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ず既 存のお客 様を大 切にすること。

のみで販 路を開 拓していくことには

後の会 社 訪 問では、最 初からカタロ

められている姿なのです。

お客様も大切にされていないのに、他

限界があります。成功事例や個人の

グを出してモノの説明をしてはいけま

の人に紹介する気にはならないでしょ

人脈を共有し、組織をあげた営業戦

せん。相手がまだあなたにも、サービ

う。顧客を1年放っておくと、20％が

略が必要だと思います。FABEの理

スにも興 味を持っていないまま話を

他所へ行くといいます。自社の顧客が

論（図A）
を参考に、自社製品の良さ

始めても何も届かないのです。

離れる割合がそれを超えているようで

はお客様のお悩みの何に対して、
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したら見直すべきだと思います。
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ことなどを話し、関 心を高 めてから
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サービスを紹 介する。信 頼のおける

なって考え、アピールする組 織 的な

相手には困りごとの相談をしやすくな

取り組みが必要なのです。

ります。情報が氾濫している現在、お

既存のお客様を大切に
信頼・信用を勝ち取る
講座を通じて新潟の皆さんを見て

決へ導く人です。決してモノ売りでは
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までとても時 間がかかる印 象を受け

必ずお客様は最後に「ありがとう」
と

ます。買う方も同様に、マーケットとし

言ってくださる。営業とは、
そういう仕

て見えてくるのは「 知らない人からは

事なのです。

モノを買いにくい」
「信用・信頼を得る

本質的な魅力とは何か？
組織で連携し強みをPR
次に営業の大きな課題は、実は自

「営業力」は「影響力」
信頼されるパートナーになる

「 商 品を売る前に自分を売れ」と

客様は誰から買うかという良きパート
ナーを求めています。信頼される人に

のに時 間がかかる」ということです。

社製品の本質（強み・特徴）
を理解し
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そうしたなかで売 上を維 持する会 社
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要になってきています。お客 様が 求

れを活かしているという特徴がありま

なさいといっても、ほとんどの人がで
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とは、自分の味方や
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きません。書いてもカタログにある内
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いポイントや、職 人の物 語など、カタ

法がありますが、中小企業は必ずしも
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ほしいと思っている。それが営業に求
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作り手は製品の良さを知っているの
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ションすることで、新しい市場を生み
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出すイメージです。当然、失敗もありま

ングに倣っていては、日本の強みが

すが経験を積み重ねることで、
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の先に到達する例もあります。
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をベースにし

問題を解決する
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である。
「営業力はどう強化すればいいのか…？」。製品を収益に結び付ける担当部署
だが、人間力に頼る部分も多く、
その人材育成に悩む経営者は多い。そこで、
お客様との関係を強化し、
また、新規顧客を開拓していくために必要な考え方
や視点について、中小企業大学校三条校でも営業力強化講座を開催する
マーケティング参謀室・代表の山口氏に話を伺った。

てきた、日本 独自の哲 学を持った営

3ヵ月前から仕掛けを始めます。呼び

業の取り組みが、いま必 要なのだと

たいお客 様に来 場してもらうために

思います。

全 営 業が動き出し、人 脈を作ってい
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優先順位の高い特徴（強み）
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商品の特徴と自社の強みを
顧客の利点に置き換える
できるだけ抽象的な言葉は使わない
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（数値化できるものはできるだけ数値化する）
数値化できないものは、
使用例や効用を具体的に設定
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Ｅvidence
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成功事例、科学的・法律的根拠等の整理
何故この商品が必要なのかを
はっきりさせる
相手にとって魅力あるストーリーを
組み立てる

ＦＡＢＥ理論による手順

POINT

売れる営業のための
視点・ポイント
□モノを売るのではなく、
お客様の問題を解決
するのだと考える
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製品とお客様を結びつけ、問題を解

