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東京都中小企業振興公社では令和2年度の補正事業として受発

注創出事業を実施しました。当事業は都内中小企業の着実な経

営安定化に向けオンラインを活用した販路開拓のモデル事例を

構築しポータルサイトで情報発信するとともに、新たな販路・

取引機会の創出に向け商談会を開催するなど売上回復や販路開

拓を後押しするものです。

本事例集では「新たな営業スタイルの確立」を目指す中小企業

へヒントを提供することを目的に、オンライン販路開拓に取組

んだ中小企業の事例をご紹介します。

ここでは事例集を読むにあたって事前に知っていただきたい内

容を記載します。

本事例集に登場する中小企業(BtoB)の多くは、コロナ禍で対面での営業活動や展示会が中止となったことをきっかけに、

ホームページを中心としたオンラインの活用を進めました。例えば、ホームページにどのように新規顧客を集客するか、

どのように問い合わせにつなげるか、顧客に対してどのような情報をどうやって提供するかなどです。　　　

受発注創出事業
（オンライン活用型・キャラバン型）

【受発注創出事業の全体像】

BtoB企業の顧客獲得プロセス

オンライン販路開拓は対面型の販路開拓活動に加え、オンラインを活用して顧客とコミュニケーションを行う活動ともい

えます。集客から問い合わせ、受注、そして既存顧客との関係維持を含めた全体的な視点から、どの部分にオンラインを

活用するか検討します。優先施策は各社の営業戦略や製品・サービス、予算などにより様々です。

活用できるツール

オンライン販路開拓の現場でよく登場するツールや手法を一部ご紹介いたします。

情報発信の強化

今回の取り組み事例では、ホームページやブログ、メール、SNSで行ってきた情報発信を発展させる企業が多いのが特徴

です。顧客を分類し、自社の強みや顧客のメリット、期待するアクションを整理したうえで各ツールに応じてコンテンツ

を作ります。その際に参考となる考え方に「ファネル」があります。ファネルとは漏斗のことで、顧客の購入までの意識

の遷移を表したものです。この考え方を元にホームページなどの見直しを図りました。

オンライン販路開拓モデルの構築

30社のモデル企業の事例、動画、専門家による
コラム等の情報をポータルサイトからの発信

オンライン等による新規問い合わせの増加等
新規取引の拡大
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受注側企業の募集

発注側企業の面談希望調査

商談組合わせ・商談スケジュール

オンライン商談会
※Web開催

新規受発注の増加へ
新規取引の拡大

キャラバン型商談会
※�知財、デザイン等の専
門家等による�
相談対応・施設紹介

※�テーマ�
（健康・安全・環境等）

コロナ時代の営業スタイルの転換 新たな販路・取引機会の創出

商談会（オンライン型・キャラバン型）
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専門家による助言

商談会

対
面
型

展示会出展
（名刺収集） 訪問・ヒアリング・見積・提案・デモ（営業フォロー）

主に人が対応

主に人が対応

訪問
（営業フォロー）

集客

集客

オ
ン
ラ
イ
ン
型

オンライン施策
（オンライン展示会、�
オンライン広告、SEO）

WEBサイト
（ランディングページ、

回遊ページ）

連絡先収集
（資料ダウンロード、
オンラインセミナー）

情報提供
（メール�

マガジン、SNS）

インサイド
セールス

ヒアリング・�
見積・提案�

（オンライン会議、デモ）

顧客分析・対応
（メールマガジン、�

SNS）

関係構築・強化

関係構築・強化

営業活動

営業活動

関係維持

関係維持

コンテンツ・コミュニケーション コンテンツ管理システム（CMS）／ランディングページ／eコマース／メールマガジン／SNS

データ分析・解析 Googleアナリティクス／Googleサーチコンソール／キーワードプランナー／ヒートマップツール／ソーシャルメ
ディア分析ツール

集客 準広告／リスティング広告／リターゲティング広告／動画広告／SNS広告

自動化、省力化、管理 マーケティングオートメーション（MA）／セールスフォースオートメーション（SFA）／カスタマーリレーションシッ
プマネジメント（CRM）／名刺管理ツール

カテゴリ 主なツール

認知 ランディングページ

興味・関心 回遊ページ

比較・検討 フォームページ

購買・問い合わせ コンバージョンページ

主にオンラインが対応主にオンラインが対応

パーチェスファネル 自社ホームページ構造
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創業からの変遷を教えてください

