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しがっているかを一番よく分かっており、

する自社ブランド「 SUSgallery 」や、

かみさんたちが 腕を振るう「 魚 市 場

ニーズに応える製品づくりがぐっと近づ

代において、多くの企業がどうやって新

新潟市の老舗菓子と雑貨店のヒッコ

キッチン」のコラボでは、地 元 特 産の

くことになる。

たな展開を導き出すべきか試行錯誤し

リースリートラベラーズが組んだ『 浮き

タコを使った『タコのアヒージョ』
『タコ

ている。その課題を打破するひとつの

星』
だ。
「SUSgalleryは当初、広告企

のトマトソース煮 』の缶 詰を開 発 。人

手段が「コラボレーション」だ。大正大

画会社と共に東京・青山に金属の可

気 の 欧 風 缶 詰 にしたことで 評 判も

学の北 條 氏も「コラボは現 在の商 品

能性や燕のものづくりを発信する拠点

上々で、昨 年の発 売 以 来 、好 調な売

コラボに取り組むにあたってやるべ

開発のキーワード」
と語る。
「 今のモノ

としてギャラリーを設けたのがきっかけ

れ行きだそうだ。5月に新宿髙島屋で

きなのは、
まずは自社を見直し、自社の

づくりは独自性と新たな付加価値がな

で誕生しました。他企業やデザイナーと

開 催された第 1 0 回「 大 学は美 味し

強みと資源を改めて分析することだと

いと、成り立たなくなってきています。中

コラボすることにより、保有していた自

い!!」
フェアにも出展した。

いう。その際に北條氏が薦めるのは、

小企業は技術や素材は持っているが、

社の技術力を活かした新たな商品企

また、田中氏は生協と組むことも、お

自社の歴史や古い技術、かつての商

何を作っていいのか分らなくなってい

画と営業力を身に付けブランド化に成

すすめするコラボと話す。
「生協は組合

品なども見直すことだ。
「 群馬の松井

る。プロダクツなら新しい用途開発が

功しました。また、
『 浮き星 』は『ゆかり』

員のための組織なので、
メーカーが売

ニット技研が、国内で唯一残っている

大きな課題。そこで自社に無いものを

として売られていた伝統菓子を、
かわい

りたいものではなく、組合員の目線から

大正時代の機械で造るリブ編みのマ

補ってくれる存在と出会えば化学反応

らしいパッケージに変え、老舗菓子店

買いたいものを作ります。消費者が欲

フラーは、現在の量産機では出せない

が起き、新しいものが生まれる。それが

のストーリーと共にブランド化し、
とても

しいものとは何か、
ということをしっかり

独特の風合いがある。デザイナーと組

コラボによって広がる可能性です」。

よく売れている。いずれもクリエイター

と見据えてモノづくりを行うため、開発

んで作った商品がMoMAで販売され、

が新しい付加価値を見出した、良いコ

までは面倒なことも多いですが、学ば

ブレイクしました。昔からの機械を持つ

ラボ事例だと思います」。

せてもらったと話す企業が多い。静岡

企業は、ぜひその価値を見直し、大事

の鈴廣かまぼこは、生協向けに添加物

にしてください」。

一口でコラボと言っても、素材×技

相手がメリットを感じる
強みと資源を明確にすること

を使わない商品を作っていましたが、一
般売り商品やおみやげ品も添加物を

組む相手を見極めることも重要だ。北

「新しい展開のためには、外からの視点

最近、増えているのが大学とのコラ

減らすことに徹底していて、安心安全

條氏は「デザイナーであれば、自身の

を入れることが重要です。自分たちだけ

ボ企画商品だ。北條氏は「大学と組む

の商品づくりの姿勢に感心しました。コ

作品を作ってしまう発想の人ではなく、

で思い込んで、凝り固まった考えでいる

と、実験や共同試験によりエビデンス

ラボにより、足りないことを補うだけでな

消費者とのつながりをきちんと考えられ

のは、
いまどき流行りません。いろいろな

が取れたり、学生の発想やマンパワー

く、
自社の力を高めていった事例だと思

る人を選ぶこと。
さらに流通に対するパ

意見を聞く耳を持つことが大切です」。

が得られたりする。大学側も研究テー

います」。

イプがある、つまり消 費 者 の 声が 分

コラ ボレーションに よ るユニーク な 新 商 品 や 新 事 業が 市 場 に
次々 と 登 場 す る 現 在 ︒経 営 資 源 に 限 りがあ る 中 小 企 業 に とっ
て ︑自 社に無いものを 持つ﹁ 誰か﹂や﹁ 何か﹂とつながることは︑
新しいモノやサービスを生み出すための有効な手段のひとつ︒
そ こ で ︑数々の 連 携 事 業 に 携 わ り ︑全 国 の 商 品 開 発 に 詳 しい
北條氏と田中氏に︑成功するコラボについて話を伺った︒