のに、製品の良さが分かっていない。

展示会で成功する企業の多くは、

売るべき製品（自社）の本質は何か？

なる、つまり
「営業力」は「影響力」で

す。首 都 圏 市 場を狙う場 合で

信頼される営業とは
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雅人 氏

PROFILE
1956年神戸市出身。立命館大学経営学部卒業後、食品メーカー、家
電メーカーにてマーケティング及び営業を経験。
その後、我が国におけ
るワン・
トゥ・ワンマーケティングの草分け的存在のコンサルタント会社に
勤務。数多くの企業のマーケティング戦略・営業戦略、人材育成に従
事。専門は、
マーケティング、営業指導
（提案営業）
、管理者育成、人材
育成など。主な著書として
『やっとわかった売れる仕組みのつくり方
（日
新報道）』
がある。

□既存のお客様を
大切にすることの重要性を知る
□展示会マーケティングに
計画的に取り組む
□作り手と連携して
製品の強み・魅力を把握する
□モノを売る前に自分を売る
N I C O P R ES S

お客 様が 製 品を買う理 由は何で

をしたいから、
プロとしてアドバイスし

お客様から信頼され︑求められる営業とは？ お客様の信頼を勝ち取る営業力

営業は「モノを売る人」
ではなく
「問題を解決する人」
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03

特集

te
rv
ie
w
株式会社東急ハンズ 執行役員 新宿店店長

宮武

滋

氏

PROFILE
1984年株式会社東急ハンズ入社、渋谷店の仕入販売を
担当する。広島店、札幌店の準備室、開業準備に携わり、
2002年に本社営業推進部、全社販売促進を担当。
その
後、営業企画部長、業務企画部長、梅田店の準備室長、
梅田店店長を経て、2013年執行役員ＭＤ企画部長に就
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に、次の市場を創造できるものを作っ

ていかなければなりません。そのヒント

てきました、
と提案に来てくださること

はお客様の声にあります。

もあるのです。

また、お客様が欲しがっているもの

今後は小売り、卸売り、
メーカーの

を、取 引 先 様 やメーカーの 方 々に

流通全体としてコミュニケーションを

フィードバックすることも大切だと思っ

密にして、新しいものを提案していく

ています。商品仕入れの担当をしてい

形が重要になってくると思います。商

た時、各バイヤーには、
メーカーの企

品を仕入れるときも、見積もり金額な

画担当の人と直接話ができるようア

どの仕 入れ条 件だけでなく、営 業 企

プローチしなさいと伝えていました。

画能力なども重視して取引先を決め

我々が情報をフィードバックしても、
そ

ています。

POINT

メーカーの営業に
期待するポイント
□お客様の行動に結びつけた
商品の提案、説明
□小売り、卸売りとの
密なコミュニケーション
□小売り側からのアイデア、
消費者ニーズを
フィードバックしての商品開発

れに反応してくれるメーカーさんは多く

お客様から信頼され︑求められる営業とは？ お客様の信頼を勝ち取る営業力

in

商品を販売する小売店には、各方面から商品の売り込
みがある。そのなかで小売業者は、
メーカーの営業にど
のような期待をしているのか。東急ハンズでバイヤーとし
て、
さまざまな商品の仕入れに関わってきた宮武氏に、
小売店業界の今とこれから、
そしてメーカーが意識すべ
きポイントについて話を伺った。

が生まれるという動きを、常に察知し

ありません。でも、中には情 報をもと

我々もそれをキャッチして、売り場を
作っていかなければと常に思っていま
す。こうした時 代 背 景に敏 感な取引
先やメーカーの皆さんは、店頭のお客
様の声をよく聞いていて、小売り側の
アジャストした商品を提案してください
ます。いまの人々のライフスタイルを
想定し、
そこに必要なものを必死に探

生活が豊かになり、
モノに囲まれて

して商品化されたものは、私たちもお

暮らす現代は、持っていないものがな

客様に伝えやすい。商品そのものの

い時代です。そのなかで売っていくた

スペックや品 質だけでは、
もうモノは

めには、
「その商品が一体自分に何を

売れないと思います。

もたらしてくれるのか」
という点がより
重要になってきています。
当社へ商品の売り込みに来ていた
だいても、素 材や作り方などの技 術

行動の変化から生まれる
ニーズを敏感に察知する

新商品導入はどんな視点が求められるか
お客様の行動と
自社の技術を
組み合わせた開発、提案を
我々が新たな商品を探すときは、
コ
トを側面から見て、必要なものを考え
ます。保存容器ならば、入れるもの、

