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第１章 東京都における経営革新計画

１ 経営革新計画の概要

経営革新計画とは

経営革新計画とは、中小企業等経営強化法に基づくもので、中小企業が「新事業活

動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計

画書です。

経営革新計画は、「新事業」の実施を通じて経営の向上に努力する中小企業を応援す

る施策です。

経営革新計画を作成する意義

経営革新計画は、現状から将来のあるべき姿に到達するための「道しるべ」となるもの

です。計画策定を通して、現状の課題や目標、目標達成への道筋が明確になるなどの効

果が期待できます。

承認企業からは、「企業の新たな目標作りのきっかけとなった」、「後継者として、会社

の実情を把握し、目標を持つことができた。新規事業に取り組む姿勢を社員や取引先に

伝えることができた」などの声が寄せられています。
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経営革新計画の要件

経営革新計画は、既存事業とは異なる「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の

向上」を達成する内容である必要があります。

経営革新計画の審査のポイント
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経営革新計画の承認企業への主な支援施策

経営革新計画を承認された企業には、次のような施策が用意されています。

○各種支援機関の施策

・ 日本政策金融公庫による低利融資制度 －新事業活動促進資金・新事業育成資金－

・ 中小企業信用保険法の特例 －普通保証等の別枠設定－

・ 海外展開事業者への支援制度 －現地子会社の資金調達等－

・ 中小企業投資育成株式会社法の特例（投資の特例）

・ 特許関係料金（審査請求料、特許料）減免制度 など

○ 東京都の関連施策

・ 実施フォローアップ支援、終了時フォローアップ支援（専門家派遣）

・ 東京都中小企業制度融資

※ 実施フォローアップ支援を受けることで、都制度融資（チャレンジ・小口）の金利が優遇されます。

・ 東京都経営革新優秀賞（表彰制度）

○ （公財）東京都中小企業振興公社の施策

・ 市場開拓助成事業

※ 経営革新計画の承認は、各施策の利用を保証するものではありません。

各施策を利用する場合には、承認とは別に、各施策実施機関の定めた審査があります。

承認申請と並行して、各施策実施機関への相談をお勧めします。

※ 各支援策は、平成 年３月時点での情報であり、実施の有無や支援内容等は変更となる

場合があります。
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経営革新計画に係る承認申請の主な流れ

申請書受付・ご相談機関（お問い合わせ先）

経営革新計画に関するご相談や申請書類の受付は、都内 か所の相談・受付窓口で

行っています。訪問によるご相談や申請書提出の際は、事前に電話予約 が必要です。

制度全般

(注) 東京商工会議所 及び 産業労働局商工部 は、平成30年に事務所・フロアを移転しました。ご来所の際はご注意ください。

東京都商工会連合会　経営革新室
　昭島市東町3-6-1　（産業サポートスクエア・ＴＡＭＡ内）
　主なアクセス：JR「西立川駅」から徒歩7分

東京都 産業労働局 商工部 経営支援課
　新宿区西新宿2-8-1　（都庁第一本庁舎20階北側）
　主なアクセス：JR「新宿駅」から徒歩10分

申請書の
ご提出

東京商工会議所　中小企業相談センター
　千代田区丸の内3-2-2　（丸の内二重橋ビル5階）
　主なアクセス：JR「有楽町駅」から徒歩5分、「東京駅」から徒歩10分

機関名・住所 電話

(公財)東京都中小企業振興公社　総合支援部　総合支援課
　千代田区神田佐久間町1-9　（東京都産業労働局秋葉原庁舎5階）
 主なアクセス：JR「秋葉原駅」から徒歩1分
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２ 東京都経営革新優秀賞の概要

東京都経営革新優秀賞とは

東京都では、承認された経営革新計画に基づき、新事業に積極・果敢に取り組み、

顕著な経営向上を果たした企業等を「経営革新優秀賞」として表彰しています。

平成 年度の募集概要

審査の方法と流れ
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平成 年度受賞企業のご紹介

平成 年度は、最優秀賞 社、優秀賞 社、奨励賞 社を表彰しました。

また、表彰式は、平成 年 月 日に、東京ビッグサイトで行われた「産業交流展

」のメインステージで実施しました。

※ 受賞企業の紹介は次ページ以降をご覧ください。また、取組事例（詳細）を第 章に掲載しています。



7

 

≪ 受賞企業のご紹介 ≫

※「産業交流展 2018」出展ブースで掲出したものです。

平成30年度 東京都経営革新優秀賞

最優秀賞

株式会社ふらここ

テーマ 3D機器を導入した製造と生産、販売体制の構築
計画期間：平成25年10月から平成30年9月まで（5年計画）

～受賞企業からのメッセージ～

代表取締役 原 英洋

≪主要製品・サービス≫

●雛人形・五月人形を中心とする

日本人形の製造販売（小売）

当社は「マーケットインのモノづくり」を基本方針とし、伝統産業でありながら雛人形・五月人形の製造

に3Dの技術を取り入れ、どうしたらお客様の求めるものが提供できるかを常に考えて新商品の開発に取り組

んできました。

また、お客様のニーズを吸い上げる場として「ふらここショールーム」を開設し、お客様のニーズを純粋

な意味でモノづくりに反映させる体制を構築することで、3Dで開発した雛人形は全売上高の4割を超えるに

至り、年商は5年間で3倍近くまで拡大しました。

これからも「時代のニーズに調和した日本の伝統文化を提供することが最も大切な使命」という経営理念

のもとに、新商品の開発および新たな販路の開拓に取り組み、既存の人形業界に先駆けた新しいビジネスモ

デルを確立して、業界内の活性化を図って参ります。

取組紹介

「顧客ニーズを捉えたマーケットインのモノづくり」

木目込人形の制作工程で、パソコンの画面上で3Dを使った

原型作りを行なうことによって、原型の完成度を高めることが

できるようになり、量産体制の構築、品質、納期の安定化、市

場ニーズを確実に反映させた商品開発を可能にする。

あわせて、自社店舗・ショールームを開設することで、顧客

ニーズを捉え、商品づくりに反映する体制を構築した。

その結果、飛躍的な売上・利益の増大を実現した。

株式会社ふらここ
創 業 平成20年
代表取締役 原 英洋
資本金 5,000千円
従業員数 28人
本 社 中央区

≪企業概要≫

▲ふらここハウス（ショールーム）と制作風景
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※「産業交流展 2018」出展ブースで掲出したものです。

平成30年度 東京都経営革新優秀賞

優秀賞

株式会社環境経営総合研究所

テーマ 紙パウダー化及び合成樹脂との混成技術を使った
シート製品装置の海外展開
計画期間：平成25年9月から平成30年8月まで（5年計画）

～受賞企業からのメッセージ～

代表取締役 松下 敬通

≪主要製品・サービス≫

●紙パウダー55%入りのMAPKAを使った
「食品トレー」及び「ドリンクリッド」＋「ストロー」

この度は受賞企業にご選出いただき誠にありがとうございます。

当社のMAPKAは国内・海外マーケットにおいて展開しており、紙の微細パウダーという新たな工業用原料を使用し

た世界的にも同一のものがないオンリーワンの素材で、これを量産できる技術も世界で唯一のものです。世界的な

問題である「使い捨てプラスチック」及びそれらによる「海洋汚染」を低減できる具体案として、また最も早い方法とし

てマーケットから支持を集めており、今回の受賞には達成感を感じています。

海外では、欧米各国を代表する企業と共にMAPKAを進化させた生分解樹脂と紙パウダー、バイオプラスチックと紙

パウダーの材料開発に取り組んでおり、近々に「生分解性MAPKA」、「バイオMAPKA」が出来上がります。また、現在

進出している国はいずれもISO審議のメンバー国のため、実績を基に国際規格化を進めています。

取組紹介

「紙の微細パウダー化及び合成樹脂との混成技術化」

製紙工場や印刷工場から排出される端材・損紙等を主原料に、これらを30ミ

クロンレベルのパウダーに加工し、重量比51%以上で合成樹脂と混錬した成形

材料を開発。

今般は、世界的に問題となっている使い捨てプラスチック製品の代替品とし

て、紙パウダーを55%以上入れた0.3～1.2ミリのシートを完成させ、量産体制の

構築により食品トレーの生産に取り組みました。

確実に50%以上のプラスチック原料を削減でき、CO2排出量も確実に減らすこ

とが出来ます。

株式会社環境経営総合研究所
創 業 平成10年
代表取締役 松下 敬通
資本金 4億7千万円
従業員数 191人
本 社 渋谷区

≪企業概要≫

▲新素材紙パウダー「MAPKA」を使った食品トレー
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※「産業交流展 2018」出展ブースで掲出したものです。

平成30年度 東京都経営革新優秀賞

優秀賞

株式会社メトロール

テーマ 長距離着座確認エアセンサの開発

計画期間：平成26年2月から平成31年1月まで（5年計画）

～受賞企業からのメッセージ～

代表取締役社長 松橋 卓司

≪主要製品・サービス≫

●電気式が当たり前の工業用センサ業界で、世界でも他に

例を見ない「精密機械式センサ」を開発。高精度でオリジナ

リティの高い様々なセンサーを開発・製造・販売しています。

●工作機械業界では、刃先の摩耗を検知する「ツールセッ

タ」として、延べ世界１７ヶ国・７０社以上の工作機械メーカー

に採用され、世界トップクラスシェア。様々な産業機械の精

度の向上・コストダウンに貢献。他社のモノマネをしない製

品開発で、世界のモノづくりを陰で支えています。

このたびは、東京都経営革新優秀賞の『優秀賞』を受賞し、大変光栄に思っております。

当社は1976年創業以来、工場の自動化に貢献する様々なセンサの開発を行ってきました。その中でも、今

回賞を頂いたエアセンサは、【東京都ベンチャー技術大賞】で優秀賞を受賞した製品がモデルとなっていま

す。その後、改良を重ね現行モデルとなり、結果このような栄誉ある賞を頂くことができましたが、それも

様々なユーザ様のご指導があってこそだと痛感しております。

今回の受賞を励みに、【工場の自動化】に貢献するセンサメーカーとして、お客様から支持頂けるよう、

一丸となって妥協なき製品開発を続けてまいります。

取組紹介

「空圧式精密着座センサの開発・製造・販売」

『空圧式精密着座センサ』を開発し、自動車部品、HDD部品を始めとする国内

外の精密加工メーカーを中心に、販売体制を確立する計画である。

当製品は従来品の10倍以上の繰り返し精度を有し、ワークと冶具の切粉による

数ミクロンの浮き上がりを検出、加工不良の防止を実現する。顧客からは高評価

を得ており、ASEAN地域では大手メーカーの加工ラインに全面的に採用され、

年々販売台数を大幅に伸ばしている。現在、大手工作機械メーカーと共同開発も

進めており、数年後には当社の主力製品の1つとして確立させる計画である。

株式会社メトロール

創 業 昭和51年

代表取締役社長 松橋 卓司

資本金 4千万円

従業員数 121人

本 社 立川市

≪企業概要≫

▲エアマイクロセンサ
IP67の保護構造で工作機械内への設置が可能
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※「産業交流展 2018」出展ブースで掲出したものです。

平成30年度 東京都経営革新優秀賞

奨励賞

有限会社朝日鍍金工場

テーマ 完全乾燥システムの開発導入によるキャップ型製品の品質の向上

計画期間：平成26年1月から平成30年12月まで（5年計画）

～受賞企業からのメッセージ～

代表取締役 遠藤 清孝

≪主要製品・サービス≫

●主たる加工

電気亜鉛めっき加工、溶融亜鉛めっき加工、

ステンレス酸洗処理

●得意とするめっき製品

建築金属製品、自動車部品、電気部品、機械部品、ドラム

缶部品、清掃用具部品、公園遊具、体育施設の部品など

当社は創業以来、60年にわたり亜鉛めっき加工一筋に加工技術の向上に努めてまいりました。これまで亜

鉛めっきでは不可能と言われていた品物に対しても研究を続け、その結果、現在では建築、自動車、電気、

機械などの部品をはじめ幅広い防錆ニーズに対応しております。

「お客様に喜んでもらうめっき製品つくり」を経営理念とし、電気亜鉛めっきでは、Ｈ鋼やアングルなど

の長尺物・重量物、溶融亜鉛めっきではボルト・ネジなど小物のめっき処理を得意としています。

さらに今回の、経営革新計画の取り組みにより、キャップ型（お椀型）形状部品への内面めっきとそれら

製品の完全乾燥が可能となり、他社には真似できないオンリーワン技術を保有することが出来ました。

取組紹介

「キャップ型（お椀型）形状部品への内面亜鉛めっき生産技術の開発」

有限会社朝日鍍金工場
創 業 昭和35年

代表取締役 遠藤 清孝

資本金 3,600万円

従業員数 52人

本 社 江戸川区

≪企業概要≫

▲新たな亜鉛めっきバレルラインとキャップ型製品

キャップ型やお椀型のプレス部品など底の深い形状のワークは、

回転バレルでめっきした場合、内面へのめっきが付きにくいことの他

に、乾燥工程でワークに処理液が残りやすく、完全に乾燥できない

課題があった。当社では、こうした形状のワークを量産処理するた

めの技術開発と生産ラインの構築に取り組んだ。

機械メーカーと共同で乾燥機2種を開発し、新ラインを構築。生産性

と品質を向上させ、顧客ニーズに応えている。
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※「産業交流展 2018」出展ブースで掲出したものです。

平成30年度 東京都経営革新優秀賞

奨励賞

株式会社エイ・アイ・エス

テーマ 会計パッケージ事業から
海運業の統合業務システム（ＥＲＰ）事業への拡大化
計画期間：平成28年4月から平成31年3月まで（3年計画）

～受賞企業からのメッセージ～

代表取締役 大浦 博

≪主要製品・サービス≫
●海運ＥＲＰ事業
・『TRANS-Account』（海運向け戦略会計システム）
・『TRANS-Owner』（船主向け決算予測システム）
・『TRANS-Operator』（統合運航管理システム）
・『TRANS-Liner』（定期船営業管理システム）
●クラウド事業
・『ちゃっかり勤太くん』（クラウド型の勤怠管理システム）
・『ちゃっかりストア/サケベエ』（クラウド型の販売管理システム）

当社は海運業界に特化したＥＲＰ（統合基幹業務システム）パッケージとクラウドサービスをグローバル

に展開しております。

特にこの度、新たにリリースした『 TRANS-Operator 』は、これまで当社が積上げた海運業界への導入実

績を基に、日本発の会計アプローチによって開発された運航管理システムです。運航管理の統合プラット

フォームとして、より高精度な航海採算を算出するため、気象データ、港湾情報など、外部企業のデータと

連携し、ユーザー業務の効率化や経営支援を担っております。

また当社は１６年前からクラウドサービスを手がけており、勤怠管理と販売管理の業務支援サービスとし

て、海運業界に留まらず、幅広いお客様のご支援をしております。

今後も「海運」「クラウド」「グローバル｣をテーマに、当社業務パッケージシステムとコンサルティン

グを通じ、皆様の国際競争力の強化、ご発展の一躍を担えれば幸いです。

取組紹介

「会計アプローチにより開発された統合運航管理システム」

海運会社のニーズは、会計システムと連携した営業システム、つまり基

幹業務すべてをワンストップで提供できるベンダーを探求。海外製品は総

じて評価は高いが、その導入、運用、保守も高額で一長一短がある。

本件、当社新製品TRANS-Operatorは、①基本機能面で全てダイレクト

に会計システムに連携、②他社との連携で気象データ、港湾情報も取入

れ、③競合製品とは機能改良で競争力を補完、④海外情報ベンダーとの

連携でサポート体制も強化、更にIFRS対応で航海日割基準にも適応して

いることから、着実に受注を拡大している。

株式会社エイ・アイ・エス

創 業 昭和58年

代表取締役 大浦 博

資本金 7千万円

従業員数 29人

本 社 千代田区

≪企業概要≫

▲海運業ERPパッケージソフト「TRANS-Operator」
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※「産業交流展 2018」出展ブースで掲出したものです。