式 会 社コープニュースの田 中 氏だ。

マを求めているのでいい組み合わせだ

自分たちのことを第3者の目で見てみる
ことが大切。他から見て唯一無二のもの
が あ れ ば 、相 手もコラボ のメリットを
見つけやすく、やりやすくなるはずです。

株式会社コープニュース 編集主幹

田中

生協を含め、消費者とつながる「 流

陽子

氏

上越市出身。1980年〜90年光文社『女性自身』編集部記
者を経て、1991年に編集制作プロダクションを設立。TBC、
ポーラ化粧品、資生堂、
ヤクルト、
ノエビアなど、美容と健康に
まつわる宣伝企画制作と書籍編集を手がける。2008年10月
より生協の情報紙「コープニュース」編集主幹。農林水産省6
次産業化プランナー、
メイドイン・上越認定委員などを務める。

●自社の強み、技術、歴史を
再度分析する。
●外部からの視点、
意見に耳を傾ける。
●消費者の目線で
市場ニーズに合った
商品を開発する。
事例
ギャラリー設立をきっかけに
自社ブランド開発へ

SUSgallery
チタン製真空二重構造タンブラー

（株式会社セブン・セブン）

また、
コラボに具体的に進む際は、

軽量で耐久性が高く、味が
変りにくいチタン素材の特
性を活かし、真空二重構造
にしたことで、高い保冷力
と保温力を実現した。

かっている人や企業を選ぶことも大切
です」
と話す。

I NTER VIEW

●他業界など幅広く
情報収集をする。

足りないものを補いながら
自社も成長していけるコラボに

は「外部からの発想」だと話すのは、株

発想のポイント

そして、
よいコラボを生み出すために
は、経営者が情報収集することが不可
欠。他の業界の展示会や海外に足を
運び、自分の目で見てくるなど、
まずは
自らアクションを起こすことが、
チャンス

事例
大正大学と宮城県南三陸の
水産関係者が連携

宮城県南三陸タコのトマトソース煮、
タコのアヒージョ
（大正大学／NCP授業「地域発大学ブランディング戦略」
学生27名 担当教員：北條・臼木）

を引き寄せることにつながるはずだ。

大正大学 地域構想研究所 教授

北條

規

氏

新潟市出身。1982年、株式会社コスミック
（現 夢みつけ隊
（株）
）
の創業期より参画。常務取締役・専務取締役の要職を
経て、2005年
（株）
夢隊ファクトリー代表取締役。2004年「も
のづくり研究所」設立、商品開発・販路支援・街づくりなどのコ
ンサルティングをはじめ全国の地域資源のブランディングを手
がける。
（公財）
にいがた産業創造機構アドバイザー

大学と地域が連携し、復興支援の一貫として取り組
む水産加工品開発。 大学発 のおいしいものを集
めて紹介する物産展「大学は美味しい!!」
フェアにも
出品した。
（平成29年5月18日〜23日：新宿髙島屋）

N I C O P R ES S

ニーズが多様化し、競争が激しい現

コラボ展開

と声を揃えるお二人。お客様が何を欲

大正大学と宮城県南三陸の漁師のお

まなパターンがある。そこに共通するの

N I C O P R ES S

田中氏がディレクションを担当した、

通（売り先）」
と組むということは有効だ

のが、株式会社セブン・セブンの運営

術、産地×産地、企業×大学など、
さまざ
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れた成功事例として、北條氏が挙げる

と思います」
と話す。

コラボで挑戦！ 〝つながり〟から始まる新たなモノ・コト

コラボは

新展開を引き寄せる
キーワードである

外部からの視点が
転機のヒントになる

コラボ相手の視点によって生み出さ

03
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れた成功事例として、北條氏が挙げる

と思います」
と話す。

コラボで挑戦！ 〝つながり〟から始まる新たなモノ・コト

コラボは

新展開を引き寄せる
キーワードである

外部からの視点が
転機のヒントになる

コラボ相手の視点によって生み出さ
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特集

業種間のコラボの形はさまざま。企業・組織・地域の強みや
個性を活かし、新たな展開へ進む県内の取組を紹介する。

POINT

事例❶

企業

▶寺とコラボした
バレンタイン商品という

事例❷

固定概念をなくし
ワンランク上のおつまみへ

企業

企業

の袋詰および卸売業としてスタートした
が、
「 卸売だけでは先が厳しい。オリジナ
から商品開発の模索を始めた。折よく、
同じ上越市内にある田中酒造の専務
（当時）
が「うちの商品を使ってみない
か」
と声を掛けてくれ、清酒を使った新し