合は、
「お客様がこういう行動をすると

に高級トースターのブームを受けて、
あ

きに使うものと、
うちの技術を組み合

るメーカーが展示会で、
トースト専用の

わせたら、
こういうものができました」
と

フライパンを発表していました。時間

いう形が、私たちにとってベストです。

があるときは、直火で焼いたトーストを

多くのメーカーが技術を活かした開発

食べたいという行動に注目したコト発

に努力しています。

想です。
「さすがだな」
と思って、
すぐに

今後の消費の大きな流れは、ひと

保存期間、保存場所などの条件を整

つは
『時短』方向、
もうひとつは
『趣味

導入を決め、実際よく売れています。
ライフスタイルは多様化し、
メガヒッ

発想に偏っている場合、品質や技術

「モノからコトへ」
とよく言われます

理し、売り場では「これを保存するなら

的 』方 向だと思います。昨 年 、高 級

トは生まれにくくなりました。それゆえ、

にこだわっているのに、使う側が得ら

が、私のコトの解釈は「お客様の行動

この容器がおすすめ」
というふうにカ

トースターがよく売れましたが、
それら

我々は様々な層に合ったものを提案

れるものは今までの商品とあまり変わ

からモノに落とし込むプロセス」
という

テゴライズして伝えようとしています。

の本当の価値は、私は時短だと思っ

していくしかありません。今後は、特定

らず、導入に至らないケースがありま

考え方です。スマホのように新しいモ

その伝え方を整理するなかで、
「この

ています。実は直火で焼いたトースト

層を狙ったもののなかから、違う層の

す。品質の高さよりも「そのモノが自

ノが出てきたことによって行動が変わ

部分の商品がない」
となれば、
そこに

の方がおいしいのですが、忙しい朝に

お客様が反応するものが出てきて、
そ

分にどんなメリットをもたらしてくれるの

ると、
そこに付随して必要なものが出

合うモノを探すわけです。

そんなことをする人はいないので、
トー

れがスマッシュヒット、
メガヒットへつな

か」が重視され、
その点が分かりにく

てきます。昨年、ポケモンGOをきっか

スターを買うわけです。

がる流れになっていくのだろうと思い

いものは、店に置いても売れないとい

けにモバイルバッテリーが一般化し、

から
「このモノがあれば、
こういう行動

一 方で、例えばコーヒー好きの人

うのが正直なところです。

スマホやアプリの使い方が変化して

を提案すれば伝わるんじゃないか」
と

は、
コーヒーメーカーを買いますが、休

「もたらしてくれるコト」
というのは、

きたように、新しいブームによってお客

発想する場合もあります。

日の余 裕ある時 間のためにハンドド

時代によって刻々と変化しています。

様の行動が変わり、
また新しいニーズ

展示会を見て、
そこで出合ったモノ

メーカーさんから提案をいただく場

リップ用の道具も買うのです。同じよう

ます。
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﹁お客様に
何をもたらす商品なのか︒
﹂
それが明確な提案を
小売りは求めています︒
04

その商品が一体自分に
何をもたらしてくれるのか

情報も積極的に取りに来て、
それらに
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人技術を活かし、今の時代に合わせたオリジナル製品
作りにも取り組んでいる。
「時代とともに鉋の需要が減少するなか、何か他の
商品を作らなければと考えました」
と山谷専務。そこで
「六兵衛」のブランド名で、従来の鉋以外の大工道具
日本人の伝統

的な食文化」
がユネスコ無形文化遺産に登録されたの
を機に、鰹節削り器の開発に着手する。長年、鰹節削
り器用の鉋は製造していたものの、箱の部分は作った
ことがなかった。試行錯誤の末に同社が得意とする無
垢材を削り出した、継ぎ目がない箱を製作。削りたての
鰹節を味わいたい、暮らしに上質な豊かさを求める層へ
ターゲットを絞り、現代のライフスタイルに合う、
コンパク
トでモダンデザインの鰹節削り器が完成した。