平成30年度 東京都 経営革新 優秀賞

奨励賞

東京ブラインド工業株式会社

テーマ 吸音ローパーティション・吸音壁貼付けパネルの開発

計画期間：平成25年8月から平成30年7月まで（5年計画）

～受賞企業からのメッセージ～

代表取締役社長 櫻井 武志

≪主要製品・サービス≫

● 横型ブラインド・縦型ブラインド・木製ブラインド・

アコーデオンスクリーンの開発・製造・販売

● 吸音ブラインド・吸音パーティション・吸音パネルの

開発・製造・販売と音響測定、分析と室内音環境を

快適にするアドバイス

創業70周年のブラインド・間仕切メーカーの弊社は、世界初の吸音ブラインドの開発から、用途に合った

多種類の吸音パネル製品を商品化、お客様の“音の悩み”を解決する「イノベーションカンパニー」です。

様々な吸音パネル商品やオリジナル新商品の生産・販売を得意としております。ものづくり補助金で吸音

パネル設備の導入、新ものづくり補助金を利用して音の測定・分析、シュミレーション（設置前と設置後）

ができるようになりました。

吸音製品を使用し、室内の適所に設置して『室内音環境をより快適にする』新しいビジネスモデルを創造

して市場開拓を進めています。こらからも、お客様のより快適な音環境の整備に貢献いたします。

取組紹介

「室内音環境をより快適にして、集中のできる働きやすい室内音空間を提供する」

東京ブラインド工業株式会社
創 業 昭和24年
代表取締役社長 櫻井 武志
資本金 3千万円
従業員数 23人
本 社 港区

≪企業概要≫

▲音環境を整える吸音製品 FELTONE® シリーズ

吸音ブラインドの吸音技術を利用し、新構造の高性能吸音パネルを

開発。その基本吸音パネルを使用した吸音ローパーティション・吸音壁

貼付けパネル・吸音デスクトップパネル・吸音3連スクリーンを商品化。

重要な打合せの声漏れや声が聞こえにくい会議室の反響音、サー

バー・複合機の作動騒音などの様々な音の困りごとに、室内の適所に

設置し 『室内音環境をより快適にする』 新しいビジネスモデルを創造

して市場開拓を進め、主力製品として経営を革新している。
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≪ 表彰式の様子 ≫

≪ 副賞の「伝統工芸コラボレーションメダル」 ≫伝統工芸コラボメダルとは？伝統工芸コラボメダルとは？

「江戸切子」

「東京銀器」
「東京彫金」

「東京くみひも」

東京の伝統工芸を組み合わせ、
新たな価値が生まれました！

切子とは、硝子の表面に金盤や砥石
を用いてさまざまな模様をカットする
技法で、菊、籠目などの伝統柄を
種々組み合わせた模様が独特です。

鏨（たがね）一つで丹念に彫り、さ
まざまな模様を描きだし、さらに独
特の着色方法を用いて、精錬され
た味わいを持っています。

地味の中にも、粋があり、
ワビ・サビといわれる渋好み
の色使いが特徴です。

金属工芸の粋とも言うべき東京
銀器は、優雅で長持ちし、その上、
無害なため、器物、置物、装身具
等、日常生活の色々な分野で利
用されています。

「江戸切子」

「東京銀器」
「東京彫金」

「東京くみひも」

東京の伝統工芸を組み合わせ、
新たな価値が生まれました！

切子とは、硝子の表面に金盤や砥石
を用いてさまざまな模様をカットする
技法で、菊、籠目などの伝統柄を
種々組み合わせた模様が独特です。

鏨（たがね）一つで丹念に彫り、さ
まざまな模様を描きだし、さらに独
特の着色方法を用いて、精錬され
た味わいを持っています。

地味の中にも、粋があり、
ワビ・サビといわれる渋好み
の色使いが特徴です。

金属工芸の粋とも言うべき東京
銀器は、優雅で長持ちし、その上、
無害なため、器物、置物、装身具
等、日常生活の色々な分野で利
用されています。

東京都経営革新優秀賞受賞企業への副賞東京都経営革新優秀賞受賞企業への副賞
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第２章 経営革新計画承認企業の取組事例

１．平成 年度 東京都経営革新優秀賞受賞企業

　東京都では、承認された経営革新計画に基づき、新事業に積極・果敢に取り組み、顕著な経営向上を

果たした企業等を「経営革新優秀賞」として表彰しています。
平成  年度の受賞企業に、計画策定のきっかけや事業成果、承認後に感じたことなどを取材しました。

株式会社ふらここ ·······································

株式会社環境経営総合研究所 ····························

株式会社メトロール ······································

有限会社朝日鍍金工場 ··································

株式会社エイ・アイ・エス ·······························

東京ブラインド工業株式会社 ····························

（ 各賞内 五十音順 ）
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業東京都経営革新優秀賞受賞企業

企 業 名

（代表者）

株式会社ふらここ
（代表取締役：原 英洋）

所在地・ＴＥＬ
東京都中央区東日本橋３－９－８

０３－６２３１－１３５９

経営革新計画テーマ 機器を導入した製造と生産、販売体制の構築

業 種 人形製造業

創業年月 平成２０年４月

資 本 金 ５００万円

計画承認年月 平成２５年１２月（平成２８年５月 変更承認）

計画期間 平成２５年１０月 ～ 平成３０年９月

既存の事業内容（計画実施前）

当社は、平成 年に設立した製造小売業で、節句人形の企画・

製造・販売を主な業務として展開している。販売は サイトのみ

で行なっている。

節句人形といえば、「細おもて」の顔立ちをした人形が一般的で

あり、製販分離体制が主流である。 
しかし、当社は「マーケット・インのものづくり」を基本方針

とし、企画から販売までを一貫して行なっている。そして、「時代

のニーズに調和した日本の伝統文化を提供することが最も大切な

使命」であるという経営理念のもと、人間国宝だった祖父の作風

を活かし、丸みをおびたかわいい「赤ちゃん顔」の人形を職人の

手作業で製造している。 

計画策定のきっかけと苦労した点

◆計画策定のきっかけ

当社では、製造に携わる職人はすべて外部に委託する 生産の体制をとっている。製造ラインは

パーツごとに分業化され、最終的に組み立て工場（  先）で完成品に仕上げるまでの全行程を社内
で一括管理している。これまで、既存の職人の限界まで生産量を拡大してきたが、毎年かなり早期に

全商品が完売しており、現在の生産方式では需要に対応しきれていない状況であった。 
一方で、顧客ニーズの反映や品質のバラツキを改善するために、最終的な完成品の出来栄えを大

きく左右する原型作りを内製化する必要があると判断したため、計画を策定することとなった。 
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◆苦労した点

業界では前例のない取り組みだったため、採用したソフトはアメリカで開発されたものでマニュア

ルがなく、画面上も英語で苦労した。また、伝統産業の中で新しいことに取り組んでいこうとしたた

め、協力していただける職人がなかなか見つからなかった。 

申請時の目標

人形の製造は、最初に量産するための型を製作し、その型で抜いた造形物を、パーツ毎に分業化さ

れた製造工程を経て、最終的に完成品に仕上げていく。この型を製作するために最初に原型作りを行

うのだが、特殊技術を持つ職人への依存度が高いため、品質や量産体制を整えにくい工程となってい

た。そこで、原型づくりの工程に業界初となる 機器を導入することにより、品質の安定化と量産体

制の構築を図るとともに、お客様の立場に近い女性社員が原型づくりを行えるようにすることで、当

社の基本方針である「マーケット・インのものづくり」をさらに高めていくことを目標とした。 
同時に、上記を補完するため、お客様のニーズをより深い部分で吸い上げるための場として「自社

店舗機能の保有」も目標とした。 

これまでの成果

◆ 機器の導入

計画 年目に 機器のハード・ソフトをともに

購入し、当時、全  種類中  種類の顔の開発・販売
をスタートした。現在では 種類中 種類の顔を3D

機器を活用して開発し、全体の を占める売上

高にまで至っている。

特に五月人形は、平成  年  月  日に次年度の
予約受付を開始したところ、これまでの  倍を超え
る予約が入った。

◆新事業の実施体制

内製化に関しては、業績が順調に推移したことにより外注先の職人の一部において事業継続の展望

が開けたため生産体制が整い、外注と内製化のハイブリッド体制を構築できた。同時に、内製化のた

めの部分的な教科書づくりは、専門家の指導を受けて作業手順書を作成し、運用段階に入っている。

◆自社店舗機能の保有

計画当初は、工房にカフェを併設したり、商業施設へ出店したりすることで、情報の受発信センタ

ーとしての機能の強化を計画していた。しかし、平成 年に、オフィス・展示・商談機能を集結した

「ふらここハウス」の開設へと計画を変更し、オープンさせた。

▲ 機器を導入していない人形 ▲ 機器を導入した人形
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◆今後の展開

今回の新事業で取り組んできた内製化を、さらに進化させていく取り組みの一つとして、カスタマ

イズ商品の展開を開始した。

カスタマイズ商品とは、顔、衣装、飾り台・屏風、ぼんぼり、前飾り、花飾りの 種類において、

お客様が自由に組み合わせて注文できるようにした商品である。専用のサイトは平成 年 月

日よりオープンし、予約受付は 組限定で平成 年 月 日より開始予定となっている。

■経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）■

■承認メリットとして感じていること

計画を策定することで、何をしなければいけないかを徹底的に考え、明文化することができ、理

想と現実のギャップを整理することができました。また、実行段階においても、都度、計画と現状

を比較して進捗状況をチェックすることができました。融資の面においても、金融機関から利率を

低くしていただけたことで、計画を実行することができました。

■当初の見込みと違うと感じていること

計画を実行に移す段階で、限られた人員の中、社内体制の構築に苦労しましたが、逆にそのこと

がきっかけで柔軟に計画を変更し、結果的には当初より良い計画となりました。

■東京都への要望等

助成金などの承認メリットを高めていただければと思います。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ■

　少しでも革新性を持たせることで、他社との差別化の要素を明確化できるため、計画を策定する

ことは大きな価値があると考えます。
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業

企 業 名

（代表者）

株式会社環境経営総合研究所
（代表取締役社長：松下 敬通）

所在地・ＴＥＬ
東京都渋谷区南平台町１６－２９ グリーン南平台ビル２階

０３－５４２８－３１２３

経営革新計画テーマ 紙パウダー化及び合成樹脂との混成技術を使ったシート製品装置の海外展開

業 種 製造業

創業年月 平成１０年４月

資 本 金 ４億７ ０００ 万円

計画承認年月 平成２６年２月

計画期間 平成２５年９月 ～ 平成３０年８月

既存の事業内容（計画実施前）

主な事業は、紙パウダー、澱粉、合成樹脂の混合物を水で発泡させた発泡緩衝材、断熱材と、紙パ

ウダー、合成樹脂を混合したプラスチック成型用材料とその製品の製造である。当社は、平成 年か

ら廃棄紙のパウダー化技術の開発に取り組み、ローラーミルを用いたパウダー化技術と製造装置を独

自に開発した。紙パウダーは、平均直径約 μｍと微細であり、合成樹脂に均一に分散し、優れたプ

ラスチック成型を可能にした。さらに、パウダー化効率が高く大規模生産に適したエアークラッシャ

ーミル技術とその装置も独自に開発した。紙のパウダー化技術で特許 件を取得している。 
この成型用材料を使った製品は、廃棄プラスチックの削減という社会ニーズを捉えた製品で、食品

スーパーの食品トレーなどとして使用される。 

計画策定のきっかけと苦労した点

海外企業とのジョイントベンチャーによる紙パウダー製品の海外生産の計画が決まったが、製造装

置、製造法、ノウハウの海外への流出リスクがあった。そこで、国内生産への変更を決断した。

しかし、国内生産は、海外生産に比較して生産コストが高いという問題があった。顧客から製品価

格を下げることが求められていた。そのため、国内生産においても生産コストを下げることが必須に

なり、計画策定に取組んだ。

苦労した点は、ローラーミルとエアークラッシャーミルの つを採用し装置の大型化を行いながら、

装置のコスト削減、単位時間あたりの生産量の拡大、消費電力量の削減を同時に達成する点である。

申請時の目標

単位時間あたり生産量の大きい紙パウダーの大型製造ラインを築いて、紙パウダーの生産コストを

下げ、売上拡大を実現する。  年後の付加価値額は現状値に対し、 増の  億  万円、一人当
たりの付加価値額は 増の  万円、経常利益は 増の  億 万円を目標とした。



20

これまでの成果

計画時のスケジュールに従い計画を実行して、以下の成果を得た。

大型製造ラインの構築

製造設備の設計、製作を計画着手時の構想を基に実施し、計画どおりに製造ラインを完成させた。

新製造ラインは 時間の連続運転を可能にし、生産量は、 ライン当たり トン 年を実現して、

既存製造ラインの約  倍に高めた。
紙パウダー単位重量を製造するのに必要な電力消費量は、 を実現し、既存製造ラ

インの まで削減、電気代の大幅な削減を可能にした。

製造ラインへの投資金額は、１ラインあたり既存設備とほぼ同額に抑えることに成功し、設備の減

価償却費の増大を回避することができた。

生産コスト低減の実現

目標どおりに大型製造ラインを構築したことにより、パウダー化コストは既存製造ラインの約 
に低減できた。 
これにより、既存のプラスチックトレーの価格と同等になり、紙パウダー混合成形トレーでプラス

チックトレーを代替する場合に懸念される価格の問題を解消し、他社に対する競争力を強めた。 
売上高、利益、付加価値額の見通し

製造ラインの運転、紙パウダーの品質は、計画

通りに完成させた。平成  年の売上高は、計画値
を約 上回る見込みである。営業利益と経常利

益は計画値を 上回り、付加価値額は計画値を

上回る見込みである。 
新素材「 マプカ シート」の開発

紙パウダー混合成形トレーに使う  シート
を開発した。紙パウダーはシート成分の を占

め、非プラスチック扱いとなる。 
このシートを使ったトレーは、機能はプラス

チックトレーと同一であり、使い捨ての食品トレ

ーとして利用されるが、プラスチック使用量は半

分未満に削減される。 
本シートは、韓国に設立した子会社の  工場、
中越パルプ工業株式会社と当社で設立した合弁会

社及び自社の茨城工場で製造する。

今後の展開

廃棄プラスチック削減の社会ニーズは国外でも

大きな課題であり、国内はもとより国外市場で販

売する計画を進めている。 
国際特許を新たに  件取得し、国外での販売
に備えている。

▲紙パウダーと ペレット

▲ シート
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経営の工夫

成果を得るために技術と製造装置の開発に加え、

さまざまな経営の工夫を行っている。

自社にない経営資源を補うため、他社との連携、

高齢退職者採用による人材強化、企画部を設けて市

場動向や製品の将来性を国内外で調査・検討するな

どの取組を行っている。

また、各地にある工場間の課題や成功事例の情報

の共有、社長と社員との対話の促進、社員のやる気

を喚起するための制度や管理などを実施している。

■経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）■

■承認メリットとして感じていること

今まで誰も実施したことのないことにチャレンジする取り組みであったため、その方法論、スケ

ジュール、成果目標について本件の文書を作成することで、判断情報の整理ができました。

■当初の見込みと違うと感じていること

計画期間終了時点でほぼ計画通りまたは計画を上回る見通しとなっているため、現状では当初の

計画との違いはありません。

■東京都への要望等

当社と同様に経営革新計画を作成して取り組んだ企業が複数社あり、それぞれにさまざまな苦労

をしながら課題解決にこぎつけていくことと思われます。

そうした当事者を集めた経営交流会や昼食会などを開き、情報交流の場を作ることは極めて有効

と考えます。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ■

事業計画においては、目標達成への道筋を明確にすることが成功につながる第一歩となります。

経営革新計画の策定は、経営者本人がその道筋における実現性の確認や情報の整理をする上で有効

な手段となり得ます。

▲食品トレー 紙パウダー混合成形トレー
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業

企 業 名

（代表者）

株式会社 メトロール
（代表取締役：松橋 卓司）

所在地・ＴＥＬ
東京都立川市高松町１－１００

０４２－５２７－３２７８

経営革新計画テーマ 長距離着座確認エアセンサの開発

業 種 製造業

創業年月 昭和５１年６月

資 本 金 ４，０００万円

計画承認年月 平成２７年２月

計画期間 平成２６年２月 ～ 平成３１年１月

既存の事業内容（計画実施前）

当社は 年に先代が創業した、センサ・スイッチの専業メーカーである。先代の想いである「真

似はされても、真似しない」、「社員がみんなで活躍できる職場作り」を受け継ぎ、オンリーワン製品

を製造している。創業者が礎を築いた「精密機械式タッチスイッチ」をベースに、現場に足を運び顧

客の困りごとをヒヤリングするなかで、「位置決めスイッチ」や「ツールセッタ」を開発してきた。 
今回の計画では、新たな独自技術により業界初の「エアギャップセンサ」を製品化するなど、常に