ベテランの女性パート
従業員の手作業で丁
寧 に 加 工され た 製
品。一番人気は「清酒味
付けえいひれ」。清酒漬と
ワイン漬を7〜8種類ずつ展
開する。

い珍味づくりが実現した。
「かつての珍味は、
しょっぱくて硬いの
が当たり前。その先入観を無くし、
しっとり
やわらかく、酒のほのかな風味を楽しめる
ワンランク上のおつまみを目指し、先代社
長によって開発されました」
と永野社長。
田中酒造の清酒「能鷹」に調味料を加え
た独自開発のたれに、
エイヒレやタラなど
の材料を漬け込む。1〜2日熟成させ、最
大限にたれを吸ったところで密封して仕上
げる。工程のほとんどは手作業だという。

鮮やかな赤色は新鮮さの証。生で食べられる南蛮エビを
水揚げ後すばやく熱風乾燥し、甘みとうま味を閉じ込めた。

胎内市の乙宝寺門前に店を構える乙

「意外性」と「話題性」
▶観光という視点で
企業とコラボし、
商品の付加価値を高める

まんじゅうやは、1804年創業。
その歴史
は、同 店の初 代が乙宝 寺の住 職より
「酒まんじゅう」の製法を授かったのが始
まりで、以来200年以上に渡り、糀菌を
発酵させて作る当時の製法を守り続け
ている。

商品開発だけでなく、要望があれば送
光ガイドも務める久世氏。
「周辺のホテ

という中、5年前に帰郷した11代目の久

ルや旅館に宿泊するお客様をガイドし、

世氏は、胎内産の米粉を使った「揚げま

翌日、
お土産として当店のまんじゅうをお

んじゅう」や、
自家製糀で作る
「甘酒プリ

届けするといった観光系のコラボもさせ

ン」
などの新商品を開発。
さらに、昨年は

ていただいています。コラボは商品を作

乙宝寺とコラボレーションしたバレンタイ

るだけではないと気付いてから、仕事の

ン用の限定商品を販売し、話題となった。

幅が広がりました」。今後は近隣の市町

良縁成就の祈祷をした小豆で
バレンタイン商品を企画

コラボ商品の成功を機に
オリジナル商品に新展開

観光と合わせたコラボで
新しい価値を生み出す
迎サービスをはじめ乙宝寺や地元の観

創業時から商品は「乙まんじゅう」のみ

村とも協力しながら、乙地域の魅力を発
信する、観光と合わせたサービスを提供
していきたいという。

「2年前にNICOの広報実践講座を

「乙まんじゅうそのものを変えることは

受講し、他と一緒に何かをやることで商

ないので、今以上の価値を生み出すた

コラボを機に卸売の珍味屋から、製

品価値を高める方法もあるということを

めには、外部の力をお借りすることが必

リー、岩の原葡萄園とのコラボレーション

造部隊を持つ「作れる珍味屋」へと変

学び、
ご縁のある乙宝寺様ともコラボで

要です。乙宝寺様や企業の皆様と一緒

も実現。魚に合う白ワインをベースに
「た

わった同社。現在は県外の酒蔵とのコ

きるのではないかと思いました」
と語る久

に取り組むことで、少し違った視点から

れ」
を作り、風味豊かなワイン漬シリーズ

ラボ商品や、新たなオリジナル商品も手

世氏。以前からバレンタイン用の企画を

商品の付加価値を高めることができる。

を作った。

がけている。糸魚川漁港で水揚げされる

考えていたこともあり、祈祷寺として歴史

それが一番のメリットだと思っています」。

氏

はおろかインターネットもまだ普及してい

の一つだ。地元では生で食べるのが常
識の南蛮エビ。永野社長は東京での販
売の見込みを伝え、干物工場の協力を

氏

品質に自信はあった。
しかしネット通販

南蛮エビを使った「素干南蛮えび」
もそ

俊介

富士夫

難航した販路開拓
突破口となったのは

取り付けた。

ない1990年代、店舗を持たない同社は

「珍味とはつまり、他にはない新しい

販路探しに苦労した。突破口となったの

味。人々が知らない味をもっと開発した

はアンテナショップ「表参道・新潟館ネス

い。
『新しい味の追求』
が私たちの仕事

パス」。ネスパスで取り扱いを始めるとす

です」
と永野社長。今後の新展開が楽し

ぐにバイヤーやメーカーの目に留まり、首

みだ。

取締役

その約5年後、上越市の老舗ワイナ

久世

代表取締役

永野
「清酒漬やワイン漬の珍味はお
酒それぞれの個性を生かすことが
できますから、県外の酒蔵やワイ
ナリーともっとコラボしてみたいで
すね。全国制覇が私の夢です」
と
永野社長。