お客様の声を得るために
問屋を介さない直販に絞る
鰹節削り器は
「台屋」
ブランドとして、
自社のオンライ
ンサイトで販売。客の間口を広げるためAmazonにも出
品した。
「この商品はこれまでのように問屋に卸すので
はなく、
できるだけエンドユーザーに近い売り方をした
かった。
インターネットで直接販売すれば、
お客様の声も
つかみやすいと思ったのです」。
問屋を通した販売が主だったため、販路の開拓も一
からだったという山谷専務。工場は人員が限られ、営業
専門のスタッフはもちろんいない。そのため中小機構

鉋 の 刃を「 台（ 木
部 ）」に仕 込む作
業。一枚一枚刃の
厚みが 違うため、
ちょうどいい堅さで
台に入るよう、刃に
合わせて少しずつ
木を削りながら修
正をしていく。まさ
に職人技だ。
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俊輔 氏

〒955-0863 三条市東新保12-19
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2

魚沼産豚肉などの地元食材と、化学調味料不使用
の加工食品を製造販売する有限会社まきばでは、生協
コンパクトなのでテーブルの
上に置き、使う分だけ鰹節を
削って味わえる。試し削りを
してから出荷しているため難
しい刃の調整が必要なく、
女性や子どもでも削りやす
いと好評。

をはじめとした食材宅配業や自然食品店、食材にこだ
わる飲食店が主な顧客となっている。
昨年3月に新工場へ移転し、大手企業との取引も始
まった同社だが、
「私が入社した13年前は、
お客様も売
上も右肩下がりで、
このままではいけないと危機感を持
ちました」
と桒原専務。この状況を何とか変えていこう
と、揚げ物商品を地元で直接販売し、会社のHPも自ら

などさまざまな機関に商品を登録するとともに、営業の

作成した。
また、
こだわりの食材を扱う自社の商品は、客

一環として商工会議所やNICOを通して展示会に出展

単価の高い首都圏の飲食店向きなのではと考え、東

し、全国の小売店との取引をひろげた。
また、
「 IDSデザ

京の高級客層をターゲットとする飲食店に
「サンプル商

インコンペ」や「百年物語」にも参加し、外部からの評価

品提供」の手書きのＤＭをFAXで送信。サンプル依頼

を受けることで、商品と自社のアピールに力を入れた。

を頂いた店には、
その後ハガキ、電話、訪問と段階的な

顧客のニーズを収集し
商品改良やアイテム展開に反映
顧客のニーズを収集するのに役立っているのが、商

営業でアプローチを行ってきた。

強みは魚沼ならではのストーリー性と
他社がやらない商品

品と一緒に送るアンケートはがきだ。実際に購入したお

こうした地道な営業活動を続けるうちに、顧客からの

客様の意見をもとに、商品を少しずつ改良。
また、鰹節

紹介を通じて新しい顧客へも取引が広がり、HPからの

の購入先や産地についての質問も多かったため、昨年

問い合わせも増加した。

から鰹節の販売も始めた。

一方で、
「 手間のかかる素材や工程を扱うなど、他社

「インターネットや口コミを通して、
お客様のほうから当

がやりたがらない商品を作れば差別化になる」
と、商品

社の商品を見つけてくださることが多いです」
と言うよう

開発に力を入れてきた桒原専務。その一つが地元の

に、HPが有効な営業ツールとなり、思わぬところから注

「雪室熟成じゃがいも」
を使ったコロッケだ。
「作るのに

文や問い合わせが来るなど、徐々に販路を拡げている

手間はかかりますが、魚沼ならではの食材を使うことで

同社。今後は海外展開も視野に入れながら事業として

生産者の顔が見え、
ストーリー性が生まれる。
そして、時

の基盤を固め、時代に即した営業と販売方法でお客様

代のニーズに応えたレンジで簡単に調理できる利便性。

に届けてゆく。

営業活動のポイント

手書きにすること
で差別化を図った
DM「魚沼お買い
得通信」
「魚沼通
信 」は、地域の話
題や桒 原 専 務自
身のエピソードなど
を親しみやすく紹
介している。

■ブランドサイトで上質なライフスタイルを提案
■展示会に出展し、小売店との直接取引を実現
■アンケートはがきで顧客のニーズを収集

有限会社山谷製作所
専務

事例

NICOクラブ会員
「 先日、鰹節削り器を使ってくれた
9歳の女の子からアンケートハガキ
をもらい、感激しました。時には厳し
いご指摘をいただくこともあります
が、お客様の生の声は商品を造る
上で大切です」
と語る山谷専務。