（和氣幸博 社長）　1951年に父が創業

した弊社は、当初は主にプレス金型製

作と量産加工を行っていました。80年代に

入ると放電加工機による金型製作が普及し始

めましたが、当時はまだワイヤー放電加工を

請け負っても、弊社には技術もマシンもなく、

協力会社にお願いしていました。もちろん、

自社生産のほうが遥かに利益が出ます。とい

うことで、私が事業を継承した後、1985年

に放電加工機を導入して、独学でその技術を

習得しながらワイヤー放電加工に本気で取り組んでいった

のです。2代目社長としての意地もありましたから、毎日

ひとりで夜中まで作業していました。以来、弊社は30年

以上にわたり年間60種類以上の金属を加工してきました。

その経験により習得したノウハウがあり、他社では困難な

加工も成功させてきた実績があります。

電極となるワイヤー線に電流を流して金属を精密に切るワ

イヤーカット放電加工は、旋盤などを用いる切削加工とは

異なり、マイクロメートル（µm:1ミリの1000分の1）単

位で極精緻にカットすることができるため、半導体装置や

宇宙・真空関連、医療用機器など緻密さが求められる部品

製造に用いられています。

コロナ禍の影響はどうでしたか

（社長）　弊社は量産品の製作が少なく、企業の開発

部門や大学の研究所からの依頼が多いため、昨年４

月ごろまでの業績は順調でした。しかし、５月～７月は売

上げが激減しました。でも、オイルショック、バブル崩壊、

リーマンショック、東日本大震災などの大きな危機を経験

してきたので、焦る気持ちはなかったです。こういう時期

はいずれ回復すると信じて、目の前にある仕事をコツコツ

やっていくしかないのです。これまでと異なっていたのは、

政府や東京都から税の減免や助成金の支援があったことで

す。そこで時間に余裕のある今しかないと思い設備投資を

しました。弊社の生命線ともいえるマシンを上位グレード

に入れ替え、デジタル化にも取り組み、前へ向かって動き

出す準備をしていました。

オンライン販路開拓への
取り組みについて教えてください

（和氣直道 取締役）　コロナ禍は全世界の人々の生

活スタイルが変わる大きな転換点になると思ってい

ます。小さな町工場も仕事のやり方を変えていく必要があ

ると感じていました。これまでは展示会が新規客との出会

いの場となっていたのですが、コロナ禍では展示会も開催

されません。テレワークやオンライン会議も増えており、

名刺交換さえできなくなっているのです。この流れはコロ

ナ禍が収束しても止まらないと思います。そこで弊社でも、

テレワークやホームページのリニューアルなどに取り組む

ために、公社からオンライン販路開拓のサポートをいただ

くことにしたのです。

私は前職がウェブＳＥでしたのでプログラミングはできる

のですが、デザインやコンテンツの構成などは知識がない

ので専門家であるアドバイザーにアドバイスをいただきま

した。また、グーグルアナリティクスを使った効果測定の

やり方、その分析結果をもとにしたターゲットの設定、リ

スティングなどの広告出稿などを教わりました。結果、ホー

ムページやSNSの運営、さらにデジタルマーケティングな

どの理解が深まったと感じています。

現在はランディングページを作成して広告出稿にもトライ

しています。今回のオンライン販路開拓への取り組みはす

ぐに結果は出ないかもしれません。でも、アドバイザーの

方の助言で追加したコラムページは私なりに効果的だと

思っています。検索キーワードを分析すると、このコラム

からの流入が明らかに増えているので手応えも感じていま

す。

今後、オンライン販路開拓には
どのように取り組んでいきますか

（取締役）　ホームページを品質管理の手法であるＰ

ＤＣＡサイクルにあてはめてみると、Ｐ（計画）や

Ｄ（実行）よりも、Ｃ（評価・解析）やＡ（改善）のほう

が重要なのだということを学びました。そこでまだ試験段

階なのですが、マイクロソフトが公開したクラリティを導

入してみました。これは、ホームページを見ている人が、

どのような操作をしているかを分析するのに役立つユー

ザー行動分析ツールなのですが、グーグルアナリティクス

やヒートマップなどのツールと組み合わせて解析と改善を

繰り返していこうと考えています。オンライン販路開拓に

は今後も積極的に取り組んでいきます。

Q

Q

A

A

Q

Q

A

A

●業種：製造業　●事業内容：プラスチック板プレス加工、細線のワイヤーカット放
電加工機を利用した超精密微細高精度部品加工　●1951年　●資本金：500万円　●
住所：東久留米市八幡町3-14-27

新規客との
出会いの場を
展示会から
オンラインへ転換

代表取締役　和氣�幸博　取締役　和氣�直道

有限会社オクギ製作所
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ワイヤーカット放電加工
機は水と油の両タイプ
を保有。

取締役
和氣 直道さん

YouTube動画にも力を入れていきます
少し前のことですが、YouTubeにアップした動画
の再生回数が伸びて、驚くほど多くのコメントが
寄せられた時期がありました。調べてみると、同
時にホームページのアクセス数も増えていまし
た。やはり、HPとYouTubeはつながっているので
す。今後はYouTube動画とSNSにも積極的に取り
組んでいきます。

HP　https://okugiss.jp
Blog　https://okugiss.jp/wirecut-blog/
YouTube　https://www.youtube.com/watch?v=nW5X22LoZpo

従
業
員
の
コ
メ
ン
ト

オンラインへの
取り組みは前へ進
むための原動力に

なりました。

オクギ製作所の技術力を象徴する販促用品。多くのメディア
で紹介されている。OKUGIの文字を下げるとまさに消える。
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事業の柱を教えてください

弊社は工業用トレーのほか、洋菓子用

トレーなど、同じ形状のものを大量か

つ均一に加工して生産するために必要な金型

を作っています。最新の3D CAD、3Dスキャ

ナーを用いたモデル図面作成や設備、それを

操る経験豊富な技術者たちによってこれまで

2万件以上の金型設計・製作を行ってきまし

た。また、業界でも貴重な木型の職人が在籍

しており、手彫りの木型も製造しています。

特に真空成形を得意にしており、自社内で設

計から製造まで一貫生産できること、さらに少ロットのト

レー成形にも対応できることが弊社の強みです。リーマン

ショックなどを乗り越え、業績は右肩上がり傾向にありま

した。

コロナ禍の影響は大きかったですか

売上高が前年同月比で60％減にまで落ち込む月が

あるほどでした。原因はギフト商品で使われるパッ

ケージやトレーの製造がほとんど止まったことにありま

す。たとえばギフト商品では、例年大きな収益となるバレ

ンタインデーとホワイトデーにおける次年に向けての企画

がすべて止まりました。また、テーマパークの休園や外国

人観光客が日本から消えた影響により土産物がまったく売

れなくなったことも大きいです。

報道された自社製フェイスシールドの
件を教えてください

コロナ禍との長期戦を覚悟するなか、「入手できず

に困っている」とTVなどの報道で知ったのがフェ

イスシールドでした。現物を検証してみましたが、設計や

製造はそれほど難しいものではなかったので２万枚を生産

して医療と介護に携わる方、手話通訳者、教師を対象に無

償配布することにしました。社員も「困っている人の役に

立つのなら」と積極的に協力してくれたのです。その後、

新聞やTVが取り上げてくださったおかげで、海外からも

多くの問い合わせをいただき、当初の予定枚数を2倍の数

に増やして対応しました。

どんなことがオンライン活用の
きっかけになったのですか

フェイスシールドを無償で配布した取り組みを多く

のメディアに取り上げてもらえたのは、広報を任せ

ている在京テレビ局に在籍していた経験を持つ友人が戦略

的に情報を発信してくれたからでした。そのことで「情報

発信」の重要性を学び、継続的に取り組むならホームペー

ジが有効と考えたのです。

フェイスシールドは７月から有償での販売に切り替えまし

た。メディアに取り上げてもらっていた７月は売れても、

情報が出なくなった８月になるとまったく売れなくなりま

した。情報発信を続ける大切さを実体験できたのです。そ

こで、９月にリスティング（検索連動型広告）にトライし

てみたところ、効果はあるけれど広告にかけるコストが多

額で結局は赤字になってしまいました。まさにトライ・ア

ンド・エラーの連続でしたが、その経験がオンライン活用

を続けていく源泉となったのです。

公社のサポートは役立ちましたか

情報発信を試しているタイミングでオンライン販路

開拓のサポートを受けられる機会に恵まれました。

アドバイザーの方には、オンラインでの新規客獲得につい

て基本的なことから筋道を立てて教えていただき、リス

ティングの構成やランディングページの役割、届いた問い

合わせの活用法など、全体の流れからそれぞれのポイント

を抽出してわかりやすく解説していただきました。多くの

気づきを得ることができてとても勉強になりました。

今後はオンラインをどのように
活用していくつもりですか

実は数年前から、オンラインを活用することによっ

て社員が場所や時間の縛りから解放され、もっと自

由に仕事ができるようにならないかを模索していたので

す。昨今、顧客もテレワークが増えておりオンラインでの

打ち合わせが当たり前になっています。ですから弊社の営

業担当も会社に居る必要がなくなっているのです。テレ

ワークなどオンライン化の流れはコロナ禍が収束しても止

まらないと思います。弊社は製造業です。工場で働く従業

員はもちろん出勤する必要があります。ただし、現場の作

業もシフト制を導入して、さらに効率化していけば週休３

日制が成り立つと考えています。

ホームページから来たお客様はデータベース化が可能にな

ります。その情報をフォーマット化して可視化すれば、全

社員で組織的な顧客対応ができるはずです。もう属人的な

営業のノウハウに頼る必要はありません。重要なのはオン

ライン販路開拓の仕組みを構築することです。ただし、製

造業では「品質の良さ」が求められるのは不変です。

Q

Q

Q

A

A

A

Q Q

Q

A A

A

●業種：製造業　●事業内容：真空成形金型製造、トレー成形、ソフビフィギュア企
画製造、フェイスシールド製造　●創業：1965年　資本金：4,000万円　●住所：大
田区蒲田本町1-9-7

オンライン販路開拓で
重要なのは
明確な目的と
仕組み作りです

代表取締役　青沼�隆宏

株式会社城南村田
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トレーの真空成形金型
の設計・製造から少ロッ
トのトレー成形まで自
社で一貫生産する。

営業部　リーダー
浅井 利晃さん

テレワークはライフスタイルを�
一変させます
　弊社ではコロナ禍前からオンライン会議などの
試みを行っていたことから、スムーズに本格導入
できました。場所や時間に縛られないためやはり
便利で、コロナ禍が収束しても活用していくつも
りです。また、無駄な通勤時間から解放されるテ
レワークも良い取り組みだと思っています。