地域

地域の観光と絡めたコラボで
伝統の酒まんじゅうを発信

地元の酒蔵︑
ワイナリーと
タッグを組み
新しいおいしさの
珍味が誕生

1976年創業の西沢珍味販売。珍味

ル商品を作れないか」
と創業10年目頃

江戸時代から続く
老舗まんじゅう店の挑戦

コラボで挑戦！ 〝つながり〟から始まる新たなモノ・コト

コラボの可能性

やり方は
一つじゃない。

事 例インタビュー

ある乙宝寺の住職から小豆に良縁成就

新潟県最古の酒まんじゅうという伝統

の祈祷をしてもらい、
ミニサイズの乙まん

を守りながら、
さまざまなコラボレーション

じゅうを製作。昔から店で扱っていた菊

を通して、新しい時代に向けた発信をし

水酒造の清酒とセットにして限定100個

てゆく同店の今後に注目したい。

を予約販売したところ、SNSや新聞記
事などで注目されたこともあり、短期間で
完売となった。

乙宝寺とのコラボによ
るバレンタイン限定商
品「ちっSAKEセット」。

「いろいろな企業にこの乙（きの
と）地域の魅力や使い方を提示
し、活用して頂く。
こうすることで今
まで当店のまんじゅうを届けられな
かった方にも喜んでいただけるよ
うになりました」
と語る久世氏。

都圏の高級スーパーとの取り引きにもつ
有限会社
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西沢珍味販売
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〒943-0122
上越市新保古新田535
TEL.025-524-9818
FAX.025-525-9283
E-mail info@nishizawa-ch.co.jp
URL https://www.nishizawa-ch.co.jp

ながった。
そしてネット通販の参入も早く2000
年から
「ニシザワチャンネル」
を立ち上げ
た。
「1,000円ぽっきり」や「メール便送
料無料 」などの企画をいち早く取り入
れ、現在は売上の約4割をネット販売が
占めている。

PO IN T

▶他業種とのコラボが
業界の常識にとらわれない
商品を生み出す
▶販路を確立し、一時的な
企画商品ではなく定番化に成功

NICOクラブ会員

有限会社

乙まんじゅうや
〒959-2602 胎内市乙1235
TEL.0254-46-2008
FAX.0254-46-2027
URL http://kinoto-manju.jp
営業時間／7：00〜19：00（不定休）

久世氏が企画した新商
品「米粉揚げまんじゅう」
は、外側のカリカリ感と皮
のもっちり感が絶妙なバ
ランス。糀の甘酒と豆乳、
米粉で作る
「乙女の糀」
も今年4月に発売した。

添加物や保存料を一切使用せず、伝統の製法を
守るというこだわりを貫いている
「乙まんじゅう」。
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“笑顔あふれる食文化の価値創造”
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コラボの可能性

やり方は一つじゃない。

POINT

事例❸

事例❹

研究開発に力を入れている長岡造形大
学では、2014年度の公立大学法人化
に伴い、地域連携を一層深めることを目
的とした「地域協創センター」
を開設し
た。
「外部からの依頼は当センターが一
括窓口となります。案件に応じて教員、
も
しくは学生が関わるとともに、
そこから創
出される知的財産についても管理・活用
していきたいと考えています」
と、同セン
ター長の金澤准教授は語る。

孝和
氏

N I C O P R ES S

地域協創センター長 プロダクトデザイン学科 准教授

金澤

06

モチベーションも向上

2017年4月、新潟三越伊勢丹と新
潟博報堂の共同事業「NIIGATAみらい

販売中は
「新しいデザインの柄もいい

プロジェクト」が始動した。これは、新潟

けれど、
伝統柄も素敵ですね」
と興味を示

の企業や地域における新たなブランドづ

す人もいて、村上木彫堆朱を改めて知っ

くりをサポートしていくというもの。百貨店

てもらえる良い機会となった。消費者に

と広告代理店が業務提携し取り組むと

届く販売までをサポートする同プロジェク

いう、全国的にも前例のない動きとして

トならではの効果がそこに生まれている。

注目されている。
きっかけは新潟三越伊勢丹が始めた、
新潟県内の優れたモノづくりを発信する
「越品」
プロジェクト。同社の山本部長は

将来は地域商社を立ち上げ
新潟ブランドを国内外へ発信
本格始動以来、
まずは県内の自治体

「学生が関わる場合は教育的効果があ

海外へ発信していこうと考えたとき、当社

「皆さんの期待値も非常に高く、具体的

るかどうか」
ということ。教員の場合は

だけではプロデュースに限界があります。

に取り組みがスタートした事例もありま

「教員の研究と案件がマッチングしてい

そこで越品で協力いただいていた新潟

す」
と馬場本部長。
また、山本部長が提

るか」が大事な要素になるという。
「ま

博報堂さんにブランディングやメディア戦

案の過程で気になったのは、
自分たちは

を中心にコラボ提案を計画している。

た、地域産業の活性等のために将来

で、卒業後、長岡市内のデザイン会社

略などをお願いしたいと相談し、業務提

売れるコンテンツが希薄だという先入観

的にデザインをうまく活用してほしいと

に入社したことから商品化が実現。小国

携へと進んでいきました」
と背景を語る。

を持った意見が多いことだという。
「発想

思う企業からの案件には、積極的にご

和紙という地域の伝統産業をアピール

協力しています」
というように、デザイン

することにもつながった。

学生と企業のコラボから
新しい可能性が生まれる

研究シーズを活用し
大学から企業に提案
今後は同大学院のカリキュラムにも、
地域連携の取り組みを加えることが決
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リブランディング
本格始動に先駆け、2016年には村