次期製品の戦略立案とものづくりの革新を図り続けている。 

計画策定のきっかけと苦労した点

取組みのきっかけは、客先現場における「工作機械のワーク密着度の評価と判定」への期待である。

新製品の「エアギャップセンサ」は、既存製品の 倍もの高精度を発揮する。技術的には、当社が長

年培ってきたメカ技術に電子制御やソフトウェア技術を融合させた、メカトロ技術を駆使している。

最も苦労したのは、電子・ソフト開発に関するエンジニアの採用と育成である。また、新製品開発

に成功した後も、「中小企業がそんな画期的な製品を作れる訳がない」と信用を得られず苦労した。顧

客を行脚し、客先装置に実装試験をして証明することで、ここ 年でやっと製品採用が急増してきた。

申請時の目標

時代の先掛けとなる今までにないセンサを開発し、工作機械の完全自動化と不良品撲滅に寄与

したいとの思いから、皆で相談して以下のチャレンジ目標を立てた。 
① 工作機械の長年の課題である、「精密着座確認」・「すき間の精密測定」を実現する

② 切粉が噛んでワーク着座が不充分なまま、不良品を作り込むことを防ぐ

③ エア圧の微妙な変化を測定するため、ソフトウェアで微調整可能な制御基板を開発する

失敗を繰り返しながら諦めることなく開発を続け、目標をほぼ達成する製品群を上市できた。
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これまでの成果

１．新製品の概要

当社の従来製品の目的は、接触メカセンサによるワ

ーク着座検出だったが、新製品はギャップ測長を目的

とした、非接触エアセンサである。  
新製品は、繰返し精度± μ 、応答速度 秒な

ど、圧倒的な性能優位性を確保。価格面でも、自動化

生産方式の採用などにより割高感を感じさせない値付

けを実現し、業界オンリーワン製品の地位を獲得した。 

２．不良発生防止効果

加工現場では、右図のようにワークの下

に小さな切粉を噛むと、不良品を作り込ん

でしまう。新製品では、許容公差数μ の、

切粉によるギャップを精密に測定する事に

より、不良発生を防止できるようになった。 
また、繰返し精度を± μ まで向上で

きたことから、加工品の寸法チェックにも

応用を図り、研削寸法測定の用途開拓に成

功。大口契約を取得できた。 

３．新製品の特徴

新製品は、切削油やクーラントへの耐候性を特徴と

している。長年培ってきたメカ技術などにより密閉性

を高め、高耐候 を実現。これにより工作機械内部

への実装を可能とし、エア配管長を大幅に短縮、応答

速度と精度の向上を図った。 
また、ソフト制御電子基板を製品パッケージ内に封

入し、微妙な圧力変化を検出して、エア吹き出し部分

の精密なギャップ測長を可能にした。 

４．チャレンジ開発プロジェクトの波及効果

当社初めての電子・ソフト開発プロジェクトで、メカ技術との融合により期待以上の新製品を開発

できたことは、「やればできる」との自信となった。開発案件の二の矢三の矢を、大企業  と新人技
術者のペアで研究・開発している。また、模倣対策として、国際特許の出願なども実施している。 
開発部門以外への波及効果としては、製造は生産自動化、営業は用途開拓、調達生産管理は内製化、

人事は優秀な人材の採用と育成などに取り組み、「チャレンジする企業文化」が定着してきた。 

５．業績への成果

新製品の販売台数は、当初、なかなかその性能を信用してもらえず、極度の不振だった。全国の客

先現場に赴き、実装して証明するテストマーケティングにより、  年目以降受注が急増、万単位の大
口契約も締結できた。 

 

新製品 競合製品

目的 ギャップ測長 ギャップ測長

設計技術 メカ＋電子＋ソフト メカ＋電子

繰返し精度 ±0.5μ ±20μ

応答速度 0.8秒 2秒

実装 工作機械内部 同外部

耐候性 なし

価格 5万円程度 2万円程度

▲新製品の仕様と競合比較

▲工作機械に実装した新製品
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また、新製品による企業の認知度向上により、当社の既存製品や業績にも良い影響があった。テス

トマーケティングでは既存製品の拡販もきめ細かく行い、新製品のオンリーワン製品としての訴求に

より営業利益率が向上した。今後、新製品比率が上がれば、利益率はさらに向上する見込みである。 
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[百万円]

こうした成果により、これまでの「企業規模は追わない」、「利益は次への開発投資に使う」との企

業方針が間違っていなかった事を確認できた。 

６．業界への貢献

当社の製品は、当初、ワークの着座確認用でフライス中心の応用分野であったが、今回の新製品開

発であらゆる加工機と全世界の製造現場にビジネス機会を拡げた。 
また、ものづくりの自動化・無人化への道を切り拓くとともに、不良品発生率を劇的に低減できる

ことから、第四次産業革命にも貢献できるものと考えている。 

■経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）■

■承認メリットとして感じていること

公的機関に認知され、社会的信用力が向上した。金融機関の金利の優遇も大きい。販売促進では、

製品の認知度と理解度の向上により、商談のスピードが上がった。

人材採用では、優秀な人財も応募してくるようになったことがメリットである。

■当初の見込みと違うと感じていること

画期的な新製品群を開発できたが、当初は国内顧客に性能を信じてもらえなかった。そのため、

最初の展示会はドイツの「グラインドテック」とし、海外で評価を得たのち国内の展示会に出展し

た。販売開始からまとまった受注が入るまでに、 年弱の時間を要したことは想定外だった。

■東京都への要望等

ベンチャー技術大賞に続き、このような栄誉ある賞を頂き光栄です。ありがとうございます。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ■

熾烈なグローバル競争と不確実性の高い現代では、企業の存続のためには、常に新しい事にチャ

レンジし続けることが欠かせません。従業員の創意工夫を第一に、ボトムアップの提案や企画に対

して、トップ自らが前向きに評価し即断即決することが肝要です。

既存製品とのカニバリゼーション 共食い を恐れず、新製品を出し続けないと、売上は右肩下が

りになります。新製品企画は、お客様の現場でのお困りごとや期待・願望を、確実に吸上げること

により生まれます。どんなビジネスチャンスも逃さない、どん欲さを社内に醸成しましょう。

▲新製品販売台数の計画と実績 ▲既存・新製品の売上高と営業利益率
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業東京都経営革新優秀賞受賞企業

企 業 名

（代表者）

有限会社朝日鍍金工場
（代表取締役：遠藤 清孝）

所在地・ＴＥＬ
東京都江戸川区松江４－２０－１１

０３－３６５３－３４３１

経営革新計画テーマ 完全乾燥システムの開発導入によるキャップ型製品の品質の向上

業 種 電気めっき業

創業年月 昭和３５年１月

資 本 金 ３，６００万円

計画承認年月 平成２６年１２月

計画期間 平成２６年１月 ～ 平成３０年１２月

既存の事業内容（計画実施前）

当社は、都内最大級の亜鉛めっき専門工場である。電気亜鉛め

っき、溶融亜鉛めっきの両方ができ、お客様に「できない」と決

して言わない姿勢を貫いてきた。その結果、現在では、ビス・ボ

ルトなどの小さい製品からアングル・ 鋼など長尺物（ ）、 価

クロメート の大型製品まで、めっき加工が可能となっている。

建築、自動車、電気部品など幅広い分野の防錆ニーズに対応し

ている一方で、オンリーワン技術の開発にも熱心に取り組んでき

た。お客様のほうから来ていただけるような技術がなければ、継

続的に利益を出すのは困難と考えたからである。

しかし、典型的な下請け加工業のため景気の波に左右されやす

く苦労していた。

計画策定のきっかけと苦労した点

【計画策定のきっかけ】

日本の製造業が海外に展開していくなか、めっき業は典型的な下請け加工産業で自社製品を持たな

いため、海外進出のメリットが小さく、廃業事業者が続出していた。当社も都内での生き残りをかけ

て、何か強みを生かした高付加価値な製品を開発したいと考えていた。

そうした中、キャップ型製品で高品質なものは、海外での手作業による加工で対応していることに

着目した。キャップ型製品は、めっき液がキャップの内側に溜まりやすく、乾燥不足や色むらが発生

しやすい。良品率を上げるためには、乾燥の途中で製品をひっくり返さなければならないことから、

人件費が安い海外業者に注文する企業が増加したのである。

しかし、短納期対応を希望するお客様からは、継続して当社に依頼が来ていたことから、安く・早

く・いいものを何とか提供しようと考えた。

その頃は売上高も伸び悩み、背水の陣で取り組もうと決意した。
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【苦労した点】 
今回の新事業で開発した乾燥機の一つは、遠心分離機の槽を斜めにして回転させる装置である。理

屈は単純だが、製品毎に回転のスピードや傾斜角度、乾燥温度などの複雑な条件出しが必要である。 
当初は、どんな条件の組み合わせにしても海外製品並みの品質を達成できず、途方に暮れていた。

ある時、回転開始時間と温度上昇タイミングをずらすことで、品質が大きく向上することを発見した。 
また、製品毎の条件出しには数えきれないほどの試行錯誤を繰り返し、現在も実績を積み重ねなが

ら改良している。このことは、他社が模倣することが困難だという強みにもなっている。 

申請時の目標

キャップ型金属製品のめっき乾燥工程における製品同士の衝突と、キャップの内側やスポット溶接

部分におけるめっき液の残留によって生ずる品質問題を解決し、海外製品に負けない生産性と品質を、

都内で実現することを目指した。 

これまでの成果

１．海外製品以上の性能とコストの実現

（1）従来の装置との性能比較 
新開発の乾燥方式により、人手をかけず

に、不良率をほぼ 0％とすることに成功。
生産性が大きく向上した。

（2）海外製品とのコスト差 
海外より良い品質で、海外並みまたはそ

れを下回るコストを、都内での製造で実現

した。

２．傾斜型遠心乾燥機の開発

市販の水平遠心分離による乾燥装置を改造し、高速水平回転

による乾燥と、傾斜させた低速回転による製品のひっくり返し

を自動で繰り返す装置を開発した。 
機械装置メーカーとは長年共同で改良してきた信頼感があっ

たことから、今回の開発においても積極的な協力を得られたこ

とも、成功要因である。 

３．タワー型乾燥装置の開発

右図は、比較的穴の深いキャップ型製品の内側や

スポット溶接部分に残っためっき液を完全乾燥する

装置である。海外企業はベルトコンベアーで製品を

流しながら、両脇に作業者が立って裏返していく。 
東京で競争力のあるコストを実現させるために

は、専有面積をできるだけ小さくする必要があり、

タワー型を選択した。しかし、現場の高さ制限など

があり、機械装置メーカーに改造の協力をいただい

て実現することができた。 

コントローラー
昇降駆動装置

乾燥カゴ 投入用コンベア

乾燥後のカゴを取り出す、

昇降装置

タワー型乾燥装置本体

温風送出
装置

昇降装置
タワー側乾

燥装置本体

乾燥カゴ

上面図 正面図

投入用コンベア

熱
風

３，０００



27

４．人財育成

熟練工の技を装置で実現するために、若い技術者がさまざまなノウハウを熟練工からヒアリングし

た。また、製品毎の条件出しを今後若手だけでできるように、熟練工による研修を実施して、大変好

評だった。今後はこの研修を継続して、若手の熟練技術者を育成していく。 

■経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）■

■承認メリットとして感じていること

当社は、「他社が敬遠する、難しく、やりにくい品物のめっきに対しても決して断らない」、「お

客様に「できません」と言わない」ことを基本方針としてきました。

その中で、キャップ型製品への亜鉛めっき技術の開発は長年の課題のひとつでもありました。

今回の取組みで、そのめっき技術の確立を果たすことができ、会社全体としても大きな自信につ

ながりました。さらに、本めっき技術が売上増加につながり、経営面でも大きく貢献しています。

今後も難しい課題に取り組み、お客様の課題解決、要望に応える企業を、全社一丸となって目指

していきます。

■当初の見込みと違うと感じていること

当初はドラム缶のキャップ型製品を対象として考えていましたが、顧客の生産計画の変更によ

り、想定していたほどの受注増にはつながりませんでした。

しかし、本技術は、乗用車のリベット、トラックのブレーキブースター、建築用部品などのキャ

ップ型製品に対する内面めっきにも対応が可能で、その分野での受注が増えています。

これも、経営革新で申請した本取り組みを実践してきた結果と考えています。

■東京都への要望等

取組み内容をより重視し、申請手続きや申請書などの簡略化を進めていただければと思います。

申請書作りに慣れている企業や担当部署を設けられる企業にとっては、経営革新申請のハードルは

それほど高くないと思いますが、経営革新策定が初めての企業や担当者がいない零細企業では、申

請をしたくてもできない高いハードルがあると思います。

申請書の枚数よりも内容を重視して、支援を求めている都内企業に間口を広げた支援制度にして

ほしいと思います。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ■

トップが強いリーダーシップを発揮し、会社全体を巻き込んで進めていくことが、経営革新計画

を進めていく上で重要なことと思います。また、目標を定め、毎月・毎年の成果を数字で表し、成

果を積み上げていくことが大切であると考えています。

現在、経営を行っている企業は、必ずオンリーワン技術を持っています。それはニッチな分野か

もしれませんが、自社の持つオンリーワン技術をあらためて確認し、さらにそのオンリーワン技術

を拡張するためにも経営革新に取り組むことが大事だと思います。
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業

企 業 名

（代表者）

株式会社エイ・アイ・エス
（代表取締役：大浦 博）

所在地・ＴＥＬ
東京都千代田区岩本町３－９－２

０３－５８３３－８８０８

経営革新計画テーマ
会計パッケージ事業から海運業の統合業務システム（ ）事業への
拡大化

業 種 パッケージソフトウェア業

創業年月 昭和５８年９月

資 本 金 ７，０００万円

計画承認年月 平成２８年１１月

計画期間 平成２８年４月 ～ 平成３１年３月

既存の事業内容（計画実施前）

当社は、昭和 年に設立されたソフト開発会社である。主な業務は、酒蔵システムの開発を中心

とする受託開発事業、海運向け会計システムのパッケージ事業、勤務管理の「ちゃっかり勤太くん」

を中心とするクラウド事業である。

特に、海運向けパッケージ事業では、これまで積み上げてきた大手海運関連会社を含む 社以上

の海運会計システムの導入実績とノウハウの蓄積が当社の強みとなっており、近年著しく成長してい

る。既存の海運向けパッケージである および （販売元：郵船情報開発）は、

日本船主協会加盟会社の を超えるユーザにご利用いただき、大いに好評を得ている。 

計画策定のきっかけと苦労した点

当社の会計パッケージは、海運向けに特化しているため、ニッチなマーケットであり、競合他社が

参入しにくい反面、マーケット規模が小さいという課題がある。そうした背景から、シンガポールに

現地法人を設立し、マーケットを海外にも広げ、グローバル化を進めてきた。 
また、昨今は製品としての完成度も高まったため、港費管理、燃料管理および船費管理など周辺の

上流システムをアドオン開発する傾向が強くなってきた。 
そこで、さらなる事業拡大を目指すためには、事業領域を拡大していくことが必要と考え、海運会

計システムのみならず、上流の営業システムと一体となった海運業統合業務（ ）システムとして、

事業展開を図っていくこととした。これにより、  社あたりの受注規模を増やし、売上増を目指して
いくこととなった。 
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申請時の目標

経営革新計画の目的は、既存事業の海運向け会計パッケージを拡張し、  システムとして事業展
開をしていくことである。これにより、売上については、計画実施前の を目標として設定した。

また、海外への販路拡大も目指した。

さらに、システム化が進んでいない海運業界全体の業務改善に貢献し、ユーザとの関係強化を図る

ことも初期の目標とした。日本において、システム化を進めている企業は、海外製  システムを利
用しているケースが多いが、日本語のサポートが十分ではないなど、不便を強いられている。

そこで、このような企業についても、当社製  の  に切り替えることで、利便性
改善に役立つことを目指した。

これまでの成果

これまでの成果は、受注ベースでは目標の 倍を超えており、予想を超えた成果である。多くが海

運会計システムを利用していた既存顧客からの受注である。これについては、国内で開催された

に出展して開催したセミナーが受注に大きく貢献している。

また、業界紙等のメディアへ掲載されたことにより、新規顧客からの受注にも期待が持て、さらな

る売上拡大につながる見込みである。

海外展開についても、シンガポールで開催された展示会  への出展およびセミナー開催によ
り、売上拡大のめどが立ったことは大きな成果である。

また、海運  の開発を進めたことで、海運業務により深く入り込むことができ、顧客が抱えてい
る課題をより的確に把握できるようになった。それらを、今後の  周辺の付随業務システムの開発
につなげることにより、さらなる事業拡大への礎を築くことができた。

さらに、  システムを開発したことで、自社の対外的な信頼度や認知度が向上し、従業員のモチ
ベーションの向上にも大きく貢献した。 
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■経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）■