HP　https://www.jonan-murata.jp/
Facebook　https://www.facebook.com/jonanmurata/
YouTube　https://www.youtube.com/watch?v=Kh9XckrdrB8

従
業
員
の
コ
メ
ン
ト

自社で開発した光学レンズ業界の
製造を変える革新的な製品「かま
たレンズトレー」（特許取得）

コロナ禍が収束
してもオンライン
化の流れは止まら
ないでしょう。
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会社の歴史を教えてください

弊社は昭和５年に「常盤防水布商会」

という社名で祖父が雨合羽の製造販売

を始めたことをルーツに、父が二代目、私が

三代目になります。オンリーワンのレイン

ウェアを作り続け、90年以上の歴史を刻ん

できました。創業者の祖父は、茨城県の農家

の長男として生まれましたが「東京で一旗揚

げたい」という思いで上京したそうです。と

ころが「一旗揚げる」のは簡単なことではあ

りません。どんな商売をしてもうまくいかず、

あきらめて故郷へ帰ろうと、お世話になった方へ挨拶に出

向いたとき、たまたま雨合羽作りを目にしたと言います。

「よし！これで最後に勝負してみよう」と再起を決意。そ

の「最後の勝負」が株式会社トキワの源泉となりました。

業界の動向を教えてください

私が社長を引き継いだころまでは、防水加工や防水

縫製が特殊な技術であるため、アウトサイダーの参

入はありませんでした。しかし、各メーカーが生産拠点を

海外へ移したころから、業界内の分布図が大きく変化し、

国内の専業メーカーが急速に減少していったのです。でも、

日本に雨が降らなくなったわけではない。雨が降ればレイ

ンウェアは必要になります。弊社独自の技術には絶対の自

信を持っていましたから、苦しい時期も常に前を向いて経

営を行ってきました。

たとえば、東京都中小企業振興公社から案内を受けて出展

した「東京くらしのフェスティバル」をきっかけに、サン

リオからライセンス契約のお話をいただきキャラクターを

あしらったレインウェアの販売が実現しました。また、自

転車やオートバイの乗降を繰り返す新聞配達員用レイン

ウェアで培ってきた高い実用性・安全性・耐久性の技術を

コロナ禍で注目されるデリバリー配達スタッフ用に活かし

て展開したりと、専業メーカーである弊社にしかできない

製品作りに取り組んでいます。ニッチな商品でも誰に販売

するのかを考えていけば事業の成長は図れるのです。

コロナ禍の影響はいかがでしたか

当初は、まったく影響なかったのですが、５月に入

ると受注が激減。それは経験したことのない落ち込

みでした。考えてみれば、当時は人が外に出ていないわけ

ですから雨具も必要ありません。また、対面での営業活動

ができなくなったことも大きな痛手になりました。北海道

から九州まで飛び回るのが私どもの日課でしたから、厳し

い現実を突きつけられたのです。

オンライン活用に至る経緯などを
教えてください

コロナ禍によりあらためて対面営業の重要性を思い

知ったわけですが、悲観していても前には進めませ

ん。それに代わる営業法を毎日毎日考えました。そうした

中、公社のオンライン販路開拓事業と出会い、アドバイザー

の方から、ホームページなどを活用して「強みと特化した

技術を打ち出す」ことを勧められました。たとえば、弊社

の新聞配達員向けレインウェアのパンツの丈はボタンの付

け替えで三段階に伸び縮みできたり、一般向け商品も小柄

な方から大きな方までカバーする９サイズ展開をしていま

す。それは弊社にとっては「当たり前」のこと。でも、客

観的に見ればそれこそが強みなのだということに気づかさ

れたのです。

私は、ホームページを「ひとりの営業部員」へ成長させて

いこうと考えました。そのためには、コンテンツの内容と

情報の新鮮さがポイントになり、新しい情報は自らの手で

スピーディにアップしていくことなど、アドバイザーの方

からは様々なことを学びました。

実は、従業員とはコロナ禍になる少し前から「ホームペー

ジやSNSにも力を入れていこう」と話をしていたのです。

きっかけは、ホー

ムページを見たと

いう公的な団体や

大手通信会社から

の大量受注でした。

これからもオンライン活用を
推進していきますか。

ホームページの内容を充実させて実感したのは、

ユーザーは隅々まで見ていて、WEBから製品・企

業情報を得るのが「当たり前」になっているということで

す。それはBtoBでもBtoCでも変わりません。 これからの

対面営業は、オンラインでは伝えきれないことをお話する

だけのカタチになるでしょう。お客様にとってそれが効率

的なのです。

コロナ禍は、この数年のうちに収束していくと思います。

でも、オンラインへの取り組みを止めるつもりはありませ

ん。対面営業と上手に組み合わせていこうと考えています。

たとえば、新規客との商談では初回を対面として、その後

はオンラインでの打ち合わせに切り替えたり、地方の顧客

を訪ねるのは年に1回程度に抑えようとも考えています。

今後は弊社のホームページを知ってもらうための取り組み

として、SNSを活用した情報発信を強化していくつもりで

す。

Q

Q

A

A

Q

Q

Q

A

A

A

●業種：製造業　●事業内容：レインコートをはじめとした防水製品の企画・製造・
販売　●創業：1930年　●資本金：1,000万円　●住所：千代田区外神田6-4-5　藤
和妻恋坂コープ9階

ホームページは
「ひとりの営業部員」
大切に
育てていきます

代表取締役　萩原�重睦

新商品は従業員がアイ
デ ア を 持 ち 寄 る ミ ー
ティングが起点となり
登場する。

株式会社トキワ

事
例
紹
介�

03

営業部　主任
福谷 美穂さん

HPの更新がライフワークになりました
プログラミングの知識はまったくありませんでし
たが、公社のアドバイザーの方が基礎から丁寧に
教えてくださり少しずつ覚えていきました。今で
は、日々の更新作業は不安なく行えています。お
問い合わせの件数が増え、それに伴い受注数も多
くなっているので達成感があります。

