指す

縁醸しの場を整備し、様々なイベントの開催、共同企画イベ

縁醸しの場の認知度が上がってきているなか、次の一手とし

ントの提案が増加。しかし、自社には、酒蔵全体を会場とし

て、直売スペースを道の駅のように地元の特産品が揃った地

た年 1 回のイベント「豊島屋フェスタ」をはじめ、月数回の

域性の高い店舗に発展させることを検討している。 東村山市

酒蔵見学など、単発イベントの実績や経験はあったが、定期

内の物産品販売や人が集まる地域コミュニティの場とするこ

的にイベントを実施するノウハウや集客方法に課題を持って

とで、豊島屋酒造を訪れる市外からの来訪者、外国からの観

いた。さらに、酒造りの現場が近いなかで、外部の利用者の

光客等へのアピール強化を目指す。これまで東村山イノベー

出入りが増えることへの対応など、これまでの事業では想定

ションサポート事業で一緒に取り組んでいる社会福祉法人山

されていない事項への対応に苦慮していた。しかし、数少な

鳩会 みどりの森の手作りお菓子の販売、クラフトビール醸造

い東京都内の酒蔵であることなど、注目される要素も多いた

所ディスタント・ショアーズ・ブルーイングとの呑み歩きイベ

め、早急に解決策を講じ、事業を前進させる方法を模索する

ントの共同開催など、相乗効果で「東村山」を盛り上げてい

こととなった。

くアイデアは尽きない。

ハンズオン支援で得られた成果

専門家のアドバイスが、課題解決につながり、
優先するべきことが明確に
ハンズオン支援当初、想定通り、多くの課題が顕在化し、中
には早急な対応が困難なものもあった。専門家のアドバイス
を基に、優先順位をつけ、最優先に取り組んだのは、直売ス
ペースの改修と縁醸しの場のＰＲ方法の検討だった。これま
営業部部長

ハンズオン支援の取り組み

取り組み実績

ん

か

も

1

取り組み実績

したテーブルを活用し、店内を回遊しながら、気になった商
ＯＰを添えたことで、商品への興味が増し、以前より質問が
増えたという。酒蔵ならではの
「作り手の想い」を伝え、
コミュ

2

イベント開催や店舗限定商品を販売
新たな取り組みがファン増加につなげる

市内消費者、事業者、地域団体の交流促進を目指し、酒蔵

縁醸しの場の認知度向上、直売スペースの売上増加を目指

の一部をリノベーションしてつくった縁醸しの場。このスペー

し、これまで実施していた酒蔵見学に加え、豊島屋酒造が

スを市内事業者の地域産品を販売出来るスペースに活用す

一杯飲み屋として繁盛した歴史を伝えるイベント「角打ち」

るべく、各種陳列棚や販売台などの展示用什器を魅力的に

を月 1 回程度実施。
「お酒に合うおつまみも楽しみたい」と

使用するレイアウトを検討し、商品説明の表現にも工夫を重

いうイベント来場者の要望を受け、飲食提供が可能な仕様に

ねた。さらに、縁醸しの場の認知度を上げる方法として、店

一部を改修。市内飲食事業者と連携し、日本酒に合うイベン

頭にのぼり旗を設置。塀によって見えにくかった通り沿いの

トコラボレーションメニューを提供することで、豊島屋酒造

視認性を上げ、店舗入口に商品の金額や蔵の紹介を書いた

の新たなファン創出につながっている。その他、
「東村山イ

立て看板を置くことで、来客数を増加させた。

ノベーションサポート事業」の成果報告会、竹田商店主催の
も 活 用。 市 内 事

で陳列棚に商品別にただ並べていた陳列方法から、今回導入
品をすぐに手に取ることが出来るように変更。商品の説明Ｐ

「縁醸しの場」に直売スペースを設置
アピール方法を見直し、来客数が増加

料理 教 室 などに

いろいろな交流イベントに活用している縁醸しの場

ニケーションを取ることで、好みに合った別の商品も提案で
き、購入単価の向上につながった。また、酒蔵入口への導線
が分かりづらく、入りづらいとの声をうけ、店頭にのぼり旗、
入口へ看板を設置したことで、視認性を向上させた。

店頭に設置したのぼり旗

角打ちイベントはコミュニケーションの場に

■ハンズオン支援専門家の視点

年に1度の「豊島屋フェスタ」
は大盛況

け、課題に取り組む体制を作ることが最優先であると判断。

業者の協力のも

ポテンシャルを活かして、成果につなげる

課題が山積した状態は、経営の動きを鈍くしてしまうことも

と、 様 々 な 情 報

数少ない東京都内の酒蔵である豊島屋酒造は、歴史的な価

に取り組める内容と、じっくりと検討する内容に課題を分類。

値のある商品、エピソードが多く存在する中で、メリット

一つの成果として、商品説明ＰＯＰの作成、陳列方法を見

を最大限に活かしきれていない状態であった。年1回の大

直し、販売単価が向上するという結果を生み出し、成功体

きなイベントをはじめ、酒蔵見学など、単発ではあるが、

験とした。 その後、課題解決に要する時間を確保すること

イベントを運営できるポテンシャルもあり、優先順位をつ

で、ひとつ一つを着実に取り組み始めている。

発信、イベントの
場として、利用者
が増えている。
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田中 孝治 様

ば

交流スペース「縁醸しの場」を
地域産品と出会える場所に
え

あるため、まずは、これまで培った行動力を活かし、すぐ
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株式会社ポールスタア
所在地

東村山市久米川町3-28-2

連絡先 042-395-0554

ハンズオン支援前に抱えていた課題

公式サイト

http://pole-star.tokyo

■企業プロフィール
嘉永 3 年（1850）
、東村山で「櫻井醤油店」
として創業。昭和５２年（1977）に「ポール
スタア」の社名で調味料製造業に転換。初
代工場長が日本発の無添加ソースを開発して
以来、無添加の商品づくりにこだわり、安心
安全なソース、焼き肉や調理のたれを製造。
大手小売店、外食チェーン店とも取引を行う。
ご当地グルメ「東村山黒焼そば」のソースを
開発。東村山のプロモーション活動にも貢献
している。