■承認メリットとして感じていること

経営革新計画の承認を受けたことで、市場開拓助成事業の申請要件を満たし、採択されることと

なった。本助成金を活用して展示会に出展することで、受注獲得につなげることができた。

また、東京信用保証協会の融資枠の別枠が利用可能となり、計画実施に必要な資金を確保するこ

とができた。

さらに、経営革新計画優秀賞の奨励賞を受賞したことで、営業面のメリットも大きく、製品の信

頼性が増したことで、さらなる売上拡大につながることが期待できる。

■当初の見込みと違うと感じていること

計画に必要な資金繰りの面では見込み違いということはまったくなかった。

しかし、 システム導入作業に予想以上に期間を要したため、受注後、お客様に導入を待って

いただくような状況となっている。そのため、売上ベースでは、当初の予定を下回ってしまってい

る。予想以上にシステム導入に時間がかかってしまったのは、海運業界大手の規模の大きなお客様

からの受注を獲得できたためであり、うれしい見込み違いであった。

すでに社員の増員や外部人材の活用により、人員を増やし対応してはいるが、人材不足の中、ま

た、特殊な業界であることから、人員の増員には苦心している状況である。

■東京都への要望等

今回、助成金を活用して展示会に出展することができたが、その際に開催したセミナーに関連す

る費用については助成金の対象となりませんでした。今後、集客のためのセミナー開催に対しても

活用できるような助成金があると大変助かります。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ■

当社では、既存事業が成熟期に入ったタイミングで、経営革新計画を策定しました。そして、承

認を得たことで、今後の事業拡大の目途を立てることができました。

また、単なる売上拡大のみでなく、社員のモチベーションの向上など、多くの副産物もありまし

た。本計画終了後は、新たに経営革新計画の策定を進めていきたいと思います。

皆様も、事業拡大の礎を築くために、ぜひ、経営革新計画の策定にチャレンジすることをお勧め

します。
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業東京都経営革新優秀賞受賞企業

企 業 名

（代表者）

東京ブラインド工業株式会社
（代表取締役社長：櫻井 武志）

所在地・ＴＥＬ
東京都港区白金３－９－１５

０３－３４４３－７７７１

経営革新計画テーマ 吸音ローパーティション・吸音壁貼付けパネルの開発と吸音製品の事業化

業 種 事務所用・店舗用装備品製造業

創業年月 昭和２４年８月

資 本 金 ３，０００ 万円

計画承認年月 平成２６年５月

計画期間 平成２５年８月 ～ 平成３０年７月

既存の事業内容（計画実施前）

当社は、昭和 年に櫻井ブランド工業所として創業、昭和 年に東京ブラインド工業株式会社と

して法人設立した。事業内容はブラインド・間仕切りの製造・販売・取り付けである。

各種ブラインドは、上場会社 社を含む同業大手 社との峻烈な価格競争にさらされ、大幅な値引

き競争に巻き込まれた。そのため、利益率の大幅悪化により経営環境が脅かされてきた。

そこで当社は、平成 年に初めて国産杉材を使用したバーチカルブラインドを開発。グッドデザ

イン賞受賞を契機として、自社ブランドで利益率が高い世界で初めての吸音ブラインド製品の開発に

邁進してきた。

計画策定のきっかけと苦労した点

近年、オフィスや住宅の密閉性が高まるとともに､現代ビル建築は、音を吸収しない素材 フローリ

ング・石膏ボード・ガラス・石等 を多用しており、残響時間が長い部屋になっている。市場では、オ

フィスや住宅での残響時間が長い室内環境ではなく、知的創造行動が可能な落ち着いた職場、会議室、

居住空間による快適性が求められている。「話が聞き取りにくい」というニーズに対して、吸音パネル

の製品化で対応すれば、価格競争が回避できると考えたことが計画策定のきっかけである。 
申請時の目標

当社と吸音素材メーカーで共同開発を始め、平成  年  月より吸音ブラインド、吸音スクリーン

「フェルトーン」の販売を開始した。平成  年に吸音パネルで特許を取得、平成  年にはペーパー

コア材を使った吸音パネルの特許も取得した。この基本吸音パネルは、パネル厚 ～  ㎜にもかかわ

らず､ ～  の中音域だけでなく､  ㎜  の低音域まで吸音する性能を実現した。

この特許取得により量産体制の確立を目指し、工場を拡張し売上・利益を拡大することを企図し、

経営革新を進めることにした。計画申請時の目標は、売上・経常利益・付加価値額の条件以上の達成、

雇用の拡大、自社ブランドの強化である。また、開発・製品化を通じ、成熟社会における快適かつ豊

かで、ストレスの少ない、集中力を発揮できる職場・居住環境改善による社会貢献を目指した。
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これまでの成果

市場には、「オフィスや会議室などで残響音が大きく話が聞き取りにくいのでなんとかして欲しい」

というニーズがあった。残響時間を短くするには、天井材や壁面材を吸音機能を持つ材料に交換する

か、リフォームするしか方法がない。 
そこで、リフォームまではしなくても、吸音ローパーティション・吸音壁貼付けパネルを置くだけ

で室内残響時間を短くすることができる画期的な新製品を開発した。 
【専門用語解説】

・残響音とは：音源が発音を停止した後も音が響いて聞こえる現象。

・残響時間とは：特定の音場における残響の具合を示す指標の一つで有り、音源が発音を止めてから、

残響音が ｄ に減衰するまでの時間をいう。

当社が開発した新構造の吸音パネルは、吸音材と反射板の間にコア芯材をいれたオリジナル技術の

製品である。これを、自社オリジナルブランド「フェルトーン」として製品化したことが最大の成果

である。 
具体的には、吸音材、コア心材、反射材間でバランスの良い空気層の最適化を実現し、同価格の他

社製品と比べて、吸音効果が大きい製品を開発した。

図表 は、本吸音構造による吸音性能を示している。人間の話し声にあたる ～ から、

耳にもっとも敏感に反応する 以上の音まで効果的に吸音し、反響音によるストレス対策に最

適となった。

図表 基本吸音パネルの効果 

この基本吸音パネルの開発により、積極的に営業活動を進め、売上・利益を伸ばした。また、オリ

ジナルブランドとしての売上構成比を高め、利益率の改善や業績の向上につなげている。オフィスだ

けでなく、病院・クリニック・飲食店・放送局・音楽教室・学校や、最近では工場騒音に悩む企業か

らも引き合いが増えてきている。
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成熟化社会では、生活の質を大事にする傾向がますます強くなっており、「音環境を整える」こと

で、豊かな生活や職場環境を実現することができる。当社の吸音製品でこうしたニーズに応え、社会

貢献をしていきたいと、全社員が心を一つにすることができたことも、大きな成果と考えている。

下図は、吸音パーティションを活用した事例である。顧客企業からは集中して業務をすることがで

きるとの声を多数いただいている。

図表 コールセンター製品採用事例
図表 採用事例での吸音効果

■経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）■

■承認メリットとして感じていること

経営革新計画策定過程で様々な気づきがありました。頭で考えている計画を明文化することによ

り課題が明確になります。また、承認されると取引先や金融機関の理解を得やすくなるだけでなく、

従業員が自分達の会社としての意識を高めたことが、何よりのメリットだと感じています。

■当初の見込みと違うと感じていること

経営革新計画の目標は大きく掲げましたが、数値計画での目標達成は難しいと感じました。一方、

自社ブランドとしての売上が予想以上に伸び、利益率が向上したことは良い意味で見込みと異なり

ました。長年の課題であった自社ブランドの売上増が予定より進んだことはうれしいかぎりです。

また、前回の経営革新計画では低利率優遇策を利用しましたが、今回の承認でも日本政策金融公

庫の特別利率の優遇を受けることができました。

■東京都への要望等

受賞企業との横のつながりはもちろん、過去の受賞企業や来年度以降の受賞企業との交流の場を

期待したい。受賞企業のネットワークは、これからの企業経営をする上において必ず活きてくるも

のと思います。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ■

経営革新計画は、自社事業計画の作成過程そのものが大変役に立ちます。分かっていることでも

頭の中を整理して明文化することにより、課題がより明確に見えてきます。

また、明確になった課題を、後継者や幹部社員、社員に対して「見える化」することもできます。

当然ですが、取引先や金融機関に対しても信用力が高まります。

社内、社外に向けて、意識して計画を策定していくことも成功のポイントです。
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0 

２．平成 年度 実施フォローアップ企業

東京都では、計画開始から１～２年目の企業を対象に、専門家（中小企業診断士）を派遣し、計画実現に

向けた課題解決等を支援する「実施フォローアップ支援」を実施しています。

実施フォローアップ支援の対象企業のうち、事例集掲載にご協力いただいた企業について、計画策定の

きっかけや計画内容、承認後に感じたことなどを取材しました。

株式会社アーク・システムマネジメント ··························
株式会社ウェルケアベッド ·····································
株式会社エクセルシア ·········································
北星鉛筆株式会社 ·············································
株式会社タック印刷 ···········································
株式会社トキワメディアサービス ································

株式会社アール免震 ···········································
志幸技研工業株式会社 ·········································
二幸削進工業株式会社 ·········································
リンク・パワー株式会社 ·······································

アイエント株式会社 ···········································
アイサーク株式会社 ···········································
株式会社 ··············································
株式会社オルカビジョン ·······································
株式会社要 ··················································
クーリード株式会社 ···········································
株式会社コールサック社 ·······································
セールスワン株式会社 ·········································
株式会社日本テクノ開発 ·······································
ネットビジョンシステムズ株式会社 ······························
陽天株式会社 ················································
リマールエステート株式会社 ···································
ロゴヴィスタ株式会社 ·········································

新井ハガネ株式会社 ···········································
株式会社 ·······································
株式会社デサフィオ ···········································

株式会社アクア ··············································
エイコム株式会社 ·············································
有限会社エイチ・ツー・オーデザインアソシエイツ ·················
株式会社カイラボ ·············································
局アナ 株式会社 ············································
ジー・オー・ピー株式会社 ·····································

ライフサイエンス株式会社 ································
合同会社 ·········································

株式会社トリニティー ·········································
株式会社日本都市環境研究所 ···································
株式会社ライフパートナー ·····································

（業種内 五十音順）

製造業

６社 

建設業

４社 

卸売・小売業

３社 

情報通信業

１３社 

サービス業

１１社
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は、ストレージを用いた新しい分野の開拓を目指し、平成  年  月に設立した。「顧客に喜んでもらえるシス
テムを納め、リピート注文していただく」ことをモットーに、主にサーバーメーカー 日本電気 株 、富士通 株 他

や装置メーカー 株 日立製作所、キャノン 株 他 に、磁気テープ装置や光ディスク、ハードディスクを提供してき

た。加えて生体認証システム、各種ソフトウェアの販売、情報機器のレンタルなども行っている。

昨今、中小企業の現場では  化が着実に進行し、請求書や顧客情報等の重要なデータを管理していることから、
多くのユーザーがバックアップシステムの導入を検討している。しかしながら、市場は次のように二極化されている。

①膨大なデータを格納できるが、導入コストが大きく、専門の管理者を必要とする大規模サーバー

②価格は手頃であるが、パフォーマンスは低く、バックアップ機能の付加や高信頼化に不向きな小規模サーバー

そこで、中小企業に最適なサイズと導入コストで、しかも の専門担当者がいなくても容易に設置や管理が可能

な サーバー データ共有、バックアップ付き システムを開発することとした。

■新事業の計画内容
次の  点を開発コンセプトとし、当社の長年のノウハウを活かして、  分で立上げ可能なオールインワンのシステ

ムを開発する。

専門知識がなくても運用可能

専門知識を有する細かな部分の設定をあらかじめ組み込み、加

えて、分かりやすく直感的に操作できる画面を用意。各種設定や

バックアップ作業が簡単に行える。

多数ユーザーが同時利用しても高速で運用可能

独自開発のミドルウェアソフトと大規模サーバーで使用され

るようなハードウェアを組合せ、不要な機能は排除。数十〜数百

人規模の中規模企業で最適なパフォーマンスを実現する。

の故障時などにデータの復旧が可能な冗長機能

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

申請書類を作成するのが面倒だと思っている方でも、徐々に頭の中で戦略が整理されてきてそれほど負担にはなり

ません。経営革新計画はどんな業種にも有効だと考えられるので、果敢に挑戦して下さい。

ここで計画したことを具体的に実践し、顧客とのコミュニケーションを通して積極的にフィードバックを得ること

が重要です。

右図のように共有したファイルを自動バックアップし、

やリモートコピー機能によりリモートサ

イトの他の機器に保管することができる。災害などで機器の故障

やハードディスクの障害があっても、データを失うことなく復旧

が可能となる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画策定に当たって、新規性の柱を当社のノウハウを結集した「オールインワン」とし、ターゲットを中

小企業に絞ったことで開発コンセプトが明確になった。また、開発資金の調達においては、日本政策金融公庫に加え

て地元の信用金庫からも低利の融資を受けることができ、経営革新計画の承認メリットを実感した。

一方、東京都中小企業振興公社の中小企業ニューマーケット開拓支援事業に申請し、最終審査まで進んだが採択さ

れなかった。情報システムの専門家以外の方に、当社のシステムの特徴を伝えることができなかったことが残念だっ

たが、この経験を活かしてその後の展示会やマッチング交流会に臨んでいる。

（承認年月：平成２９年６月、４年計画）

中小企業をターゲットとした
新たなバックアップアプライアンスの開発

企
業
概
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株式会社アーク・システムマネジメント（代表取締役：日吉　孝浩）
所在地：東京都台東区台東２－１８－８ 写光ビル６Ｆ
業　種：外部記憶装置製造業
ＴＥＬ：０３－５８１２－３３８１　ＵＲＬ：http://www.ark-sm.com 
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成  年に設立、介護機器（ベッド）の開発・製造・販売を主たる事業としている。介護分野では、介護
時の負担軽減が重要課題であり、特に、入浴時の介助は重労働であることから、使い勝手の良い製品の開発が期待さ

れていた。

当社でも、平成  年に浴槽付き介護ベッド「夢神楽 エクセレント」を開発販売したものの、高額で介護保険貸

与非適用であったことから販売不振であった。そこでこれを改良し、簡易仕様による低価格化を図るとともに、浴槽

部分を取り外し可能とするなど、介護保険の適用基準を満たす浴槽付き介護ベッドの開発販売に取り組むこととした。

■新事業の計画内容

新事業では、介護保険適用の浴槽付き介護ベッドの開発・販売に取り組む。

新たな製品は、介護保険による購入の対象となる介護ベッドと介護保険のレン

タルの対象となる浴槽の組み合わせとなる。

スライド機能付き・低コスト・簡易仕様の「夢神楽 コンパクト」の実用化・

実績づくりを目指す。

「基本機能」：①ハンモックによる吊り上げ ②車いすへの簡単な移乗

③備え付け浴槽への入浴

「副次的機能」：機能訓練トレーニング、おむつ交換、椅座位での食事、フ

レームへのカーテンなど生活用品の設置、地震対策など

「介護保険（貸与）適用」及び「実際の自治体や現場での採用」を目標と

した開発を実施する。

水平移動スライド機構の追加、浴槽の取り外し対応など基本事項の開発

が終了し、介護保険対象としての コードを取得することができ、自治

体や介護現場での実採用に向けた開発ができる状態となった。

※ コードとは：「公益財団法人テクノエイド協会」が、国内の事業者から介

護機器の製品情報の登録を受け付け、厚生労働省告示並びに通知に基づき専門

的見地より、介護保険対象として扱ってよいかを判断し、それをデータベース

化し、参考情報として一般に公開している。このデータベースおよび商品を特

定する番号を「 コード」という。福祉機器を介護保険対象として実採用

するのは、各自治体の判断に委ねられている。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

本承認を頂くことにより、日本政策金融公庫から融資を受けることができました。それ

により、実用化に向けた課題解決と併せ、販促と運搬を兼ねたアルミバンを購入し、現地

でのデモンストレーションや簡単な納品など積極的な営業活動ができるようになり、予想

以上の好評価をいただいています。

現在、何件かの購入案件がありますが、知名度と実績が少ない中で、革新的な製品であ

るが故に、お客様・現場の皆様に警戒心がありスムーズに成約に至らず、時間と忍耐を要

する事業であると実感しています。販促に繋がる支援を活用してきたいと考えています。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