HP　http://tokiwa1930.co.jp/
Facebook　�https://www.facebook.com/�

株式会社トキワ-107364150748169
YouTube　�https://www.youtube.com/channel/�

UCtATz8090BswSE1y31H5vmg

従
業
員
の
コ
メ
ン
ト

サンリオとライセンス契約を結び登場
したハローキティレインコート。ター
ゲットは自転車を利用するママさんだ。

オンライ
ン活用の基本は
自社の強みと弱点
をきっちり理解す
ることだと思い

ます。

©‘76’19　SANRIO　APPR.NO.S603613

8 9



社長に就任してから
業績は順調でしたか

2007年、父が起こした会社を事業継

承しました。収益の柱は精密板金加工

です。当初は安定した顧客を持っており経営

は順調でした。ところが翌年に所謂リーマン

ショックの大波が押し寄せ、経営者1年生に

とっては大変な船出となってしまいました。

社長に就任する前は総務の仕事に従事してい

ましたが、経営者としては素人同然です。ま

た、営業の経験もありません。顧客からの仕

事が途絶え、新規の注文は微々たるものにな

りました。「この先、どうなるんだろう」、まさに成すすべ

がない状態です。ついに従業員には給与の減額をお願いし

なければなりません。あの身が引き裂かれる思いは今でも

心に刻まれています。

新規客を求めて営業に出かけ、相手に「御社の強みは？」

と問われても、そこには即答できない自分が居ました。そ

れから自社の強みを毎日毎日考え続け、さらに経営者セミ

ナーなども受講して出した答えは、当時は競合が少なかっ

た試作板金を事業の柱にすることでした。その後、積極的

に展示会へ参加して取引先を増やしていき業績は少しずつ

回復していったのです。コロナ禍前の業績も右肩上がりで

した。

コロナ禍の影響は大きいものでしたか

東日本大震災ではサプライチェーンの関係で半年も

納品できない期間もありましたが、その後10年か

けて軌道に乗せてきたところで今度はコロナ禍が襲ってき

ました。今年になって持ち直したものの、やはり影響は甚

大でした。ただし、リーマンショックの危機と異なってい

たのは、お客様の裾野が広がっていたため、影響を受けて

いない顧客からの受注は継続していたことです。

昨年はこんなこともありました。納期に追われ残業してい

る従業員たちに「残業させてごめんなさい」と声をかける

と、「こんなときでも仕事ができるのは嬉しいですよ」と

明るく笑う姿に、会社経営の本質を教えられた気がします。

オンライン販路開拓事業の
サポートはいかがでしたか

コロナ禍で営業に出ることができない状況となり、

オンラインの重要性を再認識しました。まず取り組

んだのはホームページのリニューアルです。より多くの閲

覧数を獲得するために、どんなデザインやコンテンツにす

れば良いのかを模索していました。弊社は「スピード」「品

質」「提案」を強みとして掲げていますが、競合する他社

も同じような言葉を並べているなかで差別化を図っていか

なければなりません。

オンライン販路開拓のアドバイザーに既存のホームページ

を検証してもらいましたが、「散漫な印象で注力している

ポイントがわかりづらい」、特に閲覧するユーザーのニー

ズが「強み」とどのようにマッチしているのかが伝わって

こないなどの厳しい意見をいただきました。そして、アド

バイザーからいただく助言のひとつひとつが暗闇に灯る光

のようになっていったのです。

「強み」と「ニーズ」のマッチングについては、ひとつの

方法としてメールマガジンの活用があることを教えてもら

いました。さらに、まずはタイトルを工夫すること、内容

もホームページで伝えたいキーワードを散りばめたりする

ことなどのヒントをいただき、現在急ピッチで掲載内容を

検討するとともに、送信

先リストを作成していま

す。近いうちに第1号を

配信する予定です。オン

ラインでの販路開拓には

大きな可能性があります。公社のサポートを受ける機会に

恵まれ本当に良かったと思っています。

今後はオンラインでの販路開拓を
どのように活用していきますか

昨年から取り組んでいる「オンライン工場見学会」

には力を入れていくつもりです。コロナ禍前はお客

様に足を運んでいただき、工場長が工場を案内していまし

たが、現在は人との接触に配慮することがニューノーマル

な時代です。また、大手企業の開発やデザインに携わって

いる方々は、外出する時間が取れないともお聞きしていま

した。そこで試験的に始めたのが「オンライン工場見学会」

です。この取り組みがお客様に好評なのです。ライブ配信

を基本として、溶接班、ベンダー班、デザイン班の若手従

業員が解説、質問への回答を担当しております。「オンラ

イン工場見学会」は大きな可能性を秘めており、弊社の営

業活動のスタンダードになっていくかもしれません。コロ

ナ禍が収束してもオンラインへの取り組みは推進していき

たいと考えています。

Q

Q

A

A

Q

Q

A

A

●業種：製造業　●事業内容：精密板金加工を主たる事業とし、自動車、半導体など
多数の企業と取引を行っている。その他に中古機械の買取販売、アクセサリー類の制作・
販売も手掛ける。　●設立：1990年　●資本金：1,700万円　●住所：日野市日野台
1-18-5

HPでの販路開拓に
取り組み
自社の強みと
新規客のニーズを
再認識できました

代表取締役　谷口�栄美子

株式会社ミューテック35

事
例
紹
介�

04

先進のベンディングマシ
ンでプレス加工を行う。

総務部
井口 夏美さん

ブログでは若手のフレッシュな�
熱意を伝えていきます
弊社では若手従業員たちが持ち回りでブログを書
いております。専門家ではないので内容について
悩む従業員が多いようですが、日ごろの業務で感
じたことや学んだことを素直な文章にして皆で積
み重ねていこうと話しています。お客様から「見
ているよ」と言われるとやはり嬉しいものです。

HP　https://myutech35.co.jp/
Blog　https://myutech35.co.jp/2021/02/14/voice01/
YouTube　https://www.youtube.com/watch?v=eQs-tz5Gkf0