今後の展開

専門家のひとことが気づきに

東村山の活性化の一翼を担い
インバウンド需要を取り込める工場に

これまで、自社発信の地域貢献の取り組みとして、飲食店と

桜井社長は今後の取り組みとして、「社員の総意で作り上げ

連携し、東村山市のご当地グルメに育てるべく取り組んでいる

た長年の構想実現に向けて、工場内の見学通路である「星

「東村山黒焼そば」イベントを展開。毎年１２月、自社工場を

のトンネル」、二棟の土蔵を改修したおもてなし施設の設置、

会場に開催しているお客様感謝イベント「いちょう祭り」をは

道路に面している直売所機能をこちらへ移転し、そちらの施

じめ、市内のお祭り、各種イベント（毎年１１月の「東村山市

設を飲食提供が出来る場所に整備するなど、取り組みを進め

民産業まつり」
、毎年３月開催のイベント「さと八だヨ！全員

てまいります」と展望を語り、社員総出で取り組んできたプ

集合 !!」
）に参加。
「これまで、市内の方に自社の特徴や商品

ロジェクトを説明。 そのうえで、東村山市を訪れる多くのお

の紹介などを出来る限り多くの場で、お伝えしてきました。そ

客様、各国から来日されるお客様のインバウンド需要にも対

こでもっと、東村山市内へ認知を上げる方法はないかという

応できるよう、さらにスピード感を持って推進していくとのこ

ことを考えておりました」と桜井社長は話した。

と。

ハンズオン支援で得られた成果
ハンズオン支援で得られた成果

東村山市内での知名度アップの必要性を感じた
ハンズオン支援を通じて、自社の強みをよりハッキリ表現すべ
く、商品にも新しく作った「無添加」のロゴをつけ、商品のブ
ランド数も整理することに。そして、東村山市民限定で実施
したグループインタビューの結果を踏まえ、工場見学で上映
代表取締役

ハンズオン支援の取り組み

桜井 憲一 様

自社の強みを次の成長戦略の原動力に

取り組み実績

1

取り組み実績

2

会社の強みを再認識
新ロゴマークでアピール

より会社を知ってもらえるように
会社案内動画や案内サインをリニューアル

これまで当たり前としていた無添加の商品づくりが、他のメー

これまで実施していた工場見学の見直しにハンズオン支援

カーとの差別化となる大きな武器であることを見出し、
「無

を活用。上映する会社案内動画もリニューアルし、理解度を

添加のソースづくりを行う会社」であることをコーポレート・

深める取り組みも行った。工場見学に訪れる小学校低学年

※
アイデンティティ（CI）
として策定。会社のイメージが浸透す

の児童が理解しやすいように、展示する写真や説明文にふり

るように、
「無添加ロゴ」を新たに制作した。１００種類にも

がなを振るなどの工夫を行った。また、工場直売所の移転に

及ぶソースやたれの商品ラインナップを販売しているが、商

伴い、本社工場内に工場見学や直売所を利用するお客様向

品群を 2 種類に統合、整理し、ブランド強化も図った。

け案内サインを設置した。

する会社案内動画をリニューアルした。
「より東村山市内の皆
さまに弊社を知っていただけるように、東村山黒焼そばキャ
ンペーンのＰＲ強化、工場直売店をご利用いただいたお客様
への商品サンプルを用いたご案内など積極的な知名度アップ
の取り組みに活かしています」と桜井社長。

「笑顔の食卓シリーズ」という新たなカテゴリーも誕生

東村山の地名を入れたオリジナルソースも製造

東村山黒焼そば

■ハンズオン支援専門家の視点

経営におけるスピードが成功の秘訣
「無添加ロゴ」

※ コーポレート・アイデンティティ（CI）とは、企業の個性・

特徴を明確に提示し、イメージの統一を図るための戦略を
指す。ロゴや理念、コーポレートカラーなど、企業を表現
するものは全て含まれる。特に個人のお客様を対象として
いる企業は重要な戦略となる。

8

「工場直営レストランの実現」は、そのプランの可能性、

プロジェクトを推進する際には、一般的に外部の知恵を優

社長の実現への熱意を感じたが、ハンズオン実施にあたり、

先しがちであるが、同社は東村山市に在住、通勤する自

議論を重ね、工場直営レストランの実現に向けて、会社の

社社員の声やノウハウも重要なヒントとして捉え、取り入

強みの再認識する取り組み、工場見学のリニューアルなど

れていることが特徴であると言える。

を優先することなどを提案し、取り組みを進めて行った。
9

東村山市果樹組合
所在地

東村山市本町1-2-3
(東村山市役所内事務局)

ハンズオン支援前に抱えていた課題

（代表） 公式サイト https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/
連絡先 042-393-5111

kurashi/shigoto/nogyo/nosanbutsu/index.html

■企業プロフィール
昭和 26 年（1951）、東村山で有志により
梨栽培が開始。昭和 43 年（1968）
、
東村山、
東大和、武蔵村山、砂川（現在の立川）の４
地区によるブランド梨「多摩湖梨」を生産す
る東村山市内の農園が集まり、
「東村山市梨
組合」を発足。後に多摩湖ぶどう、キウイも
栽培。現在は 30 軒の農園が加盟し、果実
の品質向上に取り組む。毎年 8 月、東村山
市役所で梨とぶどうの即売会を実施。

「多摩湖梨」の加工品づくり
商品化には加工者の協力が不可欠だった

今後の展開

インターネットの活用など、
様々な方法で情報
発信し、
さらに
「多摩湖梨の楽しみ方」
を広げたい

梨を生産する際、味や品質は良いが規格に合わない、傷が

「多摩湖梨は木で十分に熟してから収穫し、最も食べ頃で、

ついてしまったなどの理由で出荷できないものが一定量出

より美味しい状態で販売するので、それぞれの農園の軒先な

てしまう。生 産者としては、味や品質は通常に出荷される

どで直売されていることが多いです」と、小山氏。 そうした

ものと変わらないため、何か活かせる道はないかと検討を

多摩湖梨の特徴や良さについて、現状の情報発信が十分で

重ねていた。多摩湖梨を使った加工品開発の契機は、援農

無いという課題感を持っている。 現時点でもインターネット

ボランティア五十嵐 幹 雄氏の奥 様が作った梨スイーツが果

を活用し、情報を発信している果樹組合メンバーもいるため、

樹組合メンバーをはじめ、多くの方に好評価を得たことだっ

「協議を重ね、今後は果樹組合全体として、多摩湖梨の楽し

た。そこで、果樹組合のメンバーで話し合い、
「地元の多摩

み方をお伝えしていけたらと考えています」と小山氏は意気

湖梨を使った東村山土産になる商品を開発できないか」と

込みを語った。 多摩湖梨の特徴や旬に関する情報、食べ方、

意 見が出たことで検 討を開始。
「果 樹 組合メンバーは生 産

レシピなど、様々な魅力をホームページやＳＮＳを活用して伝

ハンズオン支援で得られた成果
者の集まりですので、商品開発の知識は十 分で無かった。

えていく環境を整備していくとのこと。

そこで、ハンズオン支 援を活用し、専門家のノウハウをお
借りすることとしました」と小山氏は当時を振り返った。

ハンズオン支援で得られた成果

「多摩湖梨」の認知度が向上し、梨スイーツも
販売開始。目標だったことが具現化した
以前から商品開発を行っていた市内の和菓子店「清水屋」と、
（右）組合長 小山 林 様
（左）援農ボランティア 五十嵐 幹雄 様