るアイテムの新ブランド
「朱器」
を発表。

標。地域や企業と密につながりながら、

市場にインパクトを与えた。

新潟に新しい価値が生まれていくのを楽

新潟博報堂の馬場本部長は「商品

ワイ・エム・ケー長岡と同大学が作る
「長

ズがあるわけですから、
それを持って大

開発にあたって、適正な販売価格や、

岡籐家具研究会」
もその一つだ。学生

学から企業側に何かやりませんかと提

売り場で映えるパッケージなどに対する

が提案した斬新なデザインを職人が製

案することも必要だと思っています」
と

アドバイスを新 潟 三 越 伊 勢 丹のバイ

品化した
「籐ソファ」は、2015年のIDS

金澤准教授。大学と企業が協働し、新

ヤーさんなど、販売のプロからいただけ

コンペで大賞を受賞。最近は、高齢者向

たなモノづくりを創出することで、地元企

けの籐家具も開発中だ。
「学生からは思

業をはじめ地域の活性化に大きく貢献

いもよらない自由なアイデアが出てきま

していくだろう。
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を創るきっかけになっている。

いくか試行錯誤する過程が、新しい価値
また、2017年のIDSコンペ大賞を受
賞した和紙製のミニケース
「ふくら」は、
学生が卒業研究として取り組んだ作品
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▶産学の連携で地域産業に
新たな魅力を呼び覚ます
▶学生の自由なアイデアを
柔軟に受けとめ、
楽しめるかがカギに

将来的には地域商社を立ち上げ、販
与していくことがこのプロジェクトの目

はなく、教員、学生たちの研究というシー

ると、
おもしろいモノが生まれると思いま

と強くお伝えしていきたい」。

若手デザイナーを起用し、
日常使いでき

事例もある。籐家具メーカーの株式会社

す。それを企業側が柔軟に受けとめられ

とっていけば、何もないことは無いはずだ

路を拡大することで、地域の活性化に寄

定。
さらに、
「 依頼があってから動くので

少しでも興味を持った企業の皆様
は、ぜひ気軽にお声がけください
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コミュニケーションを

上木彫堆朱のリブランディングを実施。

プロジェクトでは何年も継続している

す」。自分達にない発想をどう実現させて
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「越品を今後、県内だけでなく首都圏や

視している。
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の役割や価値を社会に広めることも重

「授業の課題とは違い、実践的な
プロジェクトは制約もあるので、い
ろいろ調べないといけないことも
多い。こうした過程が学生たちの
力になり、将 来に役 立っていま
す」
と語る金澤准教授。

企業

▶百貨店での販路があることで、
コラボ相手の

しみにしたい。

ることはこのプロジェクトの大きな強み
です」
と話す。
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デザイン／はしのちづこ

「朱器」は「新潟酒の陣」の開催タイミングに合わせ、新潟
伊勢丹で特設エリアを設けて販売。多くの買い物客の目を
引き、商品も準備数を完売した。

普段使いを意識した村上木彫堆朱の新ブランド「朱
器」。第一弾は
「ハレ気分の酒器」
をテーマに、
カジュア
ルなデザインが施されたぐい呑みを発売した。

N I C O P R ES S

企業や自治体などと連携したデザイン

長岡籐家具研究会が製作した
「籐ソファ」
は、学生の
自由な発想にメーカー側も大きな刺激を受けたという。
「フレイル予防を考慮したこれからの高齢者に向けた
籐家具」
を2017年のIDSコンペに出品。
「Fragre:nt」株式会社クワバラ
（長岡市）
同大学の増田教授と連携し、
アクリル加工技術を活かし
たアロマディフューザーを開発。
「ふくら」株式会社ネオス
（長岡市）
小国和紙を使った手作りのミニケース。縁起物をモチー
フにした形で、
デザイン力、商品の可能性ともに、IDSコ
ンペの審査員から高い評価を受けた。

企業や地域と共に︑
新潟で
新たなブランドを
創造する

地域との連携を一層深め、
デザインの価値を広める

大学

地元企業や
自治体と協働し
﹁デザインの力﹂で
地域に貢献

企業

▶互いの強みを掛け合わせ、
トータルでブランド化支援を実現

コラボで挑戦！ 〝つながり〟から始まる新たなモノ・コト

事 例インタビュー
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特集

コラボの可能性

やり方は一つじゃない。

POINT

事例❸

事例❹

研究開発に力を入れている長岡造形大
学では、2014年度の公立大学法人化
に伴い、地域連携を一層深めることを目
的とした「地域協創センター」
を開設し
た。
「外部からの依頼は当センターが一
括窓口となります。案件に応じて教員、
も
しくは学生が関わるとともに、
そこから創
出される知的財産についても管理・活用
していきたいと考えています」
と、同セン
ター長の金澤准教授は語る。