従
業
員
の
コ
メ
ン
ト

高い加工技術を活かして装飾品な
どの販売も手掛ける。

精 密 板 金 の ク オリ
ティを左右する溶接
班にも腕利きの職人
が在籍する。

メールマ
ガジンの第1号は
私が書いています。
さまざまな情報を
発信していく予

定です。
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起業からの変遷を教えてください

弊社はオリジナルの地図を自由に作

成・共有できるスマホ用のアプリを開

発・提供しています。現在、事業の柱になっ

ているのは営業マンに最適化した地図にメモ

する顧客管理アプリ「Diground BIZ」です。

所謂、営業管理ツールになります。各営業マ

ンが訪問先の情報登録を地図上で行うことに

よって、当該情報の社内共有と保存がリアル

タイムで一元管理できるというもので、多く

の企業に利用していただいています。

ちなみに起業して最初に開発したアプリは、「地図上にタ

イムカプセルを登録して1年後にその場へ行くとカプセル

が開く」という遊び心があるものでした。多数のメディア

に取り上げてもらいましたが、残念ながらヒットには至り

ませんでした。でも、「使い勝手」を改善すれば必ず売れ

ると信じてアプリをブラッシュアップしていきました。

転機となったのは行政と共同で開発・コンテンツ制作を進

めていた「観光で訪れた場所の情報を登録し共有できるア

プリ」の意外な使われ方に気づいたことでした。観光で使

うアプリなのですから、もちろん週末の利用が多いはずで

す。ところが検証してみると圧倒的に平日の利用が多いの

です。さらに調べてみると、ユーザーはビジネス用途で利

用していたことが わかりました。「シンプルで使いやすい

から営業ツールとして活用している」というのがユーザー

の声でした。このような経緯から投入したのが営業マンを

ターゲットにした「Diground BIZ」です。 

コロナ禍の影響はどうでしたか

外出移動制限が呼びかけられたときには、移動する

ときに使う地図アプリの「Diground BIZ」は、「深

刻な影響を受ける」という危機感がありました。緊急事態

宣言が 発出されているわけですから、対面営業は難しく

なるはずです。企業が営業活動をストップしてしまっては、

地図アプリは無用の長物です。腹をくくって、利用分析や

機能の改善をする時間に充てることにしました。

その後、緊急事態宣言が解除となって夏を迎えるころ、新

規の利用者数が急増していくという想定外のことが起きま

した。それはこんなことが理由だと考えられます。会社勤

めの方がテレワーク中心の働き方に変わっていくことに

よって、在宅率が上がり、自宅をより快適にする商品やサー

ビスを取り扱う企業は活況を呈していました。ですから新

電力や通信関連の企業は訪問営業を活発化させていたので

す。営業マンの数が増え、対応する顧客の数も増えたこと

で管理が必要になり「Diground BIZ」が使われていたと

考えられます。弊社は コロナ禍でも業績が伸びたのです。

オンライン販路開拓への
取り組みについて教えてください

弊社のサービスは主にスマホのアプリを利用するも

のなので、そもそも主な集客はオンラインで行って

きました。これまで、あらゆる販促活動を自己流で行って

きており、アイデアは出し尽くした感がありました。そこ

でオンライン販路開拓のサポートを受けることにしたので

す。担当していただいたアドバイザーの方は知識が広く経

験も豊かで、私の疑問に明快に回答していただけるだけで

なく、経営者としての視野を広げてくれました。「今の利

用者はどのような方が多いのか」「どこが気に入っている

のか」「他社のサービスと比べてどこが優れていてどこが

劣っているのか」を分析・整理することから始め、その上

で想定するユーザー像を明確化することなど、マーケティ

ングの基本を体系的に教えていただきました。

また「問い合わせをいただいたものの成約には至らなかっ

た方に再度案内をすべき」とアドバイスをいただき、試験

的に一部の見込み客へ案内メールをお送りしたところ1件

だけですがアポイントにつながったのです。たかが1件で

すが、「迷惑ではないか、無駄ではないか」と自分のなか

で築いてしまっていたバリアを打ち破る大きな1件になっ

たと思っています。「無理」「無駄」は自分で決めることで

はないのです。 

今後のオンライン販路開拓への
取り組みを教えてください�

タイミングを計りリスティングなどの広告も利用し

ていこうと考えています。これまでは経費をかけな

くても利用社数は増えているので、広告を出すという意識

はあまりなかったのですが、実はユーザーからも「このア

プリは使いやすくて安いので、広告を出してたくさんの人

に知ってもらうべき」という声が届いていたのです。

今後は、オンラインを活用した攻める新規顧客獲得手法の

確立と管理の仕組み化を実現することで利用者を増やして

いきたいと考えています。攻めるための基盤となるのは、

ご関心をいただけそうな方やお問い合わせをいただいた方

をオンラインで管理する仕組みです。BtoC向けからBtoB

向けにホームページをリニューアルした効果も感じている

ので、今後は時代の変化に合わせてホームページを何度で

もリニューアルします。情報発信するだけではなくユー

ザーの「生の声」を大切にしながら、「ユーザーといっしょ

に作っていくアプリ」を実現していきたいと考えています。

Q

Q

A

A

Q Q

A A

●業種：情報通信業　●事業内容：「地図上に写真やコメントを記録できるアプリ」を
リリース、業種別にシリーズ化を行い、現在は営業管理ツールとしての展開に力を入
れている　●創業：2016年　●資本金：700万円　●住所：中野区東中野5-11-8 
TOKYONEST B1F

攻める新規顧客獲得
手法の確立と
管理の仕組み化を
実現します

代表取締役　阿部�紘士

ディグランド株式会社

事
例
紹
介�

05

利用者数は45,000人を
突破。24の国・地域で
利用されている。

HP　�https://diground.com/company/
SNS　�https://www.facebook.com/diground.japan
YouTube　https://www.youtube.com/watch?v=62ayKdqvzpgマップコレクションアプリDigroundは地図上に写真やコメントを記録し

て、オリジナルのMAPを作成できるアプリケーション。

ディグランド株式会社
のホームページ。

オンライ
ン販路開拓の
体系的な知識を
教えていただき

ました。
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創業からの変遷を教えてください

洋傘に使う金属部品の製造が弊社の

ルーツになります。創業は1930年で

す。石突きのような円筒形の金属部品は、金

属の板に圧力を加えて引き伸ばす「絞り加工」

というプレス加工技術を使って生産します。

絞る深さを直径より長い形状に仕上げるもの

を「深絞り加工」と呼んでおり、しわや割れ

を発生させない最適条件を設定することが簡

単ではないことからノウハウが必要になりま

す。この深絞り加

工の技術を活かして、醤油挿し

などのキャップ、文房具、化粧

品など、日常生活で使うさまざ

まな金属部品にまで守備範囲を

広げ事業を拡大してきました。

さらに近年は、ロボットシステ

ムや自動組立機、検査装置、加

工装置、搬送装置などの工業用

自働化システムの一貫製造を

行っています。顧客は、自動車、

電気電子、医薬、航空宇宙分野

などを扱う大手企業や公共機関

になります。

コロナ禍の影響は大きいですか

それまで、完成した機械の稼働チェックは、メーカー

の生産技術、保全、製造の各部門の担当者に足を運

んでいただき立ち会いのもとで行っていたのですが、昨年

３月には来社が難しい状況になりました。そのころからオ

ンラインでの立ち合い検査が一般的になり、オンライン会

議も当たり前のことになっていきましたが、ついに新規の

案件はゼロになってしまいました。

こんな出来事もありました。緊急事態宣言が発出されいよ

いよ外出できなくなって、事務所の掃除をしていた時のこ

と、創業者が70年前に掲げた看板を見つけたのです。家

族総出で汚れを落とし磨くと、何とも良い雰囲気に仕上が

りましたので再出発の象徴として家族で工場の入口に掲げ

たことを印象的に憶えています。

夏ごろになって感染対策をすれば対面営業ができるように

なってからはスムーズに話が進み、業績も徐々に回復して

いきました。やはり会って話すことも大切なのです。ただ

し、オンラインでの立ち合い検査や打合せの便利さも感じ

ておりました。移動がないので時間を有効に使え、場所に

も縛られないため海外の顧客とも気軽に打ち合わせができ

ます。何より交通費の大幅な削減は理屈抜きに助かります。

コロナ禍が収束しても、オンラインを使いながら、対面営

業と上手に組み合わせていきたいと考えております。

オンライン販路開拓の
取り組みについて教えてください

弊社はこれまで対面営業しか行ってきませんでし

た。ですから、外出や移動ができなくなると死活問

題にまでなってしまいます。以前から何となく考えてはい

たのですが、日々の仕事に追われオンラインへの取り組み

が遅れてしまっていたことは事実で、コロナ禍は私に変化

の機会を与えてくれたのだと考えています。実は従来の

ホームページも、私が15年以上も前に作り放置したまま

の状態でした。今回、公社のサポートによりオンライン販

路開拓に取り組む機会に恵まれたことはとても良かったで

す。

ただし、弊社の強みである「多岐にわたる業種のモノづく

りに合わせた専用の機械を高い技術力で作り上げる」とい

う点を訴求することは決めたものの、それをどのように

ホームページに落とし込んでいけば良いのかが分かりませ

ん。具体的な構成やデザインも靄がかかっているような感

じではっきりと見えていない状態でした。アドバイザーの

方にそのことを話すと、まずは弊社の強みや製品、沿革、

理念、お客様からの評価などをカテゴリーに分けて整理す

ると見えてくるとの助言をもらい、表現方法まで教えてい

ただき、さらにミーティングを重ねることによって新しい

ホームページが少しずつ形になっていきました。それはま

るで目の前の靄が晴れていくような感覚でした。

今後もオンラインへの取り組みを
推進していきますか

リニューアルしたホームページには、新規の問い合

わせや受注機会が増えていくことを期待しています

が、それには時間がかかると思っています。実は期待して

いることがもうひとつあるのです。それは人材の採用です。

新卒でも中途でも就職活動を行っている人は、応募先を決

める際に必ず当該企業のホームページをチェックします。

新生ホームページによって良い人材を獲得できればひとつ

の目標は達成したことになります。コロナ禍が収束しても

オンライン活用の取り組みは続けていきます。

Q

Q

A

A

Q

Q

A

A

●業種：製造業　●事業内容：創業からの主な事業は、深絞り技術を生かした金属プ
レス製品の製造。製造品目は、洋傘部品に始まり、化粧品、文具、印章部品、デジタ
ルカメラ、食品など多岐にわたる。近年では、現社長の主導のもと、新たにエンジニ
アリング事業を立上げ、工場に適した専用の自動省力装置を企画・設計・製作を行っ
ている。●創業：1930年　●資本金：1,500万円　●住所：葛飾区東四つ木1-22-19