「多摩湖梨」を活用した新たな商品（梨の加工品）づくり

ハンズオン支援の取り組み

取り組み実績

1

取り組み実績

「多摩湖梨」を使った商品づくり
市内事業者との連携で新たな販路が拡大

「多摩湖梨」の魅力を発信
消費者の意見が新たな商品のヒントに

多摩湖梨を活用した加工品（スイーツや惣 菜）を商品化す

毎年８月、多摩 湖 梨 の収穫 が最 盛 期を 迎 える頃、果 樹 組

ることを想 定し、レシピづくりと加工品の販売方法を検 討

合による多摩湖梨の即売会が開催され、毎年販売開始後、

した。スイーツを 中 心 に何 点 か の 商品 を 開 発し、連 携 先

30 ～ 40 分 程 度 で 売り切 れてしまう程 の人 気 を得てい

として想 定される市内の洋菓子店を対 象に試 食 会を開催。

る。 しかし、 多 摩 湖 梨 は 収 穫 で きる 期 間 が 短 い だ けに、

新たな 材 料として多摩 湖 梨 の 活用方法について意 見 交 換

そ の 時 期 を 過ぎると、印 象 が 薄 れてしまっていた。多摩

を実 施した。試 食 会の 結 果、収穫 後 の 梨は保 存 できる期

湖梨スイーツ開発過程で出たアイデアを基に、ジャム、ド

間が短いことが課 題として挙げられ、更なる検 討の結果、

ライフル ーツ、 赤 ワイン 煮、 燻 製、 テリーヌな ど を 試作

※

梨をコンポート に加工することとした。これにより年間を

し、多摩 湖 梨 の 年 間を 通じた 楽しみ方（ 食べ 方）を提 案

通じて提供することが可能となり、洋菓子店をはじめ様々

することとした。幅広く声を集めるため、市内で開催され

な販売先へのアプローチが可能となった。

る イベ ン ト（ 東 村

※コンポートとは果物を水や薄い砂糖水で煮て作る、ヨーロッパの伝統的な果物の保存
方法。ジャムに比べ、糖度も低く、果実自体の食感や風味を残すことができるため、
そのまま食されることもあるが、菓子の材料にも用いられている。

仰ぎ、多摩湖梨を使った商品を依頼し、商品化を実現。さ
らに、市内で開催されるイベントでは、多摩湖梨を活用し、
クレープやカレーを提供した。
「東村山市民産業まつりで実
施したアンケート調査結果では、試食していただいた方の
声に、美味しかったという感 想が増えたことも、取り組み

「多摩湖梨スイーツ」試作の様子、
何種類ものスイーツを試作

の成果として、嬉しいものでした」と五十嵐氏。毎年続け
ているアンケート結果が向上しているのも、生産者の励み
につながっているとのこと。

「多摩湖梨」のコンポートとテリーヌ

東村山市民産業まつりでは試食アンケートを実施

山市民産業まつり）
を 中 心 に、 多 摩 湖
梨 スイー ツ の 試 食
アンケートを実 施、
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2

試 食 会に参加した洋菓子店「シャモア洋菓子店」に協力を

■ハンズオン支援専門家の視点

現状や魅力を知ってもらうことは、この地域の農業に新たな可能性が広がる

多摩湖梨の認 知 度

東村山市内の梨農園は 30 年前には 50 軒程あったが、

魅力を伝え、地元の農業への関心につながる。最適なタイ

の 向 上、 商 品 づ く

高齢化や後継者不足などの理由で近年は 30 軒程に減少。

ミングで梨を販売出来るようになり、収益率の改善、売上

り の ヒ ント を 得 る

また、
「多摩湖梨生産の収益確保」にも課題を抱えている

向上、加工品開発する連携事業者の売上へ貢献できると考

ことが出来た。

とのこと。今回の多摩湖梨の加工品づくり、情報発信によ

える。需要が増加することで、梨の生産者増加にも寄与し、

るファンづくりは、あまり知られていなかった多摩湖梨の

地域の農業発展につながると言える。
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株式会社竹田商店
所在地

東村山市恩多町3-28-5

連絡先 042-313-2361

ハンズオン支援前に抱えていた課題
公式サイト

http://www.ktakeshow.co.jp/

■企業プロフィール
明治 22 年（1889）、東村山で酒販 店とし
て創業。大正 4 年（1915）から食酢、昭和
5 年（1930）からソースの製造販売を行う。
平成 19 年（2007）に工場直営ショップを
開店し、一般客向けに試食販売を開始。地
元生産者の野菜や果物を使用したソースとド
レッシングづくりを行い、市内農業の 6 次
産業化の推進に尽力している。毎月第 3 日
曜に久米川駅北口で開催中の農産物の朝市
「マルシェ久米川」に出店。

今後の展開

自社の特徴や商品価値を伝えていたが、
アピールポイントが多く、
整理出来ていなかった

多くのお客様に対応できる
より強固な生産体制づくりを目指す

工場直営ショップをオープン後、様々なジャンルの商品を開

これまでの自社商品の開発に加え、検討していたが実現出

発し、来店されたお客様への試食提供、商品の特徴と活用

来ていなかった、農業者のオリジナル商品開発（ＯＥＭ製造）

方法をレシピなどで提案し、販売方法にも工夫を重ねていた。

という新たな商品軸が完成。記事掲載の効果もあり、これ

さらに、農業者から農産物加工の相談を受けることが増え、

まで取引があった地域に加え、新たな要望が一気に増加し

毎回オリジナルで商品を作り続けたため、多くの商品カテゴ

た。問合せ内容の精査、試作品づくりを進めて行く中で、今

リーが生まれていった。しかし、商品カテゴリーの種類だけ

後、増加していく農業者の依頼に対し、更なる工場の生産

が増えていくと、逆に自社の特徴がお客様から見え難くなっ

力確保が必要となることが予想される。安定した品質で商品

ているのではと感じるようになり、新たな発想を見出すため、

づくりが出来る生産体制の強化に向けて、新たな課題に着手

外部専門家の意見を求めようという議論に至った。

していくこととしている。

ハンズオン支援で得られた成果

ハンズオン支援で得られた成果

専門家との意見交換が、
今まで気づいていなかった価値の発見に
専門家のアドバイスのもと、まずは自社商品を特徴別に整理
すること、自社ブランド「彩味料」の商品コンセプトを再定
義することの二つの課題に取り組んだ。これまでの自社の取
り組みを説明し、新たなアイデアを提案した。専門家と何度
も議論を重ね、数多くのアイデアを整理し、
「小ロットから対
代表取締役