孝和
氏

N I C O P R ES S

地域協創センター長 プロダクトデザイン学科 准教授

金澤
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ＮＩＣＯ支援策活用企業に聞く！

パワーあふれる現場に潜入！

レトロな街並みが見直され、人気を呼んでいる新潟市中央区沼垂に
開業したゲストハウス「なり」。宿泊施設としてだけでなく、旅人と地
元の人が交流する場として、いま静かにその存在感を発揮し始めて
いる。

NEXT STAGE

の

んだ。
さらにNICOの新潟創業加速
化事業の支援も受けた。
「素人が起
業するので大変だろうと思っていまし
たが、支援機関の皆さんがとても親

−nuttari NARI−」は、最大19名が

切で。補助金も多いし、他県と比べて

宿泊できるゲストハウスだ。オーナーの

新潟は起業しやすい環境だと感じま

大桃氏は勤めていた会社を退職後、

した」。

建物は友人の大工さん協力
によるリノベーション。ベッド
以外は全て共有スペースと
なる。古民家を活かした内装
やインテリアなど居心地の
良さも魅力。

会いが生まれるゲストハウスの面白さ

れのスタッフが得意なことを担当して、

に魅せられ、
起業を決めた。

みんなでやっていこう、
というのが私の
考えです。みんなに頼りっぱなしです

テラス商店街を運営する
「㈱テラスオ

が、
ここをやっていく覚悟だけはある。

フィス」
が、地域の空き家活用として物

私が責任持つから、
みんなで一緒にや

件の借り手を探しているという情報を

ろうよ、
という感覚です」。

得る。現場を見た大桃氏は築90年以
まれたのが現在の「なり」
だ。

経営は素人。
しかし
「覚悟」だけは自信がある

「なり」をきっかけに
新潟を知ってもらいたい

以上に良かった」
という人も増えてい

か、
自然体なので、来た人もリラックス

るそうだ。
「最初は新潟の情報発信地

してくれるようです。ここに来ると気持

なく、資金も経営知識も無かったため、

になろうと思っていましたが、発信とい

ちがまっさらになる、
そんな場所にして

IPC財団で創業のためのレクチャーを

うより、
なりに来た人が新潟のファンに

いきたいと思っています」。

受け、事業計画書と3年分の収支計

なってくれて、
それが広がっていく感じ

れを持って銀行
へ融資を申し込

め、干物や珍味などの海産加工品などが並ぶ岩

1

2

電子レンジの手軽調理で
本格的な味を実現

3

同じ魚でもソースを
変えることで多彩な味わいに

物」、地魚を利用した惣菜などの加工品に力を入れて対応している。

鮮魚をおいしく味わえる、
レンジ調理商品に挑戦
店内の一角に、客が足を止めるコーナーがある。
ヒラメやスズキなどの地場で揚
この商品のこだわりは、刺身でも食べれるほど新鮮な魚の切り身をソースとと
もに真空パックし、冷凍していること。家庭の冷凍庫で保存しても劣化はほとん
どないという。サービスで提供している専用容器に入れて加熱すれば、家庭で
本格的な味わいを手軽に楽しめる。
「白身魚はレンジで加熱、調理することで、
タ
ンパク質が壊れず、
しっとりやわらかくおいしい。これからも他ではやっていない品
を作っていきたいです」
と開発を担当した石井氏は話す。
ソースの種類もバジル
オイル、
トマトソース、甘酒こうじ、豆乳みそ、西京みそなど、
バリエーションも豊富に
揃う。
「今の時代にマッチするのでは」
と、菅原社長も期待をかけている。この他
た商品づくりに挑戦している。

イベント等に参加し新たな販路を模索する
新潟の地魚のおいしさを実感でき、
おいしいと評判の電子レンジ調理商品。
リ
ピーターは多いものの、観光施設は訪れる客のサイクルが長く、地域の人たちが
頻繁に利用するところまでいっていないのが現状だ。
「NICOのふるさと名物商
品事業に参加したり、昨年からは越後村上物産会に入会し各種物産イベントな
どにも参加しています。黙っていてもお客様が来た時代もありましたが、
ここ数年
で大きく変わった。これからもっと販路開拓や情報拡散に力を入れていきたい」
と

今は日本人客が多く、予約が週末
に集中するため、今後は外国人旅行
やしたい考えだ。
「お客様と接

近年は、魚をおろすのが面倒、生ゴミが増えるなどの理由から、鮮魚の消費
が減少。同センターでは、手づくりの「いよぼや
（鮭）
の味噌漬」、
こだわりの「干

にも、岩船産の一夜干しタコと地酒のジュレをセットにした商品など、工夫をこらし

がいいのかなと感じています」。

者にアピールし、平日の宿泊を増

タートしたが、10年ほど前に株式会社に改組した。

「今後は、地のものを利用した特徴ある商
品を販売していかなければならない。その
ためにも積極的に開発を行い、新たな販
路を見つけていきたい」
と話す菅原社長
（写真右）
と石井氏
（写真左）
。