計画が承認されたことにより、資金調達の壁を突破することができ、新たなステージに進む事ができました。資金

調達のみならず、販路開拓の支援もありますので、活用できるかと思います。

（承認年月：平成３０年４月、４年計画）

介護保険適用の浴槽付き介護ベッドの
開発・販売
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株式会社ウェルケアベッド（代表取締役：飯田　一喜）
所在地：東京都新宿区神楽坂６－２６－２０１
業　種：介護機器の開発・製造・販売業
ＴＥＬ：０３－６２６５－３４３７　ＵＲＬ：http://wcb.co.jp
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
平成  年に設立した当社は、独自開発した排泄物処理化学技術を用いて、悪臭や雑菌の抑制、排泄物の資源化によ

る環境修復を進めている企業である。平成  年から災害用トイレ事業を開始し、災害用の携帯トイレや介護用のト
イレ処理剤を製造販売している。主力製品である災害用の携帯トイレは、備蓄用として官公庁、自治体、学校、大手

企業などに採用されているほか、東日本大震災時には福島の原発事故現場などにおいて、陸上・海上自衛隊や電力会

社、ガス会社などで活用された。

携帯トイレは防災用品としての備蓄期限を  年と設定しているため、備蓄後の再購入は  年周期となる。また、災
害の発生時に需要が高まるものの、平時の需要は少なく、安定的に収益を上げるには、販売の平準化が課題であった。

そこで、当社の排泄物処理剤を用いて日常的に使用される消費財の製品開発を行い、販路を拡大する計画を策定す

るに至った。

■新事業の計画内容

排泄物処理化学技術を応用して  事業を展開する。いずれも日常的に使用する製品であり、排泄物の悪臭を断ち簡
単にごみ処理や肥料としての活用が可能である。国内のみならず海外の需要も見込んでいる。

①ペット向け製品「わんこの 」

ペットの糞尿の臭気をとる薬剤粉末を開発する。匂わないので、安心して

旅行や外出が可能になる。高速サービスエリアなどの外出先や 通販など

での販売を計画している。ポーチや消臭スプレーなども順次投入する。

②人口肛門適用者向け製品

大腸や膀胱を外科切除された方が専用パウチに排泄物を貯める際の悪臭

除去用の処理剤を提供する。医療商社を通じて販売するほか、介護カタログ

への掲載や 通販なども行う。

③仮設トイレ新処理システム向け製品

仮設トイレの汚水タンクの代わりに、処理剤を入れたボックスを設置しビ

ニール袋を廃棄するだけで、バキュームカーが不要となる。電気や水などの

ライフラインを使わずに衛生的なトイレが使えるため、イベントや工事現場

での仮設トイレに活用できる。また、インフラが未整備の海外において、下

水インフラの代替品としての引き合いもある。

　３事業ともに新規顧客開拓が必要となるが、ペット愛好家には窮屈な思いをしない外出を、人口肛門適用者にはア

クティブな活動を提供するとともに、仮設トイレ新処理システムではインフラの一端を担うことで社会に貢献する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画の承認により、取引先や銀行からの信用が高まったことが大きなメリットだと感じている。今回は、
自社技術を応用しつつ、顧客が異なる  つの事業分野へ進出するため、個々の事業について計画通りに実践し、顧客
を獲得することが課題である。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

新規事業のビジネスモデルを描いたり、数値計画を作成するなどの「見える化」を行うことで、頭の中が整理でき、

実施すべきことが明確になりました。作成にあたり、東京都中小企業振興公社の担当者から助言を受けられたほか、

フォローアップ制度もあるので、第三者の目線で自社を見つめ直すよい機会になります。

（承認年月：平成３０年１１月、５年計画）

排泄物処理剤を用いた
ペット、医療、インフラ分野の新事業

企
業
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株式会社エクセルシア（代表取締役：足立　寛一）
所在地：東京都世田谷区若林３－３０－２
業　種：防災用品製造業 
ＴＥＬ：０３－５４３１－７３４１　ＵＲＬ：http://excelsior-inc.com
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は昭和  年の会社設立以来、一貫して鉛筆の製造一筋に事業を展開してきた。しかし、鉛筆業界自体は、止

めようもなく縮小傾向に直面している。このような時代背景にも関わらず、当社は創業者より代々、「鉛筆は我が身

を削って人のためになり、真ん中に芯の通った人間形成に役に立つ立派で恥ずかしくない職業であり、鉛筆のある限

り、利益にとらわれず事業を続ける」との考えで、“鉛筆の精神”を大切に、事業を受け継いできている。

近年は、循環型社会に対応するため、鉛筆製造工程で多く発生する「おが屑」をリサイクルし、“木の粘土”「もく

ねんさん」や“木彩画絵の具”「ウッドペイント」を商品化してきた。また、“書くことの喜びを再認識できる”「大

人の鉛筆」を製造・販売しヒット商品にするなど、新商品開発により多くの名誉ある賞にも選ばれている。

本計画では、「鉛筆の総合学習施設」として平成  年にオープンした「東京ペンシルラボ」への見学者からの質問
をヒントに、「芯の折れない削り器」のアイデアを製品化することとした。また、年間約  万人以上の来場者を迎え
るに至った「東京ペンシルラボ」について、㈱パイロットコーポレーションとの業務提携をきっかけに、“鉛筆の精

神”の世界発信拠点として充実を図り、さらなる発展を期すことにした。

■新事業の計画内容

鉛筆削り器の革命「ロケット鉛筆削り器」の製品開発

①現在出回っている世界中の鉛筆削り器は、木と芯を同時に削る構造と

なっており、削る時の力のかけ方によっては、梃子の原理で折れやすい。

②この欠陥をなくすため、第一段階はまず木軸の部分だけを削り、第二

段階で鉛筆の芯を削ることで、従来の削り器の半分の力で削ることがで

きる新商品を開発する。

③２段階の工程を経て削るため、削った後の形状が「ロケット」に似て

いることから、「ロケット鉛筆削り器」（仮称）とする。

「東京ペンシルラボ」の世界発信拠点としての整備・拡充

学校からの学年単位での見学者が増えるなど、従来のままでは対応が難

しくなったため、一度に 人程度が収容可能な施設にリニューアルす

る。

【学ぶ】「もくねんさん美術館」・「えんぴつ資料館」、【体験】「えんぴ

つ学習体験館」・「記念撮影スポット」・「鉛筆神社」、【鑑賞】「木彩画展示

スペース」から構成されるラボの充実を図る。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

少子化や時代の変化により、鉛筆業界自体は、周知のごとく止めようもなく縮小傾向に直面しています。しかし、

当社は創業者より代々、「鉛筆は我が身を削って人のためになり、真ん中に芯の通った人間形成に役立つ」との精神

で、事業を続けています。経営革新計画の承認は、自社の今後の進むべき道・夢・思いの実現の追求手段としてチャ

レンジでき、企業の行く道が見えるメリットの大きな方法だと考えます。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

繰り返しになりますが、経営革新計画の策定は、自社の進むべき道・企業の存続価値・夢・思いの実現の追求手段

や、自己診断のひとつとして利用できます。申請のフォーマットに沿って事業への思いを具体化・文章化するととも

に、第三者の意見も聞くことで、夢の実現に向けた計画を策定できますので、利用価値が高いといえます。

芯の折れにくい鉛筆削り器（試作品） 

ラボがある本社外壁面

（承認年月：平成２９年７月、３年計画）

“芯が折れにくい鉛筆削り器”の開発と
“鉛筆の精神”世界発信拠点の整備

企
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北星鉛筆株式会社（代表取締役：杉谷　和俊）
所在地：東京都葛飾区四つ木１－２３－１１
業　種：万年筆・ペン類・鉛筆製造業
ＴＥＬ：０３－３６９３－０７７７　ＵＲＬ：http://www.kitaboshi.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は昭和  年  年 に、主に工業部品向けラベルの印刷業者として創業した。大手・中堅印刷企業などから

高い加工技術を評価されて順調に業績をあげ、  規格 北米における製品安全規格 などの海外資格や  認証取
得など、品質管理、品質保証にも力を入れてきた。平成  年  年 からは新しくレーザーマーキング技術を導入、

ホームページなどで積極的に し、新規顧客からの受注も増加している。

しかし、安定した成長のためには特定顧客への売上依存度を下げ、受注型営業から提案型営業へと変革する必要が

ある。そのため、  年の経営革新計画を策定し、営業の専門力強化と多様な顧客ニーズに迅速に対応する社内体制の
確立に取り組むことにした。

■新事業の計画内容

　新事業ではまず、自社向けに最適化した業務支援システムを導入

し、次の施策を実施する。

① 業務プロセスの効率化

② 顧客からの発注内示情報やニーズ情報を共有化し、極小ロット、短

納期など多様なニーズに迅速に対応

③ 受発注業務に追われている営業担当者に余力を生み出し、ソリュー

ション提案のための教育訓練と新規顧客開拓を促進

④ 営業プロセスを可視化し、ノウハウを蓄積することで営業力を強化

次に、販売促進ツールとして国内有数の製造業エンジニア向け情報

サイトを最大限に活用し、次の施策を実施する。

① 当社製品、技術の宣伝強化と検索ヒット率の向上

② 問い合せや引き合いへの迅速な対応

③ ターゲットの絞り込みによる効率的な新規顧客開拓の実施

④ 当社ホームページへの問い合わせ情報を取り込んで顧客情報を一

本化し、 メールを配信

⑤ 顧客ニーズのデータベースを作成し、顧客ごとに適した情報を積極

的に発信し、受注増加を促進

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画に取り組むことにより、自社の目標、計画の方向性を明確にすることができた。承認を受けることに

より、全社で盛り上がり、取り組んでいこうという前向きな気持ちをより一層持つことができた。補助金の申請にお

いて、加点の扱いになることもメリットである。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

新規事業の取り組みに、経営革新計画申請はとても有効的です。支援機関や専門家から客観的な評価をいただけ、

再考する機会を得ることができます。また、事業計画のブラッシュアップにつながります。

東京都という第三者機関に承認されたという自信を持つことができ、新規事業に積極的に取り組むことができます。

（承認年月：平成３０年２月、３年計画）

顧客情報を活用する業務支援システムの
導入による受注型からの脱却

企
業
概
要

株式会社タック印刷（代表取締役：高田　朋幸）
所在地：東京都墨田区業平１－９－７
業　種：紙以外の印刷業
ＴＥＬ：０３－３６２３－４０３４　ＵＲＬ：http://www.takprint.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成 年の設立以来、大手学習塾などの教材関連を中心とする印刷物に特化した印刷事業を展開している。

また、完成した製本の一部を冊子単位で剥がし、再装着できる「脱着製本」技術を確立し、「だっちゃくん」の商標

登録のもとに独自事業の強化を図っている。

しかし、当社は見積作成時に受注案件ごとの正確な原価計算ができず、また、受注情報や仕様変更情報が製造部門

に正確に伝達されないという課題を抱えている。これらの課題解決のため、売上拡大、工程管理の精度向上、生産工

数の適正化、仕様変更情報の確実な共有、仕掛品の外注管理を目的として、新たに情報システムの強化を図ることを

主旨とする経営革新計画を策定することとした。

■新事業の計画内容

１．製造プロセス改革

現状の業務フローを見直し、受注情報、仕様変更情報、生産情

報を営業部門と製造各部門で共有する。これにより、①営業情報

伝達の誤りの防止による品質・コストの改善、②機械の空き情報

確認による生産計画のタイムロスの防止、③生産進捗状況のタイ

ムリーな把握による外注発注の最適化を図る。

２．印刷情報管理システムの開発

タブレット端末等の生産管理端末を現場に導入し、製造原価、

案件の進捗状況、設備稼働状況等の製造情報を収集する。これに

より、受注案件の工程別作業時間や人件費等の実原価を算出し、

実製造原価と実利益の把握・分析が可能になる。また、営業は外

出先でも、タブレット端末で受注案件ごとの進捗状況や工程ごと

の生産設備の稼働状況を把握する事が可能となる。

３．見積もり作成支援機能の強化

営業情報と原価情報の一元化により、見積作成精度、営業の見積書作成工数の大幅改善を図る。仕様条件が異なる

複数の見積作成も見積額と利益がワンタッチで自動計算され、赤字受注の防止、営業工数の改善が可能となる。また、

見積情報、商談情報が社内で共有される事により、営業活動の属人化を排除し、組織的マネジメントの実行が可能と

なる。

４．脱着製本糊付け機械一式の導入

顧客からの①再脱着回数の増加、②効果期間の延長という要望に対し、協力会社と試作品開発を続けており、テス

ト結果を踏まえ、新たに「脱着製本糊付け機械一式」を導入し、「だっちゃくん」の高機能化と拡販を目指す。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画を策定することで、新たな社内の目標と行動が明確となり、将来に向けて意識統一を図ることができ

ました。また、承認を受け、社会的な信用も得られたことは、新たな事業展開の大きな推進力となりました。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画を策定することで、自社を客観的に見直し、新規事業を見出すきっかけとなりました。また、経営革

新計画承認により外部からの信用力も高まり、実施フォローアップ支援を受けることで東京都制度融資の優遇金利利

用の可能性も開けることは、企業にとっての大きなメリットとなると思います。

写 真 

イメージキャラクター「だっちゃくん」

（承認年月：平成 30 年 5 月、5 年計画）

情報管理システム開発による脱着製本の
生産工程の革新と新商品の開発・生産

企
業
概
要

株式会社トキワメディアサービス（代表取締役：江月　章）
所在地：東京都豊島区池袋２－６０－７ ルート池袋第３ビル３階
業　種：印刷業
ＴＥＬ：０３－３２３９－４３０１　ＵＲＬ：https://www.tokiwa-media.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成  年に創業し、耐震診断・補強工事などの工事を中心とする業務を営んでいる。特に幼稚園・保育園
では耐震診断・工事とともに、太陽光発電や遮熱フィルムなどの省エネ対策も行っている。

全国各地で起きた地震の現場の実態をみると、建物の地震対策について取組が十分とは言いがたいことを痛切に感

じた。縦揺れ対策も施された制震装置により建物の損傷を少しでも減らし､命や怪我はもちろんのこと、建物をも守

りたいと言う考えを強く持っていた。また、耐震診断や耐震補強工事を行った教育機関・法人・個人のお客様からも、

免震に付随する地震被害を低減する商品の要望が多数あった。今後、お客様との長期的な関係を築き、地域に貢献し

ていくためにも、新たな商材提供が必要と考えていたことが新事業への取組のきっかけである。

免震事業や省エネ対策を営んでいる当社では､新たな商材を提供することで、売上の拡大や経営の安定基盤強化を

図ることとした。

■新事業の計画内容

新事業は､従来まで対応が難しく、商品ラインも少ない縦揺れに対応した三次元制震装置の開発である。この開発

は提携会社の㈱田中制震構造研究所の特許技術である。アメリカ航空宇宙局（ ）のロケット震動を吸収する技術

を用い、地震の縦揺れに対して大きな減衰効果が期待できる。エレベーター機械室に設置すれば、直下地震の揺れを

吸収し、制震エレベーターを実現する。  年  月の大阪北部地震では、エレベーター  基で閉じ込めがあり、  万
基以上が緊急停止した。当社の直下型の耐震工事はエレベーター工事にも対応している。

販売は  年中を予定しており、試作品を都内ビルや病院、高速
道路に設置する計画である。

　この三次元制震装置の特性は、建物の屋上・エレベーター等に設置

することにより地震時の縦揺れや横揺れの運動エネルギーを熱エ

ネルギーに変換し、揺れを減少することである。基本パーツはステン

レスとアルミ製で軽量あり、耐久性、耐食性に富んでおり、軽量かつ

高効率熱変換エネルギーを実現することで、地震時の縦揺れによる梁

や床等の震動を減衰することができる。また、横揺れによる共振も抑

え、建物への損傷を減少させる効果を持つものである。設置工事では、

建物の補強をすることなく屋上、床、天井下に設置をすることができ、

足場も必要がない。そのため、会社を休業することなく設置工事がで

き、しかも制震装置は完全復帰型 パッシブ型 のため、地震後の点検

も容易である。

これらの特徴を持つ新商品を開発し、販売をしていく計画である。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

一番に感じたことは、経営革新計画が承認されると金融機関の態度が好意的に変化することでした。今までが好意

的でないというわけではありませんが、金利が減免される融資制度の情報が得られたり、融資申請の時に積極的に支

援をしていただけると感じ、ありがたいと思いました。経営革新計画承認の効果・メリットだと思います。

当初の見込みと違うと感じたことはなかったです。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画を策定すれば、経営の将来像について頭に描いていたことや思っていることが数字面でも明確にでき