改修したHPを
対面営業に代わる
新規客獲得の
有効な手段と
位置付けています

代表取締役　中瀬�勲

河政工業株式会社

事
例
紹
介�

06

70年前に創業者が掲げ
た看板を昨年の緊急事態
宣言の時、家族総出で磨
き復活させた。

HP　http://www.kawamasa-industry.co.jp/
YouTube　�https://www.youtube.com/

watch?v=WnxEeMcXR94

企画・設計から完成
まで工業用自働化シ
ステムの一貫製造を
行う。

上／先進の設備を導入し顧客の多様なニーズに応える。
下／高精度プレス加工の技術も評価が高い。

新生HPは情
報発信だけでは
なく新規客とのコ
ンタクトまでを

担います。
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事業の内容を詳しく教えてください

弊社は、タッチパネルの筐体から発電

所内の非常放送設備の金属部品まで、

多岐にわたる産業機器向けの板金部品を製造

しています。

父から事業を継承して暫くは「小さな工場が

生き残っていくためには何が必要なのか」そ

ればかり考えていました。一般的な板金加工

だけに頼っていては先細りしていくことだけ

は確かです。そこで思いついたのがWEBを

活用した新規客の獲得です。しかし、「星製

作所」という名称でホームページを立ち上げてもおそらく

目に留まることはないと思いました。そこで2009年に、

自社の強みを活かすマーケティング的な手法を取り入れて

「板金ケース.com」というネーミングの板金筐体に特化す

るホームページを立ち上げました。打ち出したキャッチコ

ピーは「自由自在 1個からセミオーダー」です。

それから３年ほどは低迷していましたが、展示会での販促

活動などが奏効しネーミングが浸透していったことで「板

金ケース.com」からの受注が増え始め、リピーターとな

る顧客も多くなり事業の柱のひとつになっていきました。

その後、新たに個人の集客を狙った「自作ケース.com」、

さらに板金加工に設計というサービスをプラスした「筐体

設計.com」を立ち上げました。実は、以前から設計のニー

ズはあったのですが、自社に技術がなく、話があってもお

断りしていました。そこで三次元CADを導入し、工場長

とともにトライアルを重ねながら、自社内で設計も手掛け

るようになったのです。これによって板金加工品を一貫生

産できる仕組みを整えました。

コロナ禍の影響はありましたか

さまざまな業種・業界が大きな影響を受けています

が、弊社の場合、３つの「.com」からの受注は好

調でそもそも受注後の打合せなどもメールか電話ですの

で、緊急事態宣言

のなかでも影響は

あ り ま せ ん で し

た。また、継続的

に受注している顧

客からの板金加工

も、早い時期に打

ち合わせなどを対

面からオンライン

会議に切り替えましたので、作業はスムーズに進んでいま

した。弊社の事業構成は一般的な板金加工と「.com」の

２本柱ですが、そのうちの「.com」で取り引きしている

会社の数は100社以上あり、業種も多岐にわたっていたこ

とが功を奏したと考えられます。

公社のオンライン販路開拓事業では
どのようなサポートを受けられたのですか

オンラインを活用した集客という手法において、

10年以上も前から３つの「.com」に取り組んでい

る弊社は、小さな町工場の中では「オンライン活用のトッ

プランナーである」という自負があります。しかし最近で

はコンペティターも多く、追いつかれ埋もれないために、

常に新しい知識や知見を取り入れてチャレンジしていこう

という思いから公社のサポートを受けました。順調なとき

こそ、次の準備が必要です。

「板金ケース.com」と「筐体設計.com」については順調

に成果が出ていますが、ターゲットを変更したこともあっ

て狙いどおりの集客ができていない「自作ケース.com」

の再構築についてアドバイザーの方に相談しました。

担当のアドバイザーは、熱心にヒヤリングを重ねてくださ

り、「自作ケース.com」については「すべてがあやふやな

ので、価格提示、加工例や設計例などをはっきり提示した

ほうが良い」などの助言をいただき、自分たちでは分から

なかった貴重な「気づき」を得ることができました。まず

は、グーグルアナリティクスを利用して分析を行い、リス

ティング広告にもトライしていく計画です。

オンライン販路開拓の
今後の予定を教えてください

「.com」からのお客様は、IoTやAIなど新しい産業

の方々が多いのが特徴です。働き方が変わっていく

ことで、これまでとは違うシステムや通信が必要になって

おり、今後はIoTやAI関連企業からの受注が増加していく

ことが見込まれます。たとえば、5Gはインフラ整備が始

まり、それに対応するさまざまな動きが出てくる新しい市

場です。設計者を増員して、より付加価値の高い製品作り

を目指します。

また、ホームページ管理者の増員も考えており、受注や問

い合わせに迅速に対応し、特に今回のオンライン販路開拓

で学んだ情報発信力をパワーアップしていきます。私は、

ホームページやYouTube動画の閲覧者数はそれほど気にし

ていません。分母が少なくても本当に必要な人が見れば良

いのです。それには「自分たちはこんなことが得意なんだ」

ということを明確に伝える情報発信力が問われます。付加

価値を上手に訴求すればより収益性の高い仕事につながっ

ていくはずです。今後もオンライン販路開拓に取り組んで

いきます。

Q

Q

A

A

Q

Q

A

A

●業種：製造業　●事業内容：産業機器向け精密板金部品の設計、製造　●創業：
1984年　●資本金：500万円　●住所：八王子市美山町2161-15

オンライン受注の
増加が顕著です。
小さな町工場も
知恵を絞れば
やれます

代表取締役　星�肇

株式会社星製作所

事
例
紹
介�

07

クリーンな工場内には先
進のマシンが揃う。

工場長
鈴木 道人さん

動画の配信も積極的に行っていきたい
今回の取り組みでは動画作成のサポートもしてい
ただきました。弊社の強みである「設計から製造
を通じて顧客の課題や悩みを解決できる」という
付加価値が伝わる仕上がりになっておりとても勉
強になりました。今後は動画も積極的に活用して
いきたいと思います。

板金ケース.com　https://www.bankincase.com
自作ケース.com　https://www.jisakucase.com
筐体設計.com　https://www.kyotaisekkei.com