ハンズオン支援の取り組み

農業者のオリジナル商品づくりと、
加工品開発支援パッケージを整備

取り組み実績

1

取り組み実績

応可能」
、
「 販売方法やオリジナルレシピとパッケージの提案」
などの自社の強みと合わせ、専門家の視点を加えたことで、
より農業者に伝わる営業パンフレット、チラシに仕上げるこ
とが出来た。

オリジナル商品（OEM）開発
どんな農産物でも
ご相談ください

2

自社ブランド「彩味料」のブランド再定義
店頭ディスプレイを見やすく、
手に取りやすい方法に改善

農業者向け商品開発紹介パンフレットを制作
商品完成までの流れが明確化、
お問合せ数が増加

これまで様々なコンセプトの商品を作っていたが、改めて特

営業パンフレットを制作するために、専門家の支援の下、こ

徴別に分け、特に力を入れていた商品である「彩味料（さい

れまで行っていた農業者からのオリジナル商品開発（ＯＥＭ

みりょう）」のコンセプトを再定義。“ 農業者が自慢の農産

製造）の内容を細かく洗い出し、商品開発の流れやこだわり、

物を活用し、自社オリジナルレシピで作ったソースとドレッ

想 定される費 用などを出来る限り図や表などで表記した。

シング ” と定義した。そして、その特徴をアピールするため、

パンフレットやチラシの配布先には、農業者の目に留まりや

日除け幕を店頭に設置。店頭の

すいＪＡ（農業協同組合）などの事務所を選び、農業者が購

視 認性 が上 がったことにより、

読している媒体にも記事の掲載を依頼することで、農業者へ

ひと目で何を販売する店舗なの

効果的にアピールできるように

かが分かり、これまで、店内に

した。農業者によっては販売方

導引しきれていなかった店舗前

法に悩みを持っている場合もあ

を 通る車や 歩 行 者 など、新 規

り、工場直営ショップや「マル

の来店者を増やすことに成功し

シェ久米川」で販売し、商品Ｐ

た。あわせて、商品の陳列も見

ＯＰづくりのアドバイスやお客

直し、各商品の特徴やおススメ

様の声をフィードバックする一

の食べ方などを書いた手作りＰ

貫したサポート体 制をつくり、

ＯＰを作成しアピールも行った。

農 業 者からのお問合 せや反 響
が増加した。
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竹田 健次 様

季節限定品も並ぶ「彩味料シリーズ」
。
テイスティングも可能

オリジナルソース

お酢

ドレッシング

店舗には農産物を作った生産者の顔写真も飾った

■ハンズオン支援専門家の視点

数ある強みを整理し、
骨太にすること

セプトを立てた。大手企業に比べ、小ロットから対応可能な
点を活かし、農業者の在庫となってしまうリスクを下げた。
商品コンセプトから製品が完成するまでの過程を細かく説明

竹田社長はこれまでも様々なアイデアを基に、自社のオリジ

し、さらに不安を払拭する工夫も行った。この6次産業化を

ナル商品の開発、地域の様々な取り組み（マルシェ久米川へ

検討する農業者にターゲットを絞った戦略は、媒体に掲載さ

の出店、地域ブランド『里に八国』への登録、東村山市民産

れた記事のＰＲ効果も相まって、成果に結びついている。特

業まつりへの出店など）を続けてきた。今回のハンズオン支

徴が多くある時こそ、すべてを伝えるのではなく、整理し、

援は、そういった多くの特徴を整理し、そこに柱となるコン

ポイントをしっかり打ち出すことが成功の秘訣である。
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株式会社保谷納豆
所在地

東村山市青葉町2-39-9

連絡先 042-394-6600

ハンズオン支援前に抱えていた課題
公式サイト

http://www.hoya-nattou.co.jp

■企業プロフィール
昭和 26 年（1951）に保谷市（現在の西東
京 市）で創業。昭和 50 年（1975）
、東村
山に新工場を建設。国産の有機大豆や良質
の地下水を使用し、煮方（にかた）と呼ぶ職
人が中心となって多種の納豆を製 造。木炭
の特性による納豆菌の働きを活用し、納豆を
おいしく仕上げる独自の製法「炭火造り」を
行う。全国納豆鑑評会で受賞歴多数。大手
食品スーパーで販売し、東村山工場の事務所
ではつくりたての納豆を直売する。

今後の展開

ゼロからのスタート
みんなの熱意を実現する方法を模索していた

着実に取り組みをつづけていくことが
次の成果につながる

平成２５年から東村山市内で、市内農業者の協力を得て、大

大豆の栽培面積の拡大、供給量の安定化、均一な品質の確

豆栽培を開始。当初は栽培面積が少なく、なかなか想定し

保など、プロジェクトが推進できたことによる新たな課題も出

た収量が確保出来ず、東村山納豆の商品化には多くの課題

現。 商品化へはまだハードルが立ちはだかる。「まずは、栽

があった。
「実は当社創業地が近隣の西東京市（旧：保谷市）

培している農場に「東村山納豆の大豆生産地」の看板を立

でもあったため、東村山市民の皆さんからは、
「地元の納豆

てるなど、一緒に活動していただける農業者と連携し、地域

会社」という認識が薄かったかもしれません」と網野氏は当

の理解と協力を得られるように取り組んでいきます。」と網野

時を振り返る。東村山納豆プロジェクトは創業者である同社

氏。また、ハンズオン支援を機に、数年ぶりに開催した近隣

会長の想いもあり、認知度を上げ、支援を受ける体制づくり

小学校の「納豆造り体験教室」を今後も継続し、学校給食

を模索していた。

にも納豆を提供するなど、地域に密着した活動を行うととも

ハンズオン支援で得られた成果
ハンズオン支援で得られた成果

ハンズオン支援が後押しに、地元の農業者から
技術支援、作業協力を得られることに

に、東村山発祥の東京ブランド納豆として販路を広げていく
とのこと。 今回の支援内容を踏まえ、今後も具体的な検討、
対応策を講じていく。

今回の取り組みを続けた結果、活動を知った地元の農業者
から栽培技術の指導や農作業協力を得られることになった。
また、ハンズオン支援時には、市の担当職員も同席し、近
況報告や現状課題を共有。広い農地の確保などの相談がよ
りスムーズに進行した。
「ノベルティバッグ付きの東村山納豆
営業部部長