がった魚を、電子レンジで手軽に調理して食べられるオリジナル商品のコーナーだ。
地場で水揚げされる
新鮮で豊富な魚を有効活用

開業から半年近く経ち、
「なりに来
するときは、仕事じゃない感覚という

画 表を作 成 。そ

岩船港の仲買人が集まり運営する
鮮魚直売の専門店、株式会社岩
船港鮮魚センター。鮮度とおいし
さが自慢の地魚を多くの消費者に
味わってもらうため、洋風の味付け
など新しい視点での商品開発に
取り組んでいる。

館内には宿泊者以外も利用できるバーがあり、旅の人と地
元の人がお酒を飲みながら話をする光景が見られる。 ４つの
部屋はそれぞれ四季がテーマになっていて、写真は春がテーマ
の女性専用ドミトリー。

たくて、初めて新潟に来てみたら、想像

昔から起業を意識していたわけでは

広い店内に岩船港で水揚げされる鮮魚をはじ

鮮魚直売の専門店だ。当初は事業協同組合でス

ここがポイント

夏にはもう1人増やす予定だ。
「それぞ

上という古民家に一目ぼれ。そして生

岩船港の仲買人が集まり
始めた鮮魚センター

物ツアー」に対応するため、仲買人10人で始めた

現在は自分を含めて3人で運営し、

の立ち上げに参加。日々さまざまな出

新潟に戻って物件を探すうち、沼垂

近年の魚離れに対応し
簡単に調理できる
アイデア商品を開発

船港鮮魚センター。1980年に福島交通の「買い

新潟市の沼垂にオープンした
「なり

友人に誘われて長野のゲストハウス

カギ

The key to vitality

築90年以上の古民家で営む
ゲストハウスへようこそ
長野のゲストハウス経験が
起業を決意するきっかけ

活力
ニ イガ タ 元 気 企 業

NI COの コ レ を活用！
平成28年度新潟創業加速化事業（U・Iターン
枠）を活用。ゲストハウスの開業準備費用に充
てた。

株式会社

岩船港鮮魚センター

菅原社長は話す。味に定評がある同社の商品、今後の展開に期待がかかる。
レンジ対応の専用容器は購入すると必ず1商品に1個サービスされる。
野菜を一緒に蒸すなどのアレンジもできるのがポイント。
しっとりやわら
かな魚料理は幅広い世代に好まれる味わい。

菅原 貞司氏
石井 順治氏
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「ゲストハウスは自分が毎日普通
に暮らしているところに、毎日友
人が 遊 びに来てくれる感 覚 。自
分の生活を整えている延長線上
に 仕 事がある感じです 」とオー
ナーの大桃氏。

なり ─ nuttari NARI ─
オーナー

大桃

理絵

氏

〒950-0075 新潟市中央区沼垂東2-11-31 TEL.025-369-4126
E-mail info@nuttari-nari.com URL http://nuttari-nari.com/

主任

〒958-0037 村上市瀬波温泉3-6-38
TEL.0254-52-1261 FAX.0254-52-7014
E-mail iwafune@iwafune.or.jp
URL http://www.iwafune.or.jp

レンジ調理の商品は、
その時期に水揚げされる魚を
活用。魚とソースの種類の豊富さが魅力。

N I C O P R ES S

N I C O P R ES S

代表取締役
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新潟県よろず支援拠点

BU SINESS
T OP IC S

相談
無料

ビジネスのどんな相談にも対応します！

ビジネスの
お役立ち情報を
お知らせ

新 潟 県 よ ろ ず 支 援 拠 点 セミナ ー
参加費
商品と顧客の
無料
マッチングについて
金曜日
／月〜

担当

チーフコーディネーター

上村

修

（中小企業診断士）

担当

担当

コーディネーター

田中

裕輔

（中小企業診断士）

どんな商品ならお客様に買っていただけるのか
分かりやすく解説します！

日
／火曜

日
／月曜

講

コーディネーター

本間

真弓

日 時

（管理栄養士／フードコーディネーター）

会

まずはお気軽に
ご相談ください！

水曜日

金曜日

担当／
コーディネーター

木村

（経営士）

泰博

担当／
コーディネーター

武田

浩昭

新潟県よろず支援拠点で
は13人のコーディネー
ターが相談をお受けしてい
ます。掲載のコーディネー
ターの他にも、ご相談に応
じて各分野のコーディネー
ターが対応いたします。

（中小企業診断士／特定社労士）

食欲をそそる胡椒とゆずの香り

にいがた神林軒 塩麹漬
新潟県産の厚切り豚ロース
肉を、香辛料を加えた塩麹
に漬け込みました。胡椒の
ピリッとしたアクセント、ゆ
ずの爽やかな香りが食欲を
そそる、他とはひと味違っ
たオリジナル の 味 わいで
す。塩麹に漬けた厚切り肉
は驚くほど柔らか。酒類は
一切使用していないので、
ご家族みなさまで召し上が
れます。