従
業
員
の
コ
メ
ン
ト

マーケティングの視点から新規客獲得のため
に作った「板金ケース.com」。

自分で情報
を探しネットで
受発注を完結させ
る人が増えてい

ます。
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事業の特徴を教えてください

弊社は飲食店舗を専門に扱う不動産会

社です。ただし、椅子やテーブルなど

の調度品や厨房機器などが残ったままの店舗

を弊社で大家さんから借り受け、貸主として

テナントへお貸しする形式を採用していま

す。いわゆる「居抜き店舗」を専門に扱って

います。

都内では月間約500軒の飲食店舗が閉店して

いきます。閉店に至る原因はさまざまですが、

開店費用のかけ過ぎという場合が多いようで

す。たとえば、物件に何もないスケルトンの状態から、内

装や空調、厨房の設備、調度品などを整えると、10坪で

800万円前後かかります。しかし、同じ物件が居抜き店舗

だった場合、200万円程度に抑えられるのです。

こうした居抜き店

舗を仲介する不動

産会社やウェブサ

イトは数多くあり

ますが、弊社の場

合は大家さんから

物件をお預かりし

て転貸するシステ

ム に な っ て い ま

す。この仕組みに

おける大家さんに

とっての大きなメリットは空室保証と滞納保証にありま

す。お借りした物件が空室でも弊社が賃料のお支払いを続

けますし、賃料の支払い遅延などがあっても弊社がお支払

いすることになります。そして、トラブルが発生した場合

でも私たちが解決にあたります。

また、これまで不透明だった取引内容を可視化すること

で信頼を得ています。弊社は、貸し手、借り手の双方が

Win-Winの関係になれるような環境作りに貢献しているの

です。現在、首都圏にこうした転貸物件を190軒近く保有

し、サブリース（代理賃貸）事業を展開しています。

コロナ禍の影響はいかがですか

昨春、緊急事態宣言が発出されたころ街からは人影

が消え、飲食店の客足も当然のように止まりました。

４月～５月は、家賃をどう工面するかで悩まれている多く

のテナント様からの電話が鳴り続けました。先行きがまっ

たく見通せないなかで、弊社が出した善後策はお預かりし

ている敷金を取り崩して賃料に充てることでした。また

１ヵ月分の家賃免除を申し出てくださる大家さんもいて、

貸し手と借り手がともに知恵を絞って窮状を乗り切りまし

た。

公社のオンライン販路開拓事業では
どのような相談をしたのですか

弊社では、現在3つのホームページを運営していま

す。閉店・移転をサポートする「閉店移転.jp」、独

立・開業する人に向けサポート情報の提供を行う「店サ

ポ.jp」、居ぬき店舗物件の実績を掲載する「ミセレコ.jp」

です。そのなかで「店サポ.jp」について、さらに新規客

の獲得に活かしていくための改修を考えていましたので内

容などの相談をしました。私がイメージしていたのは、会

員登録できる仕組みを作り、閲覧者が意見交換を行うサロ

ンのような場に誘導し、問題点を専門家が解決するような

仕組みです。アドバイザーの方には、運営方法やそのサー

ビスを行うために必要なプラグインなどについて具体的で

的確なアドバイスをいただきました。さらに、アナリティ

クスで行った解析結果も見ていただき、実際の数字を使っ

て解説してもらったこともとても役に立ちました。

コロナ禍が収束しても
オンラインを活用していきますか

私は、コロナ禍の影響で多くの飲食店が撤退を余儀

なくされた時期を「第一の淘汰」と捉えています。

今後、コロナ禍が収束していく時期に必ず「第二の淘汰」

がやってきます。政府や東京都からの支援がなくなって、

自力での店舗運営ができなくなる飲食店が出てくるからで

す。いっぽうで、コロナ禍によって働く人たちのマインド

が大きく変わり、「自分の店を持ちたい」と考える人たち

が増えてきています。ということで、テナントの入れ替え

が増えていくことが予測されます。つまり、居ぬき店舗の

確保も急務なのです。

弊社の商品は情報ですからスピードが勝負になります。そ

の点でもオンラインに勝るツールはありません。今後も、

効率的でコストの削減が期待できるオンラインをさらに活

用していきたいと考えています。

Q

Q

A

A

Q

Q

A

A

●業種：サービス業　●事業内容：飲食店居抜き店舗に特化したサブリース事業　●
創業：2015年　●資本金：5,500万円　●住所：千代田区麹町5-3

HPに来た人が
集まる
サロンのような
新規サイトを
立ち上げたい

代表取締役　伊藤�彰

株式会社アソルティ

事
例
紹
介�

08

現在、閉店移転の情報はDMで集めているが
今後はオンラインを強化していく。

マネージャー　白井 智也さん
営業部　馬淵 錦之助さん

新規事業にも着手していく予定です
昨年は新規事業についても全員でアイデアを出
し合い、ミーティングを重ね、さまざまなシミュ
レーションも行ってきました。まだ詳細はお話
できないのですが、近い将来、弊社の強みを活
かした斬新な新規事業を立ち上げることができ
ると思います。その事業でもオンラインが柱に
なりますのでもっとデジタルマーケティングの
ことなどを勉強していきたいと思っています。

閉店移転.jp　https://heiteniten.jp/consultation
店サポ.jp　https://misesapo.jp
ミセレコ.jp　https://misereco.jp