ハンズオン支援の取り組み

網野 豊 様

地元産大豆でつくる納豆で東村山の農業に貢献

取り組み実績

1

取り組み実績

2

路線バス広告、納豆づくり体験、SNSを活用
東村山市民への認知度が向上

市内のイベントで特別販売
会社のノベルティバッグで新規のお客様も増加

これまで取り組んでいた「東村山産大豆を使った納豆づくり」

ハンズオン支援を通じて東村山市内での認 知度が向上し、

を進める中、地元の方にもっと商品を知って、応援してもら

市役所担当課とも連携が強まった結果、東村山産大豆の生

う体制を作りたいという議論の結果を受け、会社の認知度

産規模が拡大した。商品化に向け、
「東村山納豆」の製造を

向上を図り、アピールするための方法を検討した。工場最寄

開始し、月１回開催の「マルシェ久米川」をはじめ、毎年３

りのバス停留所を通過する西武バスの車内音声広告放送を

月開催のイベント「さと八だヨ！全員集合 !!」にて、数量限

展開、さらに、ホームページ上のＰＲ手法を整理し、これま

定販売を実施した。
「東村山市民産業まつり」の販売では、

であまり活用出来ていなかったフェイスブックやツイッター

納豆の品質を維持するためのオリジナル保冷バッグを制作。

などのＳＮＳを使い、情報発信の強化を行った。

商品を大事にお客様に届けたいという同社会長の想いを形

セットを販売した東村山市民産業まつりでは、前年売上を大
きく上回ることができました。市民の皆さんの関心も集めら
れ、会社の認知度向上にもつながったと思います」と網野
氏。ハンズオン支援を契機に様々な支援へとつなげたこと
で、実績を上げることが出来た。

「炭火造り」
は室の中で
七輪を使って炭火を炊く
同社のこだわりの製法
市内にある
東村山大豆の生産地

にし、東村山納豆と自社納豆商品のセットをノベルティバッ
グに入れ販売した。ノベルティバッグの効果もあり、これま

マルシェ久米川ほか、市内イベントで販売された東村山納豆

東村山市民産業まつりの販売のようす

で保 谷 納豆を
買っていただい
たお客様をはじ
め、このイベン
トで 保 谷 納 豆
を知った新たな
顧客の獲得に
もつながった。
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■ハンズオン支援専門家の視点

粘り強く進めて行く力がプロジェクトの源に
ハンズオン支援当初は、課題が多く、プロジェクト推進が
厳しい状況であったが、関係者との縁を最大限活用し、熱
意と行動力で前進させた。同社会長の
「商品を大切に扱い、
お客様の手に」の想いを形にしたノベルティバッグ付き納豆

の購入者からは、
「保冷機能があるから普段の買い物でも
使えるので嬉しい」との声が。普段の買い物でも保冷バッ
グを利用することで、ブランドロゴが目に止まる機会が増
え、認知度の向上と新たな顧客増加につながる。
15

社会福祉法人山鳩会 みどりの森
所在地

連絡先 042-395-3210

東村山市諏訪町1-27-2

公式サイト

ハンズオン支援前に抱えていた課題

http://yamabatokai.com

■企業プロフィール
平成 21 年（2009）に指定障害福祉サービ
ス事業所「みどりの森（就労継続支援 B 型）
」
として 開 所。18 〜 77 歳 の 事 業 利 用 者 が
DM 封入やシール貼り、公園の清掃、古紙の
回収などの作業に日々取り組む。地元食 材
を使用したお菓子づくりも行い、東村山市民
スポーツセンターや特別養護老人ホーム「白

品質の向上と単価アップを検討するも
最善策の糸口が見えず

市内の事業者と更なる連携。アレルギー対応の
新商品などにも取り組んでいきたい

「就労継続支援 B 型として、ご利用いただく方（利用者）が地

前森氏は今後の取組みとして、「ハンズオン支援で出会った

域に根ざす仕事に取り組めることを目的に、地域の食材を出来

事業者の皆さんとの情報交換をはじめ、お菓子づくりの材料

るだけ活用したお菓子づくり（商品づくり）を行ってきました」

としてもぜひ活用させていただき、さらに連携を深めていき

とハンズオン支援に取り組んだ前森氏は語る。これまでも菓

たいと考えています」と。

子製造を行うなかで、
ある程度の収益は確保できていたものの、

人気商品「酒粕チーズケーキ」は豊島屋酒造の酒粕を活用

作業に携わる利用者の工賃を上げるためには、品質の向上が

した連携実績もあり、今回のハンズオン支援で出来たつなが

必須だと考え、検討を重ねていたとのこと。

りで、東村山市果樹組合の果物を使用し、
「季節の果実を使っ

※就労継続支援 B 型とは … 障害や難病のある方のうち、年齢や体力などの理

たフィナンシェ」として商品づくりを進めて行く予定だ。

由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就

十字ホーム」、中央公民館 1F「ハナショウブ」

労訓練を行うことができる福祉サービス。

や豊島屋酒造などで販 売。市内のイベント

ハンズオン支援で得られた成果
産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われる。

にも出店する。

今後の展開

年齢制限はなく、障害や体調に合わせて自分のペースで働くことができ、生

ハンズオン支援で得られた成果

その他「卵や小麦粉を使っていないお菓子があったらぜひ
購入したい」という要望を受け、小麦粉を使わない、米粉
１００％使用の商品など、アレルギー対応の商品も検討して
いくとのこと。

ブランドづくりが単価アップに寄与
さらにより良い商品づくりに
ハンズオン支援専門家のコーディネートに、菓子製造専門家
のサポートも加わり、作業工程見直しの提案、ラベルやロゴ
のデザインなど、これまで検討が必要と感じていた内容に取
り組んだ。新商品「スティックマフィン」を考案し、これま
スタッフ