専務取締役

桒原

雪室熟成
じゃがいものコロッケ
家庭での揚げ物を敬遠しがちな今の消費者ニーズにマッチしたこともヒット
の一因。
平成28年3月に新工場が稼働。顧客からの高レベルな要求に応えるた
め、衛生管理をより強化した設備になっている。

これをマッチさせれば売れるのではないかと思いました」
と言うように、
この商品は高い評価を受け、販路拡大に
つながる営業の武器となった。

どんなに多忙でも
依頼、要望に迅速に対応
新規顧客が増加するのに伴い、以前よりも既存顧
客への訪問回数が減ってきたという桒原専務。
しかし、
どんなに多忙でもサンプル依頼や見積もり依頼があれ
ば迅速に対応し、
また、顧客からの入金を確認した際に
は、手書きのお礼状をFAXで送るなど、信頼関係を維
持する努力を重ねている。
「今でこそ多くのお客様から
問い合わせをいただきますが、取引先を一社作るのは
大変なこと。電話をはじめお客様への対応は絶対にお
ろそかにしてはいけないと思っています」。
今後も
「魚沼を売る」
をコンセプトに、地元の食材にこ
だわった事業展開を進める同社。明確な差別化を図っ
た商品と、顧客との信頼を深める実直な営業活動が、
現在の成果に結びついた大きな要因といえるだろう。

営業活動のポイント
■「魚沼通信」などを通じ、商品や自社を継続してPR

■ストーリー性のある商品を、ターゲットを絞って販促
■常に迅速、丁寧な対応で、顧客との信頼関係を構築

有限会社まきば
一成 氏

〒949-7226 南魚沼市山崎新田1000-7
TEL.025-779-2211 FAX.025-779-4595
E-mail issei-kuwa@makiba.co.jp
URL http://www.makiba.co.jp/

「さまざまな営業活動の成果が出て
きたと感じたのは、
この1〜2年。よう
やくお客様のほうから弊社への問い
合わせ、訪問をしていただけるように
なりました」
と語る桒原専務。

N I C O P R ES S

例

限会社山谷製作所では、約70年に渡り培ってきた職

現 代 にマッチ し た 鰹 節 削 り 器 を 開 発 し 直 接 販 売 に 挑 戦

1

鉋
（かんな）
の木の部分である
「鉋台」
を製造する有

を製造販売。
さらに、2013年に
「和食

手書きのDMと段階的な
アプローチで首都圏販路開拓

事例

オンリーワンの商品を武器に実直な営業活動で販路を拡大

無垢材を削り出した
コンパクトな鰹節削り器

お客様から信頼され︑求められる営業とは？ お客様の信頼を勝ち取る営業力

事

特集

営業活動の
ヒントを探る
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人技術を活かし、今の時代に合わせたオリジナル製品
作りにも取り組んでいる。
「時代とともに鉋の需要が減少するなか、何か他の
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「六兵衛」のブランド名で、従来の鉋以外の大工道具
日本人の伝統

的な食文化」
がユネスコ無形文化遺産に登録されたの
を機に、鰹節削り器の開発に着手する。長年、鰹節削
り器用の鉋は製造していたものの、箱の部分は作った
ことがなかった。試行錯誤の末に同社が得意とする無
垢材を削り出した、継ぎ目がない箱を製作。削りたての
鰹節を味わいたい、暮らしに上質な豊かさを求める層へ
ターゲットを絞り、現代のライフスタイルに合う、
コンパク
トでモダンデザインの鰹節削り器が完成した。

お客様の声を得るために
問屋を介さない直販に絞る
鰹節削り器は
「台屋」
ブランドとして、
自社のオンライ
ンサイトで販売。客の間口を広げるためAmazonにも出
品した。
「この商品はこれまでのように問屋に卸すので
はなく、
できるだけエンドユーザーに近い売り方をした
かった。
インターネットで直接販売すれば、
お客様の声も
つかみやすいと思ったのです」。
問屋を通した販売が主だったため、販路の開拓も一
からだったという山谷専務。工場は人員が限られ、営業
専門のスタッフはもちろんいない。そのため中小機構