株式会社 神林精肉店

〒945-0066 柏崎市西本町1-7-23
TEL.0257-23-2224 FAX.0257-23-2611
E-mail meat.kanbayashi@gmail.com
URL http://meat-kanbayashi.net
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順弥 氏

7月20日（木）
14:00〜（受付開始13:30）

場 万代島ビル11階 NICO会議室
（新潟市中央区万代島5-1）

定

員 30名（先着順）

セミナー後、座談会形式の相談会も開催します
（10名 : 先着順）

問い合わせ先

新潟県よろず支援拠点
TEL.025-246-0058 FAX.025-246-0033
E-mail：yorozu@nico.or.jp

ご家庭で「お酢習慣」。おいしく、美しく、健康に

OLALA フルーツビネガーメーカー

手軽にはじめられる
22種類の
レシピブック付き

冷めても
柔らかいので
お弁当にも最適！

師 コーディネーター 中俣

通常1〜3週間かかってしま
うフルーツビネガーや果実
酒が、わずか24時間で完
成。手軽に自家製フルーツ
ビネガーを作ることができ
ます。ビネガーボトル全体
を包み込むようにじっくり
とムラなく加熱するので、
自
然でマイルドな味わいに。
ド
レッシングなどのアレンジ
も可能で、飲むだけでなく、
食べるビネガーレシピも楽
しんでいただけます。

ツインバード工業株式会社
〒959-0292 燕市吉田西太田2084-2
TEL.0256-92-6111 FAX.0256-92-7582
URL https://www.twinbird.jp
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新潟県よろず支援拠点

BU SINESS
T OP IC S

相談
無料

ビジネスのどんな相談にも対応します！

ビジネスの
お役立ち情報を
お知らせ

新 潟 県 よ ろ ず 支 援 拠 点 セミナ ー
参加費
商品と顧客の
無料
マッチングについて
金曜日
／月〜

担当

チーフコーディネーター

上村

修

（中小企業診断士）

担当

担当

コーディネーター

田中

裕輔

（中小企業診断士）

どんな商品ならお客様に買っていただけるのか
分かりやすく解説します！

日
／火曜

日
／月曜

講

コーディネーター

本間

真弓

日 時

（管理栄養士／フードコーディネーター）

会

まずはお気軽に
ご相談ください！

水曜日

金曜日

担当／
コーディネーター

木村

（経営士）

泰博

担当／
コーディネーター

武田

浩昭

新潟県よろず支援拠点で
は13人のコーディネー
ターが相談をお受けしてい
ます。掲載のコーディネー
ターの他にも、ご相談に応
じて各分野のコーディネー
ターが対応いたします。

（中小企業診断士／特定社労士）

食欲をそそる胡椒とゆずの香り

にいがた神林軒 塩麹漬
新潟県産の厚切り豚ロース
肉を、香辛料を加えた塩麹
に漬け込みました。胡椒の
ピリッとしたアクセント、ゆ
ずの爽やかな香りが食欲を
そそる、他とはひと味違っ
たオリジナル の 味 わいで
す。塩麹に漬けた厚切り肉
は驚くほど柔らか。酒類は
一切使用していないので、
ご家族みなさまで召し上が
れます。

株式会社 神林精肉店

〒945-0066 柏崎市西本町1-7-23
TEL.0257-23-2224 FAX.0257-23-2611
E-mail meat.kanbayashi@gmail.com
URL http://meat-kanbayashi.net
10

順弥 氏

7月20日（木）
14:00〜（受付開始13:30）

場 万代島ビル11階 NICO会議室
（新潟市中央区万代島5-1）

定

員 30名（先着順）

セミナー後、座談会形式の相談会も開催します
（10名 : 先着順）

問い合わせ先

新潟県よろず支援拠点
TEL.025-246-0058 FAX.025-246-0033
E-mail：yorozu@nico.or.jp

ご家庭で「お酢習慣」。おいしく、美しく、健康に

OLALA フルーツビネガーメーカー

手軽にはじめられる
22種類の
レシピブック付き

冷めても
柔らかいので
お弁当にも最適！

師 コーディネーター 中俣

通常1〜3週間かかってしま
うフルーツビネガーや果実
酒が、わずか24時間で完
成。手軽に自家製フルーツ
ビネガーを作ることができ
ます。ビネガーボトル全体
を包み込むようにじっくり
とムラなく加熱するので、
自
然でマイルドな味わいに。
ド
レッシングなどのアレンジ
も可能で、飲むだけでなく、
食べるビネガーレシピも楽
しんでいただけます。

ツインバード工業株式会社
〒959-0292 燕市吉田西太田2084-2
TEL.0256-92-6111 FAX.0256-92-7582
URL https://www.twinbird.jp
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