ハンズオン支援の取り組み

オリジナルお菓子の品質向上で
販売単価アップ

取り組み実績

1

取り組み実績

2

作業工程の見直しからパッケージ刷新
新たなブランディングを実現する

作業工程の見直しを重ね
より品質を高めた新商品に

ハンディキャップを持った方が自信を持って仕事に取り組む

最初に開発した「スティックマフィン」に続き、更なる品質

ことを目指し、これまでも地元の食材を使ったお菓子づくり

向上を目指し、製造担当者の作業工程を再検討。ハンディ

を行っていた。今回、更なる品質向上を目標に、オリジナル

キャップを持った方の作業工程が以前より容易に出来る新商

商品を「東村山産の新鮮な野菜を使用して、手づくりする体

品「フィナンシェ」を開発した。フィナンシェは「地産地消」

に優しいお菓子」とブランディング。一般の菓子店と同じレ

を商品コンセプトにするべく、ハンズオン支援を通じてつな

ベルの商品づくりを意識しつつ、製造担当者にも配慮した作

がった東村山産の多摩湖梨やキウイも活用し、地域産品使

業工程を考案した。より多くの消費者に手に取ってもらえる

用というブランド価値の向上も図った。

よう、パッケージ、ラベルを見直し、新たにブランドイメー

さらに、
「手土産で持っていきたい」との購入者の要望に対

ジを表現すべく、ロゴシールも作成した。

応するべく、詰め合
わせギフトに出来る
パッケ ー ジ を 考 案。

でのマフィンの販売単価が 3 個 100 円のところ、1 本 100
円と単価を向上させ、購入者からの反響も上々だった。
「ス
ティックマフィンは一定の評価を頂き、販売をおこなってい
ました。しかし、作業工程がやや難しく、より容易な作業工
程で作れる商品がないかとの要望が挙がりました。前回の商
品開発経験もあり、改善のポイントは見えやすい状況になっ

東村山産の食材を使用した
「野菜マフィン」

ていました」と前森氏。
改めて専門家のアドバイスを受け、作業工程を見直し、作業
者により配慮した工程で作ることが出来る新商品「フィナン
シェ」が完成。各者の想いを反映させた商品となった。

新たに
ブランドロゴも制作

様々な試作を重ね品質向上に取り組む

ラベルを強化した新パッケージ

■ハンズオン支援専門家の視点

販 売 場所として、豊

厳しい条件だからこそ、細かい分析が解決の糸口に

島屋 酒 造の「縁 醸し

ハンディキャップを持った方が製造作業に取り組むとい

づくりを行った。作業工程の見直しと同時に、新たにブ

うことで、通常とは異なる様々な配慮が必要となり、こ

ランドロゴマークを作り、地域産品の活用、購入者の声

れまでの作業工程を分析し、手順を細かく見直すことか

を活かすなどの複合的な施策を組み合わせることが、商

ら始めることに。「利用者に配慮した作業工程の実現」と

品づくりのポイントである。

の場」や中央公民館
内コミュニティーカ
フェ「ハナショウブ」
などが増え、新規販
路も拡大した。
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前森 直美 様

いうゴールを意識しながら、新商品の開発検討、試作品
17

シャモア洋菓子店（久米川店）
所在地

連絡先 042-313-3474

東村山市栄町2-37-8

公式サイト

ハンズオン支援前に抱えていた課題

https://chamois1978.com/

■企業プロフィール
2013 年 11 月、塩野大介オーナーシェフ／
パティシエにより久米川店がオープン。オー
ナーは都内洋菓子店にパティシエの修行に入
り11 年間勤務した後、浦和ロイヤルパイン
ズホテルペストリー部門にパティシエとして
従事。 ラウンジカフェ、ブッフェからウェディ
ングケーキまで、幅広いケーキづくりを経験
する。その後、36 歳で当店を開業。添加物
不使用、地元素材を積極的に取り入れるなど、
素材へのこだわりとひとつひとつ手間と時間
をかけた菓子づくりをポリシーとしている。

今後の展開

自店の「売りの商品」をきっちりアピールする
ツールがなかった

東村山への愛着
地元で持続する洋菓子店を目指す

有名洋菓子店やホテルでの経験、全国規模のコンクールで受

創業以来、一貫して目指してきたのは、「みんなが笑顔にな

賞の実績はあったが、創業当時は、まずお店を営業していく

れて、喜んでもらえるケーキ（商品）づくり」。 東村山をさ

ことが最優先に。次第に軌道に乗り始める中で、地場食材

らに盛り上げるべく、「里に八国」の認定を受けた、多摩っ

を活用したお菓子作りやアイスクリーム作りを始めたが、取

子アイスクリームはより多くの地場食材を活用し、商品ライ

り組み自体をアピールするところまでは至らなかった。今回

ンナップを増やしていくことを検討している。 なかでもバナ

のハンズオン支援をきっかけに、お店の売りをしっかりアピー

ナのような甘い香りが特長の幻の果物と言われる地元産・ポ

ルする方法、日々の営業だけでは思いつかない意見を専門家

ポーのアイスクリームや豊島屋酒造の地酒を使ったアイスク

に求め、新たなお客様の獲得につなげるべく、活用すること

リームは、同じくハンズオン支援に取り組む事業者と連携し

にした。

た商品でもある。今後はいたずらに規模を拡大するのではな

ハンズオン支援で得られた成果

く、地域への定着と持続する「親しまれる洋菓子店」を目指
す。お店とともに店主が成長していく姿を理想としている。

専門家のアドバイスで今までの
考え方を変えることができた
これまで商品へのこだわりや個性を前面に押し出す戦略は
恥ずかしさもあったが、専門家と意見交換をするなかで、自
分では思いつかない発見が多くあった。検討を重ね、変化を
納得できたことで、満足できる販促ツールを制作することが
できた。プロの作るパンフレットやホームページのデザイン
はインパクトも強く、訴求力も高かった。メイン商品のオリ

オーナーシェフ

ハンズオン支援の取り組み

斬新なパンフレットを制作し訴求力アップ！
さらにファサードをリニューアル

取り組み実績

1

購入後をイメージしたパンフレットを制作し
お店の売りをしっかりアピール

取り組み実績

作ってきたが、
お店の売りをアピールできる販促ツールは無かっ

したが、店頭（ファサード）の看板などが小さく、店舗を見

た。そこで、
店舗のアピールポイントを整理し、
第一の魅力を
「ご

逃してしまうなど、視認性の向上が求められるようになった。

要望に応じたオリジナルデコレーションケーキの提供」と定義

専門家の支援により、店頭の看板、通りに面したガラス面な

し、
商品パンフレットを作成した。制作にあたって、デコレーショ

どのサインをリニューアルし、店舗名をあしらった大きなサイ

ンケーキだけをただアピールするのではなく、オリジナルケー

ンを設置、時期に合わせたケーキの写真をガラス面に掲示す

キをプレゼントされて喜ぶ子供たちの笑顔を並べることで、購

るなど、ひと目で洋菓子店であることをわかりやすくすること

入後のシーンをイメージできるデザインとした。このようにセー

で、当初の課題をクリアするとともに、既存顧客に対しても、

ルスポイントを整理し、しっかりと伝えることで、お客様の理

季節のおすすめデザー

解 も 高 まり デ コレ ー

トをアピールすること

ションケーキの注文増

にもつながった。

ジ、SNS ツ ー ル に も
反映させ、アクセス数
の 増 加、 新 規 顧 客 の
増加に繋げることがで
きた。

売りをしっかり伝えただけではなく、他の商品の売り上げに
も繋がった。季節の商品や地場食材のお菓子を楽しみにして
くれるお客様も増え来客数の増加に繋がっている。
多摩っ子シリーズ