ます。社長の考えを従業員にも説明しやすくなるほか、取引先や金融機関への信用力が向上し、支援を受けやすくな

ると思います。是非、経営革新計画の策定をお勧めします。

建物屋上

低コスト 

（承認年月：平成３０年４月、５年計画）

直下型地震の建物の揺れを低減する
三次元制震装置の開発及び販売

企
業
概
要

株式会社アール免震（代表取締役：横塚　克明）
所在地：東京都千代田区九段南４－６－９ ＯＳビル５階
業　種：建築工事業
ＴＥＬ：０３－３２８８－５５６８　ＵＲＬ：https://www.r-menshin.co.jp
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社が従来販売している、高齢者の見守りサービス「ネットミル」は、高齢者の自宅の分電盤内に電流センサーを
取付け、その近くに装置を設置して、  分ごとの電流値を計測する。その結果を  によって端末からサーバに送信
し、家庭の電力使用の変化を見る。この電流変化の状態により、高齢者が無事に生活しているかを確認する仕組みで

ある。
しかし、  の新規サービスの停止、スマートメータの普及により既存端末で対応しきれない、あるいは、設置場

所の制約が多いなどの問題がある。このため、携帯電話通信規格である  や無線を使用したスマートメータの電力
メーター情報発信サービス（  ルートサービス）を活用した、次世代版のネットミルを開発することにした。

■新事業の計画内容

次世代ネットミルは、スマートメータの ルートサービスを活用して、

分ごとにスマートメータが出力する電流値を受信し、その内容を

によってサーバに送信できる新ネットミル端末で開発する。さらに、各

地の端末から送られてくるデータをサーバで取り込めるようして、広域

化を図り全国対応ができるように、サーバのソフトを改版する。

新システムは、電流計測に ルートサービスを使用したことで、従来

のネットミルのような分電盤への電流センサーの取付工事が不要になり、

設置場所の制約が少なくなる。これにより、従来の高齢者の無事を確認

する見守りシステムとしてだけでなく、今後増加していく在宅看護の中

心サービスとして標準化をしていきたい。

また、宅内に入る必要がないため、マンション、戸建て、アパート、

介護施設等住宅の形態にかかわらず設置ができることから、使用範囲を

拡大していく。これに伴い、見守りシステムを一歩進め「お元気安心シ

ステム」としていく。

　さらに、ビニールハウス内の管理やウイークリーマンションの遠隔電

力計測、宅配便会社への在宅通知など、新たな事業展開もしていきたい。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
平成  年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」に採択され、補助率も  となりました。
さらに、平成  年度「製品改良・規格等適合化支援事業」にも採択され、 、  仕様認証取得の申請の
手続を開始しました。この認証取得により全国の電力会社のスマートメータにも対応が可能となり、新たなサービス

を全国的に展開することができます。

この承認により得られた開発に伴う助成金の補助率の優遇措置は、資金的にも大きなバックアップとなり、開発の

進捗が早まりました。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

今回は  回目となる経営革新計画の承認でしたので、申請書類の作成も順調に行えました。これらの申請手続きの
なかで、改めて会社の経理的な課題や今後の経営方針について冷静に見直すことができました。

申請のメリットは、自分の会社の長所、短所を洗い出す良い機会となることです。ぜひチャレンジして会社の幅を

広げていただきたいと思います。

（承認年月：平成３０年５月、５年計画）

スマートメータ対応システムを開発し
新見守りサービスを提供する

企
業
概
要

志幸技研工業株式会社（代表取締役：吉川　裕）
所在地：東京都荒川区西尾久五丁目７番１２号
業　種：建設業（電力工事業、電気工事業、ネットミル事業）
ＴＥＬ：０３－３８９４－２６２１　ＵＲＬ：http://www.cico.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は昭和  年  月に設立し、「若手人材の育成と弛まぬ技術開発で激しい競争を勝ち抜き、安心・安全な社会イ
ンフラの維持・整備に貢献していく」を経営理念に、独自開発した掘削技術を活用して、通信、上下水道、電気、ガ

スなどのライフラインの推進工事を主力事業としてきた。

平成 年の阪神・淡路大震災や平成 年の東日本大震災などの大地震により、剛接合している下水道管とマンホ

ールの接合部が破損するなどの被害が多数発生し、社会生活に影響を及ぼした。ライフラインの維持・強化のニーズ

が高まり、下水道管の耐震化が注目されるようになったが、東京都内の一部を除き、多くは未実施である。

このため、当社独自の「 切削工法」により、下水道管を柔軟構造にする「耐震可とう継手」を接合する耐震化工

事を施工してきた。しかし、下水道管には材質や口径などさまざまな種類があるため、すべての下水道管に対応でき

ないこと、人力による掘削が必要な場合があること、長い工事期間による道路の占有・騒音・コストなどの課題があ

った。

そこで、課題解決のため、新たに「リメイクリング」を開発し、耐震化事業を拡大・推進することとした。

■新事業の計画内容

新事業では、開発した「リメイクリング」を活用し、マン

ホール内の作業においても安心・安全に、さまざまな下水道

管種の耐震化を推進するものである。

新工法の導入により、さまざまな下水道管種に対応して同

業他社との差別化を図り、売上げと利益の向上を実現し、経

営革新の目標を達成していく。

これにより、

・今後想定される大地震に対する社会インフラの強化

・道路の掘り返しがなくなることによる、地域や交通へ

の影響抑制

・騒音の軽減による周辺環境への負荷減少

・当社にとっては、社員の安全確保、作業効率向上によ

る工期短縮やコスト縮減

といった、すべてのステークホルダーにメリットのある事業

展開が可能となる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

補助金審査時に加点対象であった経営革新計画の承認を得たことで、補助金の採択をいただきました。補助金を活

用し事業の発展へ大きく前進しました。また、中小企業診断士に訪問してもらい、経営に対してのアドバイスをいた

だけたことを感謝しています。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画が承認されたことにより、社員のモチベーションが上がり、全社一丸となり本事業へ取り組むこと

ができました。

今後は、政府系金融機関へ低利融資制度の相談をさせていただき、さらなる経営改善をし、社会貢献できればと考

えています。

写 真 

（承認年月：平成２９年７月、４年計画）

下水道管とマンホールの接続部を柔軟構造に
変える耐震化工法の推進

企
業
概
要

二幸削進工業株式会社（代表取締役社長：稲垣　裕久）
所在地：東京都葛飾区鎌倉１－３－６
業　種：土木工事業
ＴＥＬ：０３－３６７２－３９１１　ＵＲＬ：http://www.nikou.co.jp
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

半導体ウェハーは、表面にわずかなキズがついただけで不良品になってしまう。このような製品を搬送するには、
非接触で行うのが望ましい。空気が高速で移動する際の気圧差を利用して、非接触で吸着・搬送するベルヌーイチャ 
ックは、半導体ウェハーの吸着・搬送に適している。しかし、従来のベルヌーイチャックは、チャックから大量の空

気が出ていることで、「薄くて軽量のワークの場合、吸着する前に吹き飛ばしてしまう」ことがある。また、クリー

ンルームで使用する場合は、「高価なクリーンエアーを多く使用するため、運用コストが高くなる」問題があった。

このため、空気の使用量を減らしても吸着力が変わらない、新しいベルヌーイチャックが求められていた。

■新事業の計画内容

当社は、平成  年に「非接触保持・搬送装置のワーク対応性能
の高度化」というテーマで、特定研究開発等計画（認定番号：関
東 ）の認定を受けて、使用する空気の量を減らしても従

来と変わらない吸着力を維持できる新しいベルヌーイチャックの

開発を進めてきた。その開発が完了し、実用化・事業の取り組み
を開始した。事業化に当たり、①開発した新たな吸着方式の採用、 
②新たなパッドの設計開発、③枚葉搬送装置（注）の開発、とい

う計画を立案し、推進している。

本製品の優位性は、薄くて軽量のワークの場合、吸着する前に

吹き飛ばしてしまうという問題を解消でき、あるいは、クリーン

ルーム内で高価なクリーンエアーの使用量を抑制することができ

ることである。

今後、本製品は、既存取引がある顧客への拡販活動だけでなく、

新たな用途（例えばシートの剥離関連の分野など）の顧客への宣

伝、拡販活動を行っていく。さらに、従来にない製品のため、今

まで気がつかなかった用途を掘り起こし、製品活用の幅を拡大し

ていきたいと考えている。

（注）枚葉搬送装置とは、布や紙、フィルムのような柔らかいシート状のワークを

積み重ねた状態から、 枚 枚剥離して搬送する装置のこと。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

本年  月に計画が承認されて、現在計画の実施に向けて動いているところです。まずは実施フォローアップとして
無料で中小企業診断士にお越し頂き、指導を受けています。

さまざまな支援の制度が用意されているようですので、しっかりと取り組んで行きたいと思っています。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

皆様の感想にもありますように、経営革新計画の策定はなかなか骨の折れる作業です。しかし、自社の経営資源を

見直して具体性のある計画を作成することにより、事業を根本から見直して今後の行動方針を明確にするきっかけと

なりました。チャレンジする価値は十分にあると思いますので、頑張ってください。

（承認年月：平成３０年７月、４年計画）

新たな吸着方式を用いた
ベルヌーイチャックの開発

企
業
概
要

リンク・パワー株式会社（代表取締役：木庭　稔雄）
所在地：東京都大田区田園調布一丁目３５番２号
業　種：一般土木建設工事業
ＴＥＬ：０３－３４９８－３３９８　ＵＲＬ：http://www.link-power.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

代表の大森は、㈱インクス（現 ㈱）での勤務において、アナログをデジタルに変える事によるナレッジ継承、

業務効率化を行った。また、楽天㈱では、ネット販売が人々の生活を変え、アナログな店舗に新たな販売チャネルを

提供するサービスに携わった。そういったデジタル情報が重要な価値を生み出す時代になることに注目し、多々ある

アナログな業界の変革を目指し、創業した。

当社のサービスのひとつは、ドラマ撮影などに必要となる衣装やアクセサリー、バッグなどを探すスタイリストと、
のためにテレビ番組へ衣装協力をしたいメーカーを  上でつなぐマッチングシステムの「 」である。また、

消費者がテレビや雑誌などで気になったアイテムの購入サイトに即座にたどり着くことができるコミュニティサイ

トの「コレカウ」や、影響力のあるインフルエンサーと商品を  したい企業をマッチングする「 」などを開発

し、運営してきた。

■新事業の計画内容

一貫してファッション分野の ・  支援を行ってい
る当社であるが、成長している  市場において、その
成長率は雑貨、家電、コスメが衣類系を上回っている。

また、リアル（店舗）市場においては、インバウンド

がその成長を牽引している事実から、 ×インバウン

ドを手軽に提供できないかと考えた。

現在、多くの大手ホテルに導入されている「 」

の初期アプリケーションとして本システムを導入し、

外国人観光客が煩雑な初期登録などの作業を行わなく

ても、安心して簡単にインターネットショッピングを

行えるようにする。注文した商品はホテルに直接配送

され、観光客は宿泊ホテルにて、対面で代金を支払い、

免税手続きを行って、宿泊期間中に商品を受け取るこ

とができる。

これにより、観光客のみならず、  販売業者にとっ
ても、これまで参入できなかった免税品市場に参入で

きるという効果がある。さらにホテルにとっても、他

の宿泊施設との差別化と収益増加に繋がるというメ

リットがある。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

　これまで創業以来、事業計画を金融機関や取引先など外部にもわかる形できちんと整理をしたことはありませんで
した。経営革新計画として整理したことで、社員などの内部と取引先や金融機関などの外部とに、しっかり整理して

説明をすることができるようになりました。さらに、外部からの信用や評価を高めることに貢献していると思います。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

　新たに創業した企業は社会的な信用を得るのに時間がかかります。当社も創業  年とはいえ、一定の信用を得るま
での苦労を感じていました。経営革新計画の承認は、金融機関を始めとして取引先など外部の信用獲得に貢献しまし

た。さらに、社員も会社を世間に一目をおかれた存在として認識するようになり、社員満足に貢献すると思います。

（承認年月：平成３０年８月、４年計画）

E コマースを利用した
ホテル免税店化プロジェクト

企
業
概
要

アイエント株式会社（代表取締役：大森　智人）
所在地：東京都渋谷区神宮前 ６－１８－３ 神宮前Ｓビル７Ｆ
業　種：自社サービスアプリや WEB サービスの開発・運営
ＴＥＬ：０３－６４１９－７７５７　ＵＲＬ：http://ient.co.jp
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成  年に設立され、東京都台東区に本社を置く  関連のソフト受託開発企業である。既存事業の主な業
務は、  システム、展示会向けコンテンツ制作、各種業務アプリケーション開発と受託開発後のシステム保守事業
である。

本計画策定のきっかけは、①ため池防災の現状システムが有線や免許が必要なハイパワーの無線方式であり、運用

維持費がかかることや設置機器が高く導入が進んでいないこと、②共同開発を進めることになったイーソル株式会社

の農業用センサー端末（製品名： ）に特小無線機器を使用しているものは、低価格で提供が可能で年

間の通信費もかからずに運用できること、③当社が同センサー端末から飛んでくる情報を閲覧できるクラウドシステ
ムの開発を担当したこと、④  土砂災害防止広報センターから、防災に関する課題や農業用センサー端末活用に関
し、災害防止の可能性について示唆をしていただいたこと、⑤東京都中小企業振興公社の平成  年先進的防災技術
実用化支援事業で助成金の申請を行い採択され、試作開発を進めることができたこと、などである。

■新事業の計画内容

製品・技術・サービス内容

①センサー情報のリアルタイム・モニタリングシステムを、

特小無線を用いて対応。

②携帯回線に依存しない無線システムを使うことで、携帯

に繋がらない中山間地の監視も可能。

③通信費の削減や災害発生時にも強いシステムを実現。

④危険、警戒ゾーンなどをあらかじめ設定すれば、設定し

た基準で警報を発信。

⑤設置場所のセンサー情報をビジュアル化し、視覚的に現

状把握が可能。

⑥データはクラウド環境に集積され、パソコンやスマート

フォンにて閲覧可能（ の有効活用）。

販路開拓計画

本システムの推進を共に行ってきたイーソル（株）、 法人

土砂災害防止広報センターのネットワークを活用すると共に、

当社の営業・技術要員も増強し販路拡大を図っていく。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

承認のメリットとして、①計画策定過程で従業員参加のもとで検討したことにより、社内で長期経営目標を共有し、

従業員の意識改革ができたこと、②取引先の評価が変わり、受注増につながっていること、③銀行の評価が前向きに

なってきたことがあげられます。

見込みと違う点は、現在のところなく、一段と内容を深めていきます。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画の策定となれば、公共との関係、金融機関との関係、経営数字の理解、長期的視点など、体系的な整

理と検討が必要です。経営課題を体系的に俯瞰する効果は言葉に尽くせないものがあります。

何よりも従業員の意識が前向き・体系的に変わるなど、計画の承認にチャレンジすることは大きな意味があります。

写 真 写 真

（承認年月：平成３０年１月、５年計画）

特小無線を用いた
防災モニタリングシステムの普及推進

企
業
概
要

アイサーク株式会社（代表取締役：中原　一行）
所在地：東京都台東区浅草橋５－２－３ 鈴和ビル５Ｆ
業　種：受託開発ソフトウェア業
ＴＥＬ：０３－５８３９－２４３１　ＵＲＬ：http://www.i-tharc.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は、 マーケットという食のスペシャリスト 食の資格保持者等食に詳しい人々。以下「食のオタク」 のコ

ミュニティを運営している。そのスキルを活用した企業向け企画として、①商業施設に対し、食のオタクが売り子と

なり、当社契約農家の野菜を格安販売する「野菜イベント」、②健康経営を目指す企業向けに、食のオタクが従業員

の健康意識を高める食育セミナーを実施し、産直野菜を提供する「産直野菜付き食育セミナー」を展開している。

当社の提供商品のファンになったイベント参加者から、商品購入に対するニーズが強まったことから、これを解決

する新規事業ができないかと考え、経営革新計画を策定した。

■新事業の計画内容

食のオタクおよび一般消費者に、食のスペシャリストが推奨する産地直送の野菜・肉・魚およびその加工品を、生

産者が直接販売できる プラットフォームを提供する。

新事業の特徴は以下のとおり。

①販売する商品は、食のオタクが推奨するも

のに限定

②産直品開拓は、食のオタクが行い、推奨者

の顔や実名も商品に記載。推奨理由などコ

メントの質を高める

③質の高い商品の供給を維持するため、推奨

する食のオタクには、割引やポイントなど

の特典を提供

④同時に、購入者が「食のオタクの目利き力」

を評価する仕組みを提供

産直品の生産者は、弊社プラットフォームを利

用して受注・発送管理を行い、消費者と直接取引

を行う。当社はマッチングの場を提供し、生産者

と購入者から販売手数料を受領するビジネス形

態である。

この  プラットフォームの実現によって、一般消費者には、中間マージンを排除した市場価格相当の高品質野菜
購入の機会を提供し、食に関する情報の非対称性を解消する。また、生産者には販路開拓、企業に対しては健康経営
施策の充実、地方自治体に対しては特産物の首都圏向け  の充実、といったメリットを提供することができる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画作成の過程では、売上計数の根拠などを詳細に検討するため、実際に新規事業を立ち上げ、軌道に乗