鉋 の 刃を「 台（ 木
部 ）」に仕 込む作
業。一枚一枚刃の
厚みが 違うため、
ちょうどいい堅さで
台に入るよう、刃に
合わせて少しずつ
木を削りながら修
正をしていく。まさ
に職人技だ。
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山谷

俊輔 氏

〒955-0863 三条市東新保12-19
TEL/FAX.0256-34-5989
E-mail info@dai-ya.com URL https://www.dai-ya.com
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の加工食品を製造販売する有限会社まきばでは、生協
コンパクトなのでテーブルの
上に置き、使う分だけ鰹節を
削って味わえる。試し削りを
してから出荷しているため難
しい刃の調整が必要なく、
女性や子どもでも削りやす
いと好評。
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ＮＩＣＯ支援策活用企業に聞く！

活力
ニ イガ タ 元 気 企 業

カギ

The key to vitality

地方のIT化をリードし、
地方からムーブメントを起こしたい
新潟のIT環境の遅れに驚き
WEB専門広告会社を設立

パワーあふれる現場に潜入！

の

け負っているユニークワン。東京からU

WEBに使っています。一方日本はま

ターンし、父親の農業法人でネット通

だ、余った広告費をWEBに回す感

販に取り組むなかで、
どこからもネット

覚。
これを逆転させるべきですし、実行

広告の提案が無いことに気づいた立

できる企業が生き残る。特にBtoBの

川社長。
「調べたら新潟ではネット広

会社はWEBの重要度が高いです」。

銀行などからの依頼を受けて、社長や社員がネット広告セミナー
の講師を担当。その参加者が顧客になるケースも多いという。

告を専門にやっている会社がありませ

優秀な人材が地方で
活躍できる企業に

んでした。また農 業 法 人では、まだ
FAXを使っていて、地方のIT普及の
遅れに衝撃を受けました」。
起業と同時に業績は順調に伸び、

最近は、社長や社員がネット広告に

昨年は売上が3億円弱。今年は5億

ついて、
セミナーを通じて伝える機会

円超が目標だ。成長の要因は動画広

が増えている。地方のIT化をリードして

告のニーズが増えていること。
さらに、

いきたいという起業時の思いが、確実

富山での売り上げが好調な点がある。

に広がりつつある。

国内のニット業界は安価な海外製
品に押され 、今やマーケットの
99％近くが輸入品だ。五泉もピー
ク時の売上げ802億円から115億
円と激減。
この閉塞感をどう打破
するか。五泉ニット工業協同組合
が総力を挙げて動き出した。

ここがポイント

の企 業はテレビの2 倍の広 告 費を

社 員はまもなく2 0 人にな
る。異業界からの転職、東
京からのUターンなど、個性
的な人材が集まっている。

1

実現に向けて
4つの分科会を立ち上げ

2

平成32年度を節目とした
明確な目標を掲げる

3

ニット業界だけでなく
地域も巻き込んだ展開

プロモーションは
WEBから考える時代

新潟でITの最先端に挑戦し、新潟

ので、
出社する・
しないも含めて、
より自

からムーブメントを起こす。その夢に向

由な働き方ができる会社にしたい。東

かって全力で進む同社には、今後も一

広告を展開したことがないお客様がほ

京の大企業から、地方のベンチャー・

層注目が集まりそうだ。

とんどだったが、
いまは一度は経験が

成長企業へと転職する流れも作りた

あるという会社

いですね。
また、女性が働きやすい環

も増えた。それ

境も目指します。マーケティング会社と

でも新 潟や北

して消費の中心である女性の感
覚が必要ですし、結婚などで

N I C O P R ES S

東京からU・Iターンしてきた
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「 今 は口コミ、紹 介 、先 方 からのアプ
ローチで顧客が増えていますが、WEB
広告を提案している立場なので、次の
ステップとしては自社のWEB広告で受
注できる体 制を作り上げることも大 切
だと思っています」
と話す立川社長。