ひと目で洋菓子店とわかるように
店頭のデザインを一新
ホームページをはじめ、SNS などを通じて新規顧客が増加

その内容はホームペー

ジナルデコレーションケーキを強く打ち出すことは、お店の

2

これまでクリスマスなどのご要望の多い時期にチラシなどを

加につなげ た。また、

18

塩野 大介 様

※ファサードとは
店舗の正面の外観のこと。道
路側から見たときの建物の外
観のことを表し、その建物や
店舗のもっとも見せ場となる
「顔」ともいえる部分で、集客
にも関わるとても重要な要素
であるため、総合的にデザイ
ンを施すことで効果が高まる。

デコレーション
ケーキ

多摩っ子アイスクリーム

■ハンズオン支援専門家の視点

自店の売りはしっかりとアピールする
塩野オーナーはこれまでの経験や実績を活かし様々な取

受け手がどう見て、感じるのかを立場ごとに分けて提示。

り組みをしていたが、「どの店舗でも取り組んでいる部分

この際、話し合いの中で、お互いの表現内容（言葉の選

もあり、特段、アピールすることではない」と過少に評

び方、絵や写真などで出来る限りイメージを共有）を押

価されている部分もあった。しかし、今後、実現したい

し付けるのではなく、すり合わせすることが、最も重要な

姿は明確であったため、細かくヒアリングし、その姿を

ポイントである。
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彩雅
所在地

ハンズオン支援前に抱えていた課題

東村山市栄町2-39-18
フローラルマンション1F

連絡先 042-392-5505

公式サイト https://saika-dining.jimdofree.com/

■企業プロフィール
2007 年創業。地産地消にこだわる本格中
華料理の名店。店内はライブも開けるステー
ジがあり、大人数のパーティーにも対応、幅
広いニーズに応える。東村山ブランド「里に
八 国 」に認 定された「 東 村 山 黒 焼きそば」
の店としても認知度を上げ、キッチンカーの
移動販 売やイベント会場への出店、仕出し
弁当には特に力を入れている。黒焼きそば
は「ポールスタア」が開発した特製ソースに
『彩雅』秘伝
の タレを 加 え
た、 ま ろ や か

地元の特性を活かした安定ビジネスと
地域社会への貢献を模索していた

横断幕を作成し、さらなる宣伝効果を。
地域に貢献するビジネスを目指す。

地元の農産物を使用したオリジナル本格中華料理店として地

今後のイベント出店で更なる宣伝効果を上げるため、専門家

元から評価を得ていたが、周辺地区の人口減少、長く続く

との相談の中から横断幕を製作した。 市内はもちろん、市

消費の低迷、人件費の増大など様々な課題に直面していた。

外で開催される多くのイベントで掲出することで、 東村山

そこで来客数に一喜一憂しない安定的な経営を目指し、お

黒焼きそばの認知向上を図っていく。 また、新メニューの

弁当の販売やデパートでの出店など経営努力を重ねていた。

100％削り梨も目玉商品として今後販売していく予定。こう

良い結果も出ていたが、創業以来、お世話になった地元東

してハンズオン支援の中から様々な企画が誕生していて、こ

村山という愛すべきまちの特性を活かした更なる安定ビジネ

れからも地域の為に連携して様々な取り組みを実施する。 今

ス、地域社会への貢献など、常に模索を続けていた。

後も利益優先ではない、地元貢献型ビジネスを目指していく。

ハンズオン支援で得られた成果
ハンズオン支援で得られた成果

専門家からのアドバイスで
大きなビジネスチャンスをつかむ

専 門 家との取り組みから 様 々な 効 果 を 生み出すことが で

でコクの あ る

きた。兼 ねてから 考えていたキッチンカー の 購 入 は、専

逸 品。家 庭 用

門 家と作成した 念 入りな 収 支 計 画 表に後 押しされた 形で

パッケ ー ジ は

実現に至った。その結果、キッチンカー導入によりコスト

ふ るさと 納 税

削 減、販 路 拡 大に成 功 することが できた。さらにキッチ

の 返 礼 品とし
ても展開中。

今後の展開

社長

貫井 由美子 様

ンカーを宣伝 媒 体にすることで「 彩 雅 の東 村 山 黒 焼 き そ
ば」の認 知も拡大し、イベントでのより高い評価も得られ、
今では同日に複 数 個 所 からの出 店オファーもいただける

ハンズオン支援の取り組み

キッチンカーの導入により移動販売を強化、
東村山黒焼きそばの販路拡大へ

取り組み実績

1

ラッピングシールを作成、
販売カーが宣伝ツールに

取り組み実績

ようになった。また、キッチンカー導入によって出店作業

イベント用横断幕

を効率化できたことで、これらの要望にも応えることが可
能になった。

2

新メニューも開発
地産の多摩湖梨を使ったかき氷

これまで東村山市の B 級グルメ「東村山黒焼きそば」を市内

新メニューの開発にも着手。専門家の意見も取り入れながら

外のイベントに出店し、テントでの販売を行っていたが、設

様々なメニューを試行錯誤した。そこで開発したものが「か

営や準備、片付けに多くの時間がかかり苦慮していた。さら

き氷」だった。最初は桃やイチゴを試し、最後に地元産の多

に、出店場所には、許可関係などの制約条件が多いこともあ

摩湖梨を使用した。東村山市果樹組合から特別に提供しても

り、キッチンカーを活用した移動販売の仕組みを導入するこ

らい、生まれたメニューが「100％削り梨 ( 仮称 )」
。梨その

とで、販路を拡大させることが出来た。そこに視認性を上げ

ものを凍らせてからかき氷機にかけ、レモン汁を加えると、

るべく東村山黒焼きそばを際立たせたラッピングシールを作

とろけるような美味しいデザートが誕生した。今後はイベント

成し、宣伝効果・認知度アップに繋げた。キッチンカーの導

出店で新コラボメニューとして販売していく。

様々なイベントに出店するキッチンカー

家庭でも味わえる「東村山黒焼きそば」

入により今までテント販売では出店できなかったイベントに
も出店できるようになっ

■ハンズオン支援専門家の視点

ただけでなく、移動の便
利さや到着後すぐに営業

頭に描くイメージを文字と数字に落とすこと

できる面、安全面のメリッ

これまでも様々な事業に取り組み、一定の成果を上げて

用し、日々の営業から離れ、計画づくりに活用してほしい。

いたが、新たな設備投資のかかる事業に取り組む場合は、

また、近い将来（１年～５年程度）は、根拠のある精緻

より緻密な事業計画が必要となる。しかし、頭でイメー

な収支計算を、そして取組みの結果ありたい姿（例えば、

ジは出来ていても、事業計画を収支計画やスケジュール

東村山黒焼きそばの売上を経営の中心にするなど）を明

に落とせていないことが多い。我々専門家との時間を活

確に持ち、計画を推進させていくことが必要である。

トが増え、ラッピングに
よる宣伝 効果で「 彩雅の
東村山黒焼きそば」を多
くの人に伝えることが で
きるようになった。
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ラッピングで視認性アップ