せるために必須の事項を、作成過程で十分検討できるメリットがある。当社では、経営革新計画をベースに、さらに

ブレークダウンした計画を策定し、社員に共有して事業を推進している。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画策定は簡単ではありませんが、事業を軌道に乗せるための基礎が築けます。また、計画の実施段階で

の東京都のフォローアップ支援や、金融機関などの対外的な評価が高まるというメリットもありますので、ぜひ挑戦

されることをお勧めします。

（承認年月：平成３０年９月、５年計画）

食のスペシャリストが推奨する
産直食品 E コマース

企
業
概
要

株式会社ＶＡＣＡＶＯ（代表取締役：長岡　康生）
所在地：東京都中央区日本橋兜町１６－２ 第二大谷ビル４Ｆ－Ａ
業　種：広告制作業
TEL：０３－６２６４－９９７４　URL：https://www.vacavo.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成  年  月に設立したデジタル映像広告制作会社であり、医薬品関係の解説動画等を制作し、その品質向

上に努めてきた。しかし、デジタル映像広告の競争が厳しくなり、プロデューサー等の優秀な人材を確保することが

難しい環境となってきたことから、他社との差別化のために、新たな事業を開発・提供する必要性を感じていた。

日本人の健康志向の高まりから「定質、定量、定価格」である野菜に対するニーズは高まっており、今後も共働き

世帯の増加や、個食化・高齢化の進行により、中食（持ち帰ってすぐ食べられる、日持ちのしない食品）需要の野菜

は増加していくものと見込まれる。一方、野菜の土耕栽培においては、農業人口の減少や高齢化に歯止めがかからず、

このようなニーズに対応していけないのが現状である。そこで、設立当初から環境問題に高い関心を持ち、平成 
年には特許も取得した完全室内型垂直農場システムのライセンス提供の実績を持つ当社が、野菜栽培技術に関するノ

ウハウを活用しつつ、直営植物工場を建設し運営することができないかと考え、新事業の検討を開始した。

■新事業の計画内容
新事業では、当社が特許を持つ垂直農場システム技術で野菜を生産する、直営植物

工場を建設・運営していく。当社では、すでに自社開発し特許を取得した完全室内型

垂直農場システムを、海外ならびに国内にライセンス提供しているが、新事業ではこ

のシステムを使った直営工場を建設・運営し、生産された野菜を販売する。

これにより、

・消費者は、無農薬野菜がたくさん供給されることで、安心して野菜をたくさん食べ

られる。

・取引先は、無農薬で洗浄の手間もかからない「定質、定量、定価格」の野菜を調達

できる。

・当社は、植物工場からの継続的な収益で経営の安定化が期待できるほか、自ら植物

工場を管理運営することで、垂直農場システムの技術を高めるとともに、生産管理

のノウハウを積み上げることができる。

・社会に対しては、地球温暖化による気候変動の激化により野菜の供給が不安定にな

ることを解消し、食糧の安定供給を可能とする。

といった、多方面にメリットのある事業展開が可能となる。 市川市の当社実験施設

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画が承認されることによって、金融機関からの融資の優遇制度があること、助成金の申請において加点

事由となることなどが承認を受けるメリットであると考えている。

当社の場合、経営革新計画の事業内容が農業であったため、東京信用保証協会の対象業種ではなく、産業力強化

融資（チャレンジ）や小規模企業向け融資（小口）といった東京都制度融資の金利優遇制度を使うことができな

かったが、経営革新計画策定時には分からなかった。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

自社のみでは経営革新計画を策定するのが難しいと考えている企業であっても、商工会議所などの指導を受ければ、

きめ細やかな指導をしてもらえるので、それほどハードルが高いものではありません。経営革新計画を策定すること

は自社の新規事業を推進する上で大きな原動力となりますので、策定にかけた労力以上のものがメリットとして享受

できることでしょう。

（承認年月：平成３０年 4 月、３年計画）

垂直農場システムを使った
直営植物工場の建設と運営

企
業
概
要

株式会社オルカビジョン（代表取締役：松原　孝司）
所在地：東京都新宿区大京町２２－１ ＨＡＫＵＹＯＨビル８階
業　種：映画・ビデオ制作業
ＴＥＬ：０３－５９１９－００６８　ＵＲＬ：http:// www.orcavision.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は企業向けの基幹系システム開発が主業であるが、「新しい価値を世に送り出す」をモットーに、日々新たな

チャレンジに取り組んでいる。平成  年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」により
開発した「外国人観光客とシニアガイドの  と  を利用したマッチングサイト」では、日本国内の個人ガイドが提
供する体験ツアー（お寺で雑巾がけ等）と、日本独自の体験を求める訪日観光客のマッチングサイトを構築した。

これを土台として、さらに「新しい価値」を付けて「世に送り出す」ための取り組みが、今回の経営革新計画であ

る。訪日観光客は増え続けており、特にリピーターからは画一的な観光ツアーではない、よりディープな日本を体験

したいというニーズも高まっている。それを提供できる個人ガイドのマッチングと言語等の問題を乗り越える仕組み

を提供することで、訪日外国人の旅行満足度が向上し、ますます親日になっていただけることを期待している。

■新事業の計画内容
当システムのユーザーは、個人ガイドと訪日観光客である。個人ガイドは英語の苦手なシニア世代を想定し、自動

翻訳機能を搭載した。訪日観光客へは、国籍・家族構成・過去の評価などから  判断によるオススメのツアー候補
の案内も提供している。

１．個人ガイド

田植え体験など、提供できるツアー

の受け入れ可能人数や時期の登録を行

う。登録内容および申込者からの問い

合わせ等は自動で英語に翻訳される。

２．訪日観光客

さまざまなツアーはスマートフォン

で検索ができる。オススメのほか、締

切期日が近い、残り募集人数が少ない、

人気イベントであるなどの表示をして、

マッチングを促進する。

３．認証システム

ツアー当日は互いに初対面となる。

不安解消と確認をスマートに行うため、

コードまたは 桁の数字を発行する

コード認証システムを用意した。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
社内計画の作成と実行は本来任意だが、経営革新計画は東京都知事の承認を得る過程があるので緊張感が高まり、

それが社員のモチベーションと実行推進力の向上につながっている。当社が世に送り出す新しい価値は何かを考え、

実現化のため行うべきことに向き合うため、エンジニアの成長につながる。自社のリソース不足には社外連携の視野

も広がる。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
新しいチャレンジは  発  中ではありませんが、新事業・新サービスの構想を練り、数値計画に落とし込み、

見える化し、社内でレビューを行うことによって実現可能性も高まるので、この制度の活用は有意義だと思います。

（承認年月：平成３０年４月、５年計画）

日本体験ツアー支援サービスシステムの
構築と提供

企
業
概
要

株式会社要（代表取締役：田中　恵次）
所在地：東京都中央区日本橋茅場町２丁目８番１号
業　種：受託開発ソフトウェア業
ＴＥＬ：０３－６２８０－５８２２　ＵＲＬ：https://kanamekey.com/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

平成 年 月に設立された当社は、 事業、教育事業、ドキュメント事業を 本柱としている。

ドキュメント事業では、主に大手メーカーの取扱説明書（以下「取説」）を制作しているが、紙・  の取説は、利
用者には使い勝手が悪いことからあまり活用されず、むしろ、簡便性から、  等の検索サイトが利用されている。
しかし、検索結果はメーカーが提供する情報だけではなく、必ずしも信頼できる情報であるとはいい切れないとい

う課題がある。
そこで、ドキュメント事業や  事業で培ってきた当社独自のノウハウを生かして、エンドユーザーに利便性の高

いチャット形式の取説システムを  で自動制作し提供する、「マニュアル 」を発案するに至った。

■新事業の計画内容

新事業では、エンドユーザーに利便性の高い、チャット形式の

取説システムをメーカーに提供する。

ドキュメント事業でのマニュアル制作で培ってきた、質問とな

りうる情報とその回答を自動選択するアルゴリズム構築ノウハウ

により、メーカーから得た技術情報を分析し、取説 データベー

ス化を図る。それとともに、 事業での の研究開発・システム

構築で培った意図解析ノウハウを用いて、チャットでエンドユーザ

ーからの問合せの意図を把握し、取説 データベースに問合せ、

瞬時に的確な回答ができるシステムを構築する。

これにより、以下の効果が得られる。

①エンドユーザーは、利便性の高いチャット形式の取説システムを

介して、メーカー由来の信頼性の高い情報を得ることができる。

②メーカーは、顧客満足度の向上と、取説制作、コールセンター等

のコスト削減ができる。

③当社では、メーカーへの上記メリットの提供による新規顧客開

拓・受注拡大が期待できる。また、労働集約的だった取説制作業

務を により自動化し受注拡大を図ることで、利益率向上が可

能となり、収益性の向上が実現できる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

承認申請にあたり自社の計画を見つめ直すことができ、かつ第三者の意見をいただけたことが、メリットの一つだ

と感じています。

また、承認された後は、金利優遇の融資制度の対象となるほか、実施フォローアップ支援を依頼すると、専門家に

よる計画のフォローアップ（アドバイスや客観的・主観的なコメント）を頂けたのもとても有効でした。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

今までも、計画立案や評価を自社のみで行うと多面的に見ることが難しく、自分たちに甘くなる部分があると感じ

ていましたが、今回、経営革新計画の承認申請、承認、フォローアップを経験することで、以前の計画立案や評価が

自分たちに都合のよいものであったと再認識できました。

新しく、革新的なアイディアを持っている経営者にとっては、経営革新計画の承認申請は自社の変革にとても効果

的であると言えます。

（承認年月：平成３０年６月、３年計画）

取説制作事業を、AI の活用によりプロセスと
提供方法を一新し、顧客開拓する

企
業
概
要

クーリード株式会社（代表取締役社長：小野崎　康己）
所在地：東京都千代田区富士見１－６－１ フジビュータワー飯田橋９０５
業　種：情報提供サービス業
ＴＥＬ：０３－６４０７－１７２１　ＵＲＬ：https://www.coolied.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は、文芸・評論などの専門出版社として、平成  年  月に設立された。平成  年に、当社の代表で詩人・評
論家の鈴木比佐雄が創刊した文芸誌「コールサック」（石炭袋）を基盤に、詩集・評論集・歌集・句集・小説などの

文芸書をこれまでに約  冊以上出版している。
当社の文芸・短詩型文学などの出版事業で培ってきた専門性は高いものの、昨今の出版市場は低迷している。当社

でも、書店営業・インターネット書店流通に力を入れているが、書籍販売は伸び悩んでいる。

こうした状況のなか、当社の独自性・強みを活かしつつ、新しい発想で、本を普段あまり読まない大衆向けに新事

業を立ち上げ、状況を打開したいと考え、経営革新計画を策定した。

■新事業の計画内容

新事業は、既存の出版事業で培った専門性を活かし、より親しみやすい教養的なカードゲーム「俳句カルタ  
（三句ス）」（初回は芭蕉編）を商品化する。

販路についても、従来の書店流通（カルタコーナー）だけではなく、新販路を開拓する。たとえば、俳句愛好家、

外国人観光客、介護老人福祉施設、子供向けの「句会教室」を行う教育機関、家族や友人のパーティなどをターゲッ

トとし、さらに新たなギフト商品としての販路なども視野に入れる。

本商品の開発・販売により、次のようなメリットがある。

① 和風で親しみがあり面白いイラストが入ったカルタカー

ドにより、気軽に俳句の世界に入門できる。

② 子供から大人まで幅広い年齢層の方々に、遊びながら言葉

の想起や文化的・教養的な効果をもたらす。特に小学生・

中高生のいる親は重要なターゲットである。

③ 俳句カードを活用した地域イベントを検討しており、地域

の活性化につながる。

④ 日本の文化である俳句を、遊びを通じて広めることができ、

俳句人口の増加や若年層への普及に寄与する。

⑤ 本商品の英語版を同時に検討しており、近い将来には多言

語化していき、俳句のグローバル化に寄与する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画が承認されて、金融機関からの評価も高まり商品化に弾みがついてきたと思います。目標とする製品

化と市場開拓に向け、また、付加価値を高め新市場を創造するため、より具体的な施策を構築・遂行中である。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

本業の強みやその精神を活かしながら、本業ではない画期的な商品・サービスを生み出し、高齢化で元気のない日

本社会を驚かせ、同時に世界の人びとをも豊かにさせたいものです。

ぜひ皆様におかれましても、社内の優秀な人材と情熱を結集して挑戦して下さい。

俳句かるた （サンプル） 

企
業
概
要

株式会社コールサック社（代表取締役：鈴木　比佐雄）
所在地：東京都板橋区板橋２－６３－４－２０９号室
業　種：出版業
ＴＥＬ：０３－５９４４－３２５８　ＵＲＬ：http://www.coal-sack.com/

（承認年月：平成３０年１１月、３年計画）

「俳句カードゲーム」の開発と販売
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成  年  月に、パッケージソフトウェアの開発を目的に設立した。具体的な商品として社内チャットシ
ステム「ShareTalk®」（ 年 月リリース）、 ō ワークフロー「 ™」（ 年 月リリース）がある。こ

れらの製品は、大手企業の社内システムや の開発ツールとして高く評価されており、製品受注や共同開発など

の受託も増加している。

平成 年（ 年） 月に「 」（一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会運営、幕張メッセ）へ

出展したことを契機に、インフラメンテナンスにおける課題として次の 点を認識した。①保全業務を行う上で使用

する工具・計測器などを管理するシステムが求められている。②工程管理および保全作業の品質向上が求められてい

る。③システム導入コストの削減。こうした課題を解決するべく、本経営革新計画を策定した。

■新事業の計画内容

新事業では、独自開発システム「 ™」のエン

ジンをもとに、現場の点検管理業務に特化したシステム

を提供する。十数年後の社会インフラ設備保全業務にお

ける事業者の品質維持継続に役立つ製品となる。

この製品提供によりスピーディかつ確実な管理が実現

し、次のような顧客メリットがある。

 保全業務の現場作業や熟練工のノウハウのナレッジ

化を実現

 現場作業の伝達と確認が容易になり、生産性が向上

 ゲートを使った持ち出し履歴管理の実現

 工具の持ち出し・返却管理、棚卸業務の簡素化

 現場から報告作業ができ、働き方改革を推進

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

承認後、計画をもとに事業を推進しました。中核メンバーで、徹底して予実管理を行ってきたことから、幸先良く、

平成 年（ 年） 月時点で初年度の目標を達成できる見込みが実現。本来業務、開発と営業、加えて、来期の

事業計画立案に注力できました。来期の事業計画に関しては、東京都から支援を受け、その成果として金融機関への

報告に必要なキャッシュフロー計算書や中期計画を立てることができ、 月時点で、平成 年度（ 年度）のマ

ーケティング計画に着手することができました。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

創業から  年目、ざっくばらんに相談できる相手が少ない、思うようにアドバイスを成果に結びつけることができ

ないという状況のなか、新たな製品開発の目標をスタートさせました。しかし、途中、資金調達が必要となり、経営

革新計画の策定をすることで、事業の振り返りや見直しから、自社の強みと弱みを整理することができました。

その結果、金融機関や東京都中小企業振興公社、全国中小企業団体中央会、日本商工会議所、港区の産業振興課な

どの支援を受けることができました。信頼できる相談相手を見つけることが最も重要だと学べました。

（承認年月：平成 30 年 5 月、3 年計画）

ＲＦＩＤシステムのＡＰＩ開発と
点検管理ソリューションの開発・販売

企
業
概
要

セールスワン株式会社（代表取締役：山本　圭一）
所在地：東京都港区芝浦３－１４－５ ＹＭビル５Ｆ
業　種：情報通信サービス（パッケージソフトウェア）業
ＴＥＬ：０３－６４３５－２６７８  ＵＲＬ：http://www.salesone.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は昭和  年に設立し、システムの受託開発や各種パッケージシステムの販売、  等の取得コンサルティング
業務などを行っている。また日本の中小企業と中国企業をマッチングする事業として、「商材対接展」という自社主