といえばニット。ニットといえば日本の五泉』
と認知される産地の確立を目指して、五
泉ニットのブランド化事業の取り組みを始めました。幸いにも五泉は後継者たちの
若い力が活動に生きています」
と髙橋理事長。初年度に産地の長所短所を洗い
出した結果、業者間の連携が強いこと、染色・整理・刺繍・プレスといった二次加工
技術が集積しており、地域内で染色から製品の完成まで可能なことなど、国内で
五泉にしかない「規模
（インフラ）
」
という武器も見えてきた。

目標を達成し、課題を克服する実行部隊を組織
目標も具体的に立案。平成32年度に五泉市に完成予定の複合施設にニット展
示場を確保し
「国際ニット展示会」開催を目指す。
ビジネスに結び付ける数値目標も
掲げ、課題を克服する4つの分科会
（人材育成、地域活性化、販路市場開拓、広報
PR）
を立ち上げた。今年2月には五泉ニットのブランドマークを発表。組合員の自主
ブランドやアパレル企業向けの商品に活用していく。
「このタグを付けた製品が国際
展示会
（IFF-MAGIC）
でスペインのバイヤーの目に留まりました。春には家庭画報と
のコラボ商品が各地の三越伊勢丹で販売されました。
また、新潟三越伊勢丹の『越

次代の日本にニット業界を残すために

優秀な人材も多いです」。

る。
「リモートワークがしやすい仕事な

起業から3年が経ち、最初はネット

「この閉塞感を打破し、消費者はじめ国内外のアパレル業者や商社から
『五泉

品』
でも取扱い頂いた商品があります。少量ですが大きな一歩です。」

また、事業の拡大と共に、会社組織
の体制を整えることにも力を注いでい

るヨーロッパにも比肩する。実際に有名海外ブラン

「良いものは良いと見直される潮流がきっと
来ます。各社の連携しやすさ、結束した技術
力は五泉ニットの強み。産地全体の力を結
集して取り組みたい」
と話す髙橋理事長。

げが激減。組合数も40社まで落ち込んだ。

「いまやプロモーションはWEBから

など、
ネット媒体の広告出稿・制作を請

「五泉ニット」の品質や技術はニット先進地であ

な製品の流入と、衣料価格の下落、国内アパレル業界の不振などから近年売上

ていると立川社長は話す。
考えるのが海外では当たり前で、中国

自分たちの強み、
弱みを洗い出して武器にする

ドが製品を発注するほどだ。
しかし、海外からの安価

陸のIT化は、東京から3〜5年は遅れ

検索エンジンやSNS、
ユーチューブ

五泉ニット業界が結束
横編ニット国内No.1という
産地力を発信

組合では次代に繋ぐための事業も行っている。工場見学ツアーの開催や、
イン
ターンシップで高校生を受け入れるなど若者がニットに触れる機会を設けた。2月
10日の「ニットの日」には、
「 五泉市民でニットを着よう」
と地域を巻き込み、行政や
商店街の方々が参加した。
「運に頼るのではなく、何かしなければ発展的な進化は望めないです。国際トータ
2月10日〜12日に開催した「五泉ニットフェス」は
工場見学やライブなどで盛り上がった。次回開
催は平成30年2月9日〜11日予定。

株式会社ユニークワン
代表取締役

立川

和行

氏

〒950-0853 新潟市東区東明3-10-1 R-PROビル
TEL. 050-3371-4008 E-mail support@unique1.co.jp
URL https://unique1.co.jp/

泉の工場でも学生を受け入れ実践的に学んでもらい、
よりニットを豊かに表現でき
る人材を輩出したい。」
と髙橋理事長。五泉のニットを未来に繋げる活動に期待が

NI COの コ レ を活用！
平成27年度新規創業サポート、平成28・29年
ベンチャー企業創出・育成助成金を活用して、新
潟初のネット専業広告会社を設立。さらなる成
長を目指しています。

ルファッション専門学校にもお願いして、
ニット科が設立されることになりました。五

五泉ニット工業
協同組合
理事長

高まる。

髙橋 雅文氏

〒959-1824 五泉市吉沢1-1-10
TEL.0250-42-2156 FAX.0250-42-3153
E-mail takahashi@gosenknit.or.jp
URL http://www.gosenknit.or.jp