従
業
員
の
コ
メ
ン
ト

「居抜き店舗」でも工夫次第で雰囲気を刷新できる。
上／ Before　下／ After

オンライン
を活用して、こ
れからも事業を拡
大していく予定

です。
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事業の概要を教えてください

弊社の創業は約60年前に遡ります。

長年の実績と豊富な経験に加え、生産

しているゴムのように柔軟な発想と確かな技

術を持つ若いエンジニアを結集させ、お客様

のさまざまなご要望に沿う提案をしていま

す。これまで幅広い分野において、1,000種

類以上にも及ぶゴムの自社配合を始め、独自

技法による小ロット多品種生産を行ってきま

した。いっぽう射出成形機などにより、防振

ゴム、緩衝、パッキンなどの工業用特殊ゴム

製品や医療・スポーツ関連製品などの大量生産品も手掛け

ています。さらに、金属、石材、紙製品などの表面に、防

蝕や防錆、防音、耐薬品などを目的に、天然ゴムや合成ゴ

ムを接着させ被膜するゴムライニングも行います。弊社の

強みは、お客様のニーズにマッチするゴム素材や加工法を

スピーディに提案できる社内体制を整えていることです。

コロナ禍の影響はいかがですか

受注量が減少した量産品もあり、やはり影響は小さ

くないです。ただし年間600社以上と取引をさせて

いただいていることから、コロナ禍の影響をそれほど受け

ていない通信などインフラ系の企業や建設関連企業からの

受注が維持できたことで、売り上げの減少を最小限に抑え

ることができました。ただし、工場を通常通り稼働させる

ため徹底したのが感染対策です。もし感染者が出たら製造

をストップせざるを得ません。全社員に、昨年3月末から

は感染しないために公共交通機関での通勤を禁止し、社用

車を貸し出し利用してもらいました。

オンライン販路開拓の
取り組みについて教えてください

昨年度の初めに、売上げと生産性を1.5倍に増やす

目標を掲げました。その矢先にコロナ禍となり、従

来の対面営業ができなくなってしまいました。そこで、目

標を達成するためにオンラインの活用を考え、まずはホー

ムページのリニューアルに取り組んだのです。すると、新

規案件の問い合わせが届くようになったのです。でも、「そ

の先は？」「もっと効果的な方法はあるのか？」「コストを

捻出して広告を出せば良いのか？」などと思い悩んでいる

時期に、公社のオンライン販路開拓事業を知って申し込み

ました。

担当のアドバイザーからは、ホームページをリニューアル

した際に作った新規コンテンツの「困りごと解決事例」が

PDFデータのままだったので、「テキストデータにするほ

うが検索ワードで上位表示されやすい」などのアドバイス

をいただき、WEBの基礎的なことから教えてもらいまし

た。さらにSNSでの情報発信や動画の制作、リスティング

広告について、またグーグルアナリティクスの使い方など

も勉強させていただきとても役に立ちました。今回の取り

組みの成果はすでに出ており、大手メーカーとの取り引き

が始まっております。

これからは、撮影した動画をYouTubeにアップしたり、富

士工場からもSNSで情報の発信を行うなど、アドバイザー

の助言を実践に移していくつもりです。

オンライン販路開拓の
今後について教えてください

コロナ禍においても、浮足立つことなく、目の前の

仕事をしっかりやっていくことが大切だと思ってい

ます。コロナ禍によって人々の生活や仕事のやり方が大き

くオンライン化にシフトしています。その変化の速度は私

の想定を遥かに超えるものでした。コロナ禍が収束しても

この流れは止まらないでしょう。

弊社の場合、お客様の課題や要望に向き合い解決してきた

という実績は大きな強みであり信頼につながっているもの

の、裏を返せばそれは「課題や要望を受けてから動き出す」

という受け身のスタ

イルと言えます。オ

ンライン化が加速し

ていくなか、この受

け身のスタイルから

脱却していかなけれ

ばなりません。

そこで、各従業員が

それぞれの持ち場で

できることをひとつ

ひとつ行っていく「プラスワン」を実施しています。たと

えば、お客様に納期を回答するときも「このほかに、当社

でできることはありませんか」「ホームページの困りごと

解決事例を更新したので見てください」などを加えるよう

にしています。

これまで、見込み客を訪問して営業活動を行うのが当たり

前のことでしたが、オンラインを利用する機会が増えてい

ます。オンラインに慣れていない営業を、どのように育て

ていくかということにも取り組まなければならないでしょ

う。オンラインでは問い合わせからクロージングまでのス

ピードが早いという利点がありますが、相手との信頼関係

を構築していくにはやはり対面営業が必要です。それをオ

ンラインとで融合させ、どのように解決していくのかは組

織としての課題です。

Q

Q

Q

A

A

A

Q

A

●業種：製造業　●事業内容：昭和37年創業以来、工業用ゴム製品を開発・製造して
きた。お客様の要望に幅広く対応するために、独自技法による小ロット多品種、特殊
手作り品などから、射出成形機などによる大量生産品も手掛けてきた。また、オリジ
ナル製品の開発も行いながら、現在も新たな需要に応えるべく、他社との差別化を図っ
ている　●創業：1962年　●資本金：5,000万円　●住所：足立区堀之内1-13-34

困りごと解決事例を
充実させて
オンライン販路開拓
に取り組みます

代表取締役社長　菅原�健太

株式会社江北ゴム製作所
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例
紹
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経験豊富な職人が手作
業により仕上げる製品
も少なくない。

HP　http://www.kouhoku.co.jp/
YouTube　�https://www.youtube.com/�

watch?v=K7t65J9OcC8&t=6s

従
業
員
の
コ
メ
ン
ト

富士工場　
山川 恵里佳さん

富士工場からも情報を発信していきます
富士工場からは主にFacebookにて情報を発信し
ていきます。文章を書くのは不慣れで大変だと思
いますが週2回の投稿がノルマです。アドバイザー
の方からはどのような文章や写真が効果的なの
か、また広告の出し方など初歩的なこと教えてい
ただきました。早く販路開拓に貢献できるよう大
切に育てていきます。

種合成ゴムを使用して、金属をはじめ各種
素材の表面を防蝕・防音・耐磨耗などを目
的にして被覆する。化学工業・水処理装置・
大気汚染防止などの分野で重要な役割を果
たす。

これまで
対面営業でやっ

てきました。オンラ
イン化にともない
従業員の教育が

課題です。
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文化財部門は豊富な実績と高い技術を持ち欧米からの引き合いも多い。
写真は主力商品のひとつ「真弧（マコ）」。竹刃を土器の表面に押し当て、
型取った竹刃を鉛筆でなぞることで土器の形状を1：1で写し取ることが
できる実測道具で、「真の弧を取る」という機能からその名が付けられた。

事業の概要を教えてください

1975年、物流資材の販売会社として

スタートした弊社は、独自色を高める

ために電子基板、電子部品を扱う工程で大敵

である静電気対策商品、文化財保存に欠かせ

ない機材、道具を企画製造してきました。現

在は静電気対策商品、生産工程で必要なライ

ンパレットを製造する「工業部門」、出土遺

物の発掘調査、保存展示に対応する機器を製

造する「文化財部門」、獣害対策商品、効率

的な植栽機器を製造する「森林保全部門」の

3事業で成り立っています。

販社としてだけでなく、「世の中の人がまだ気づいていな

いこと、取り組んでいないこと」にいかにチャレンジして

いくかを積極的に行ってきた会社の歴史があります。

近年は自動化ラインに向けたラインパレットの企画設計も

求められ、また国内が主な市場であった文化財保存機器も

海外で多くの方々に使われるようになってきました。

森林保全部門は一番新しい部門ですが、創業当初の「開拓

者精神を忘れずに」という思いも込めて、第三の柱を創り

上げている段階です。

コロナ禍の影響はいかがですか

4月くらいまでは従来通りの操業をしていました

が、緊急事態宣言が発出されたころから工業部門の

落ち込みが始まり、新規プロジェクトの多くが止まってし

まいました。

文化財部門についても海外で予定していた学会（展示会）

などがストップしてしまい、制限された中でどう動くかを

すぐに考えなくてはならない状況でした。

社内の対応ですが、とにかく私は事業を継続しながら社員

をコロナから守らなければなりません。テレワークや乗合

出勤、作業現場のシフト制を大幅に変更など、出来る限り

の策を講じました。テレワークについては、ゼロベースで

検討を始めなくてはならなかったのですが、幹部に方針を

話したところ、翌日には実際に幹部がテレワークを行い、

その体験から感じた課題、またはシフト制の問題点を抽出、

ホワイトボードを使って議論をしました。

もちろんすぐに上手くはいきませんでしたが、試行錯誤を

くり返し、今では業務の7割はテレワークでカバーできる

ようになりました。

あの時の幹部達の凄まじいパワーは、これまで年単位で

しかできなかったことをたった1か月程度で完成させてし

まったので、私も驚きです。2020年のことを振り返った

時、真っ先に思い出すエピソードだと思います。

コロナ禍が収束しても
オンライン活用を推進していきますか

コロナ禍の影響によりもたらされた価値観や生活ス

タイルの変化は、これまで誰も経験したことのない

スピードで浸透していくと考えています。

今取り組んでいることは、新しく設置した広報部が主導し

て、メーリングリストの運用やホームページの事例集の作

成に力を入れています。ホームページはリスティングも視

野に入れ、グーグルア

ナリティクスで結果を

解析しながら更新して

いくつもりです。

最終的にはインサイド

セールスを始めとした

従来の販路だけにとど

まらないツールを作り

上げていきたいと考え

ています。

弊社が新しい時代につ

いていけるか、今後の

オンラインへの取り組

みにかかっていると思

います。Q

Q

A

A

Q

A

●業種：製造業　●事業内容：物流器機、静電気対策製品、環境、液晶関連商品、文
化財保存器機の設計、森林保全事業、製造、企画、製作、販売、生涯学習事業　●創業：
1975年　●資本金：6,000万円　●住所：八王子市元本郷町1-25-5

オンラインを
活用して
新しい営業スタイルを
確立します

代表取締役　河野�良子

第一合成株式会社
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滋賀工場ではコンベア
ラインのラインパレッ
トを設計から行い一貫
生産する。

執行役員 統括部 部長
設楽 文法さん
広報部　三登 早紀子さん

マーケティングオートメーションに�
取り組みます
公社のオンライン販路開拓事業では、工業部門を
例にしながら、ホームページのテキストやコンテ
ンツの構成などを学びました。早い時期にマーケ
ティングオートメーションを軌道に乗せることが
広報部の大命題です。

HP　https://www.daiichigosei.co.jp
Facebook　https://www.facebook.com/daiichigosei/
YouTube　https://www.youtube.com/watch?v=CbouyWwjYZE

従
業
員
の
コ
メ
ン
ト

コロナ禍の対応策を検討するた
めに幹部たちはアイデアや問題
点をひとつひとつホワイトボー
ドに書き出し議論した。

時代の変化につ
いていくためには
オンラインの活用

が必要です。
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