新メニューの100％削り梨
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Distant Shores Brewing
所在地

連絡先 042-306-4242

東村山市秋津町3-14-2

公式サイト

ハンズオン支援前に抱えていた課題

https://distantshoresbrewing.com/

■企業プロフィール
2017年1月に芦川マイケル氏が創業したク
ラフトビールの醸造所。
12月に醸造第 1 号
となる
「IPA」の販売を開始。本場イギリスの
醸造知識と技術を使い、現在は66種類に及
ぶエール系ビールを製造・販売。市内飲食店
向けに工場直送で提供するほか、市外飲食店
の取引先が拡大している。また、毎週日曜日
には工場に隣接したテイスティングルームで
出来たてのビールを提供するなど、広く一般
にも開放し、知名度を上げている。

今後の展開

設立直後の会社をどうアピールするか
地元とのつながり強化や都内への認知度拡散

生産体制をさらに強化して
多くの人々に東村山ビールの良さをアピール

東村山の地に創業した理由は、エール系ビール造りに最適規

創業まもなく、生産体制の強化に取り組んでいる最中ではあ

模の物件に出会えたことだった。近くに、玉川上水の良質で

るが、安定的なビール供給を目指し、より多くのビール愛好

豊富な水、地場の果物が手に入ることに加え、敷地内にテ

者に東村山ビールの良さを広めていく。さらに樽詰めでの納

イスティングルームとして使用できるスペースが確保できた

品だけでなく、エール系ビールの風味と鮮度を保ちながら、

ことも決め手となった。順風満帆のスタートに思えたが大き

より多くの店舗やイベントにも届けられるようボトルでの販売

な課題もあった。設立直後のため、どうしても知名度を上げ

も検討中。クラフトビールは、節水・節電も視野に入れた地

るために苦慮し、地元のお客様づくりをどうするべきかとい

球環境に優しいビール造りであり、たとえばビール醸造後に

う問題に直面していた。クラフトビールを好きな方だけでな

出る麦芽粕は栄養分を多く含むため、地元農家と連携し、農

く、地元のお客様との交わり、さらに工場直送を行っていた

産物の肥料や家畜の飼料として再活用が可能。この環境に配

都内の飲食店にどうやって認知してもらうか、アピール方法

ハンズオン支援で得られた成果
を模索することとなった。

慮したリサイクル化を進める中で、様々な接点を作り、当初
から企画している地元産原料を使ったさまざまなフレーバー
ビール造りにもチャレンジしたいと考えている。

ハンズオン支援で得られた成果

専門家のアドバイスにより優先課題を認識。
アピールするツールを提示してもらい知名度が大幅アップ
ハ ンズオン 支 援 前 もブランドロゴ を 作り、 様 々 な アピー
ル 方 法 を 試 行 錯 誤 し て い た が、
「DISTANT SHORES
BREWING」という英 語 表記のみでは、クラフトビールを
創業者

ハンズオン支援の取り組み

芦川 マイケル 様

ブランド力アップのため創業期に経営の
強力な後押し（ＰＲツール）を制作

取り組み実績

1

取り組み実績

2

企業名を英語表記からプラス漢字、カナ表記に変更
アピール方法を見直すことで認知度を向上させた

出荷商品やノベルティのデザインを統一化し、
ブランド力を上げることで売上増加につなげる

創業当初、商品や会社のＰＲは英語表記が中心であったため、

企業のアピール方法を整理したことをきっかけに、「地元東村

ＨＰや配達時に自社配送の便を見かけた顧客からもビール

山市の企業であり、ビール工場であること」を認知されるデ

製造会社であることがわかりづらく、まずは地元でそれを告

ザインコンセプトを看板や配送トラックにも反映させた。当初

知していく必要があった。専門家の支援のもと、
「まずはひ

は真っ白だった配送トラックにラッピングを用いて、宣伝車へ

と目でわかる表現を使う」という方針をたて、看板などに漢

と変身させた。 さらにビールを配送するためのタル（ケグ）

字やカナ表記を取り入れ、
「地元東村山市の企業であり、ビー

にかぶせるカバーに使用、工場の外の看板もデザインを合わ

ル工場であること」を認知されることを目指した。企業のア

せたことで、何度も社名をみることとなり、印象に残りやす

ピール方法を改めて整理し、提起・実践したことで、お客様

くなった。 結果的に地元の人々への認知度アップ、さらにブ

の認知度が上がり、ブランド力アップ、新規お問い合わせの

ランド力アップにつながって売上増加に寄与した。

増加につながった。

製造している会社という知名度は今ひとつという状態であっ
た。専門家のアドバイスによりアピールすべき点の優先度が
整理でき、そのためのツールが出来上がった。ハンズオン支
援により、まずは英語表記の看板に「ビール工場」というひ
と目でわかる日本語表記をアレンジすること、さらにイラス
トを加え、デザイン化することで、配送車そのものが宣伝ツー

オリジナルケグ

ルとなった。これにより東村山市でクラフトビールを製造・
販売している会社と認知されるようになり、テイスティング
ルームへの集客にも結びついた。

数量限定のオリジナルラベル

■ハンズオン支援専門家の視点

ブランド価値は自社独自の特徴を追求すること

22

創業当初からしっかりデザインされた企業ロゴを作り、ＰＲ

ロゴやイラストを描いた方と協働することで、統一感のあ

を行っていたが、実現したい価値づけや知名度を上げるこ

るメッセージやイラストを制作した。 想定顧客が何度も目

とに苦戦されていた。ブランド価値を高めるためには、想

にすることで、はっきりと印象付けることができ、商品の

定される顧客にイメージやメッセージを伝え、他の商品や

購入や利用につながり、複数回利用するファンとなってい

サービスとの違いをはっきりさせること。 今回は、当初の

くと言える。
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