五泉の五をモチーフに、編み地のパ
ターンと糸が編まれる仕組みをシンボ
ル化。認証委員会を設置して独自の
品質基準をクリアーしなければタグを
発行しない仕組みだ。

国際展示会（IFF-MAGIC）
に、
「五泉ニット」
とし
て出展。大きな手応えをつかんだ。

N I C O P R ES S

NEXT STAGE

平成26年に新潟初のネット媒体専門の広告会社としてスタートした
株式会社ユニークワン。立川社長ひとりで始めた会社は現在、東
京、金沢、富山にも拠点を持ち、社員もまもなく20人に届きそうだ。
猛スピードで変化していくネットの世界で、急成長を見せている同社
のいまについて話を伺った。
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N I C O P R ES S
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BU SINESS
T OP IC S メディアに取り上げられる、ニュースリリースの「テクニック」をとことん磨く！

ビジネスの
お役立ち情報を
お知らせ

ニュースリリース作成スキル
向上講座
メディア側が「取り上げたい！」
と思うポイントは？ 本講座では、
そのポイントを伝授！
ポイントを学んだ上で、
ニュースリリースの作成演習も行います。
メディアに取り上げられる
「ニュースリリースの書き方」
を習得する１日集中講座です。

対

日 時
会

象

講

既にマスコミへの
情報配信をしていて
スキルアップを図りたい企業

井上戦略PRコンサルティング事務所
代表

10月27日（金）

場 ＮＩ
ＣＯプラザ会議室

員 30名（１社２名まで、先着順）

参加費 １名につき10,000円

但し、NICOクラブ会員は5千円

申込期限 10月10日（火）
問い合わせ先

企画チーム

TEL.025-246-0038

糀100％のあま酒
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岳久 氏

E-mail kouhou@nico.or.jp

１杯のコーヒーをもっと美味しく

糀だけの あま酒
昭和40年頃から地元妙高の
スーパーマーケット等で製造
販売を始めた歴史ある「あま
酒」
です。新潟産米100％の糀
で製造し、砂糖等は一切使用
していない無添加商品です。
長年の糀を造る技術により、
そのまま味わっても甘く感じ
る良質な糀を使用していま
す。お好みで同量の水を加え
て80度位に沸かしてからお召
し上がりください。9月から5
月の期間限定の生産です。

井上

PR戦略プランナー
マーケティングコンサルタント
横濱カレーミュージアム・プロデューサーを経て現
職。横濱カレーミュージアムの立ち上げから携わり、
2002年11月に代表に就任し、入館者数減少に悩む
同館をわずか1年で復活に導く。年100回以上のイ
ベントを実施し週2〜3回のリリースを配信するという
独自のPR理論に基づいて実施し大成功を収める。
2006年に退任。現在は、マーケティングPR手法を
講演やコンサルティングで企業や官公庁に指導して
いる。著書に
『無料で一億人に知らせる門外不出の
PR戦術』(明日香出版)などがある。

10：00〜17：30（受付開始９：30）

（新潟市中央区万代島5-1万代島ビル11階）

定

師

Miyacoﬀee シングルドリップ

味噌屋が造った
だけの
「糀」
あま酒

水切れがよく、
狙った所に
注げます

一杯分のコーヒーを淹れる
のに丁度良い大きさの道
具。
電気ケトルやポット等で
沸騰させたお湯をシングル
ドリップに注ぐと、
コーヒー
抽出に最適な85℃〜90℃
に下がり、
より美味しく抽出
できます。高温すぎると雑
味が入り、低温すぎると抽
出に時間がかかります。小
さな径のドリップバッグに
も注ぎやすい直径7mmの
注ぎ口を採用しています。

太田醸造株式会社

株式会社宮﨑製作所

〒944-0018 妙高市諏訪町2-2-7
TEL.0255-72-4134 FAX.0255-72-4135
E-mail ohtamiso@abelia.ocn.ne.jp

〒959-1276 燕市小池4852-8
TEL.0256-64-2773 FAX.0256-64-5728
E-Mail info@miyazaki-ss.co.jp
URL http://www.miyazaki-ss.co.jp

事業
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