催の展示会を開催している。

近年では、中小企業においても海外展開の需要が拡大している。その中でも中国への関心は高く、当社はこれまで

「商材対接展」の開催により日本企業の中国進出を支援するために尽力してきた。しかし、あくまでも場を提供する

に留まっており、企業を引き合わせることができても契約や手続き等の問題からなかなか話が進まないケースが多い。

そこで「海外とのコネクションがない」、「言葉がわからない」といった課題を抱えている企業の中国進出を一貫して

サポートしていく事業を展開することとした。

■新事業の計画内容
新事業では、「国内中小企業の中国進出支援サービスの確立」を行っていく。日本の中小企業と中国バイヤーのマ 

ッチングによる  での進出、および中国への  サイトでの販売ができるよう、企業・商品ごとの特性に応じて提
案し、総合的な進出支援を実現する。

日本企業と中国バイヤーのマッチングについては、専

用システムの開発や、中国で最も使われているコミュニ

ケーションツールの でのプロモーションを行っ

ていく。バイヤー開拓にあたっては、当社が宣伝文作成

や 上への掲載を代行し、価格交渉や契約などのサポ

ートを行うことで、中国語に対応できない企業を支援す

る。

また、日本企業が中国に商品を販売したい場合には、

中国向けの サイトを運営している企業と連携して、

サイトへの商品紹介や詳しい使い方などの説明の掲載を

当社が代行し、中国企業が購入したくなるような説明を

行っていく。連携企業は現地に商品の保管用倉庫を有し

ており、当社が進出を支援する企業の商品を保管するこ

とができることから、現地に法人等を持てない中小企業

でも円滑な中国進出ができるよう、一貫して支援する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画承認後に金融機関から融資の話があり、外部の評価が高まったと感じている。ただ、顧客に対して経

営革新計画が承認された事を十分にアピールできているとはいえない。計画だけでなく実行していくことが重要で、

そこに投資や補助金の活用をからめて新事業を推進していきたいと考えている。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画の策定は非常に大変でした。承認されて振り返ってみると、ここでのビジョンや新事業の内容が中長

期経営計画につながっています。そう考えると申請の苦労もよかったと感じます。

計画作成については、実施の主体となる社員や外部コンサルタントなどの支援者と話し合いながら作成するとよい

と思います。計画を成功させるという思いが重要です。

企
業
概
要

株式会社日本テクノ開発（代表取締役：小林　弘）
所在地：東京都墨田区錦糸１－２－１ アルカセントラル５Ｆ
業　種：受託開発ソフトウェア業
ＴＥＬ：０３－３８２９－６２８１　ＵＲＬ： https://www.ntec-net.co.jp/

（承認年月：平成３０年５月、５年計画） 

国内中小企業の中国進出支援サービスの確立
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成  年  月に設立。システム設計、ネットワーク構築・保守運用を通じ、「  社会を実現し、支えてい
く技術集団」としての使命感を持ち、常に成長しお客様から信頼され続ける企業を目指して経営を行っている。

既存業務は、ネットワークエンジニアリング（全体売上高の ）、システム開発および  スクールを行っている。
現在の  業界は人材不足に悩まされており、  年後には約  万人が不足するといわれている。特にネットワーク
エンジニアの不足が懸念されているが、人材育成に時間がかかるのが現実である。

そこで、社内ネットワークエンジニア人材育成のノウハウを活かし、教育システムの外販の検討を開始した。

■新事業の計画内容

新事業では、同業他社に向けた「未経験者を  ヵ月で即戦力にできる  教育システム」の開発と提供を行う。
教育システムの販売対象を個人から企業へシフトし、①教育システムの導入、②講師派遣、③教育終了後のフォロ

ー・サポートを実現していく。

・取組① 他社に向けた教育システムの販売

教育システムの具体的内容及び特徴は、下記および右図の通り

である。

(1)  最短 ヵ月前後で未経験者をネットワークエンジニア初級
レベルまで育成する

(2)  （ ）資格 の取得

まで支援する

(3)  実務に活かせるよう、数日間のスクーリング実習を行う
(4)  社会人として必要なビジネスマナー研修も実施する

*  資格とは、シスコシステムズ（ ）が主催する認定資格

・取組② 教育システム導入企業への講師派遣

他社に講師を派遣しセミナーや講習会を実施することで、当社

スクール以外の場所で同品質の教育が受けられる。

・取組③ 教育後のフォロー実施

教育システム導入後の教育効果・成果の評価を可能にする人事

評価フォームを提供する。

上記  つの取組みにより、不足しているネットワークエンジニアを早期に育成することを可能とし、日本の  業
界の活性化に寄与していく。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

昨年  月に取得したばかりなので当初見込みとの違いは感じていない。計画策定段階で思っていることを文書化
し明確な絵が描けたことにより、当初思いつかなかった新たなアイディアが創出できたことがメリットである。

また、事例集の掲載により当事業をアピールできることも承認メリットと感じている。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画策定をすることで、考えていることが整理され、より目標が明確になりましたので、経営革新計画の

策定を有効活用してください。

（承認年月：平成３０年１１月、５年計画）

同業他社に向けた
「ＩＴ業界の人材育成システム」の開発と提供

企
業
概
要

ネットビジョンシステムズ株式会社（代表取締役：中塚　敏明）
所在地：東京都中野区新井１丁目２６番６号
業　種：情報処理サービス業
ＴＥＬ：０３－５３１８－９１３３  ＵＲＬ：https://www.netvisionsystems.biz/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成  年に設立し、システム開発、委託開発、技術者派遣などを行っている。また、当社代表が中国出身
であり、中国現地法人を有していること、中国市場への知見があることを活かし、日本製品の海外進出支援も行って

いる。中国では中古ブランド品の需要が高まっている。その一方で、現在では日本で買い取られた中古ブランド品は

輸入業などを通して、店舗でしか販売されていない。

しかし、店舗販売では商品の流通経路においてさまざまな中間マージンが発生してしまう。例えば、日本で買い取 
った中古ブランド品を中国の店舗で販売する場合、日本での中古品買取り業者、輸出代行、中国卸、店舗から中国の

消費者へと多段階の流通経路を経て、さまざまな中間マージンが発生する。これを解決するために、

による中国への中古ブランド品販売および日本ブランド発信事業に取り組むこととした。

■新事業の計画内容

本計画では、 による中国への中古ブランド品販売および

日本ブランド発信事業を行う。中国市場では中古ブランド品の

販売は店舗でしか行われてこなかったが、本計画で開発するシ

ステムによって、日本で買い取った中古ブランド品に特化して

越境 で販売することが可能となる。

販売商品としては、世界的に知れた や

といった有名ブランドのみならず、日本では高品質として知ら

れていても中国での知名度が低い日本のブランドを、「実は良

いのにあまり知られていない ブランド」として

取り上げ、積極的に販売していく。

また、このような日本ブランドについては、その特徴やブ

ランド情報を提供する「 ブランド紹介ページ」

を作成し、中国の消費者への品質の高い日本商品の知名度拡大

も行う。

特集ページでは、ブランドの解説や日本でどれくらい人気なのか、製品としての特徴はどうなのか、といった点を

分かりやすく掲載することで、ブランドの販売促進と知名度向上につなげていく。

当社代表の子木（コギ）は中国出身であり、中国現地法人である威海陽天信息技術有限公司の経営などを通して、

中国市場に関する知見があり、日本商品 非ブランド品 の中国市場進出支援も行ってきた。

こうした中国に対する流通や販売ノウハウを活かすことで、本計画を展開していく。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画の承認により、資金調達の目途が立ちました。これまで他社が参入していない中古ブランド品の中国

への越境  事業を展開することで、ブルーオーシャン市場を獲得し、売上拡大を実現する可能性が見えてきました。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画の策定は、中小企業診断士の支援をいただいて推進しました。実現のためには協力者とのパートナー

シップが重要です。また、公的支援機関との連携が、計画策定段階から実施段階にかけて重要です。是非、活用され

ることをお勧めします。

別紙３

▲本計画のイメージ

（承認年月：平成３０年１０月、５年計画）

EC による中国への中古ブランド品販売
及び日本ブランド発信事業

企
業
概
要

陽天株式会社（代表取締役：子木　紅陽）
所在地：東京都千代田区神田錦町３－２１－１０８７号
業　種：受託開発ソフトウェア業
ＴＥＬ：０３－５２５９－８０５６　ＵＲＬ：http://www.yohten.com
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成 年 月に設立した、不動産テック事業（システム開発、不動産  コンサル）、不動産事業（不動
産売買仲介、資産運用コンサル）、エネルギーマネジメント事業（エスコ事業コンサル）を営む会社である。

「不動産テック」とは、「不動産×テクノロジー」の略であり、テクノロジーの力によって、不動産に関わる業界

課題や従来の商習慣を変えようとする価値や仕組みである。本計画の「きっかけ」は、不動産会社や信託銀行から業

務改善相談を受けた際、物件情報をメールや紙で配信する業務負担が膨大となっていること、顧客情報や物件情報が

社内共有されていないこと等、不動産売買成約の障害になっている大きな課題を認識したためである。不動産会社向

けに、不動産売買業務の支援システム開発が不可欠であると確信した。

■新事業の計画内容

新事業では、不動産会社の不動産売買業務を支援するクラウドシステムである「キマール」の開発・運用を図る。

「キマール」は、クラウド上で、物件と顧客に関する膨大なやりとりや情報をまとめて管理し、見える化とデータベ 
ース化を行い、圧倒的な業務効率化を実現する。 
システムが解決できる現場の課題としては、①業務時間が激減

し、メール作成が簡単、楽になること、②顧客の状況がリアルに

わかり、決まる営業を実現できること、③物件と顧客をまとめて

管理でき、業務効率化により生産性を向上させることで、高付加

価値な業務に注力したり、回転数を上げてさらなる業務を行える

こと等があげられる。 
さらに、  を不動産営業に活用するための布石として、営業活
動や顧客行動を全てデータベースとして保存することで、

のようなレコメンド機能（類似物件の提案と見込顧客の提案）に
より営業ノウハウを補完し、売買成約を増加させる  営業が実現
可能となる。

本事業は、  導入が遅れている不動産業界に一石を投じるもの
であり、業務改善による生産性向上と営業強化による成約率向上

を同時に実現する画期的なシステムとして、不動産売買のプラッ

トフォームを目指すものである。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること

経営革新計画の承認のメリットは、承認を受けたことにより自社の方向性がさらに明確になり、今後の目指すべき

方向が見える化できることです。また、ベンチャーキャピタルや金融関係等に対する信用力も高まり、資金調達を実

現できました。さらに「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の採択にも繋がり、承認の効果は非常

に大きかったと考えています。

当初見込みと違うと感じることは、実際に活動してみると、計画時には想定していなかった顧客の要望など新たな

課題が多数生まれてくることですが、計画実現に向け一歩一歩ハードルを乗り越えていく所存です。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

今回の事業は、スタートアップ型のリスクの高い事業ですが、確信をもってチャレンジしています。今まで培って

きた、様々な業界の人脈や経験が、新しい事業の推進力と感じています。経営革新計画の策定においては、関係する

皆様の支援と自分自身の覚悟が重要と考えています。

（承認年月：平成３０年 6 月、３年計画）

革新的な不動産売買仲介プラットフォーム
システムの開発及び運営

企
業
概
要

リマールエステート株式会社（代表取締役：赤木　正幸）
所在地：東京都中央区銀座１－１３－１ ヒューリック銀座一丁目ビル４Ｆ
業　種：IT システム開発業
ＴＥＬ：０３－６８３３－０５１８　ＵＲＬ：https://limar.co.jp



57

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は、平成  年設立のパッケージソフトウェアの開発・販売会社で、基幹分野である  用の電子辞典分野では、
ほぼ市場を独占している。しかし、電子辞典の需要が  用・スマホ用とも飽和段階となり、製品需要が減少し、事
業転換を迫られるに至った。

また、当社代表は、多くの大企業や官公庁が、  等のレガシープログラムについて、技術者不足などでメンテ
ナンスに苦慮している現状に疑問を感じた。この問題は、代表が永年に亘り携わってきたシナリオ関数プログラム開

発手法を使う事によって解決できることから、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」（ものづくり補

助金）の申請をきっかけに、経営革新計画を策定した。

■新事業の計画内容

新規事業は、コンピュータプログラム

開発に係る特許技術を活用した自動変換

ツールを開発し、言語変換サービスを事

業化するとともに、変換ツールを販売し

ようというものである。

開発は、「シナリオ関数プログラム」

と呼ばれる特許技術を使って行う。

開発ノウハウについては、既に社内で

蓄積が進んでいることから、計画初年度

中に、テスト受注を行って効果を実証し、

計画最終年度の 年目には、テスト受注

を行ったユーザーから、本番受注を受け

て、事業を軌道に乗せる計画である。

計画の遂行により、シナリオ関数プロ

グラムの社会認知を進めるとともに、レ

ガシーシステム資産に関する各企業の悩

みを解消し、貴重なレガシー資産の維持

活用支援を行っていきたい。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

申請当初からものづくり補助金申請の加点メリットは感じていた。経営革新計画を申請してみると、計画作成の過

程で売上計数の根拠などを詳細に検討するため、実際に新規事業を立ち上げ、軌道に乗せる際に必須の事項を、十分

に検討できるというメリットもあった。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画策定は簡単ではありませんが、事業を軌道に乗せるための基礎が築けます。また、計画の実施段階で

の東京都のフォローアップ支援や、金融機関などからの対外的な評価が高まるというメリットもありますので、ぜひ

挑戦されることをお勧めします。

シナリオ関数プログラムで実現できる新事業の特徴

①潜在バグを発見することができる。

②不要ソースが発見できるので、プログラムをスリム化。

③実態に即したプログラム設計書を再生できる。

④それらを短期間に低コストで実現できる。

（承認年月：平成３０年５月、３年計画）

レガシープログラムの言語変換ツールの開発
及び言語変換の事業化

企
業
概
要

ロゴヴィスタ株式会社（代表取締役：小宮　善継）
所在地：東京都多摩市落合１－１５－２ 多摩センタートーセイビル
業　種：パッケージソフトウェア業
ＴＥＬ：０４２－３３８－１７９０　URL：https://www.logovista.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は創業大正 年の特殊鋼卸売問屋である。戦前はスウェーデンからの輸入鋼材を、戦後は日本の特殊鋼メー

カーの鋼材を扱ってきた。現在再び事業環境が大きく変化してきている。

日本の特殊鋼市場全体をみると、自動車向けは  化などによる需要減少に伴い縮小していく一方で、医療機器向
けなどさまざまな用途で新市場も生まれている。その新市場を確実に捉えなければならない。

当社は、きめ細かな  対応と安定した加工品質の高さとそれを支える人づくりを強みにしてきた。しかし、新市
場で勝つためにはそれだけでは十分ではない。

「今までの延長で頑張るだけではだめだ」という危機感を強く持ち、創業  周年を迎える  年後を見据えて、大
胆かつチャレンジングな計画を実行して生き残ろうと計画を策定した。

■新事業の計画内容

本事業は、地盤が堅固で高速道路の交点である新拠点の群馬県太田事業所を中核として、災害時に事業所同士が補

完し合う「  基盤特殊鋼物流」を早期に確立し、東北と関東の新分野の顧客に参入するものである。
主な活動は、①  物流機能の強化、②新規顧客の開拓、③人材育成と職場環境の整備、の  つに分類される。

①のメインは、高精度加工ラインの構築による超短納期対応と

災害時に「ヒト」「モノ」「情報」を拠点間で融通し合うしくみを

つくることにより事業継続を実現するものである。

②は、自動車部品、医療機器、ロボット、航空機・宇宙機器関

連業界の新分野にソリューション営業をマスターして参入するも

のである。

③は、当社の創業以来の一貫した方針『必要な人材は、自ら育

てる』にのっとり、新たな事業環境でチャレンジする多様な人材

を計画的に育成する。また、拠点間で意見を言い合える職場環境

を構築する。

本計画の実現により、地域経済の発展に貢献しながら、さらな

る  年をスタートする基盤を確立する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新計画の策定を通じて、当社が提供するサービスの高度化・高付加価値化を実現する物流機能の強化と 
対応が早期に取り組むべき二つの課題であることが明確に認識できました。経営革新計画に基づく課題克服を通じて、

特殊鋼鋼材の卸売業者として顧客からの信頼を高め、新規分野への参入を目指しています。

承認後、中小企業診断士の先生を派遣し、計画実現に向けたアドバイスを実施して頂けることは、良い支援メニュ

ーだと感じています。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画の策定と申請には、それなりの時間と労力が必要だといわれていますが、受付機関担当者の誠意ある

サポートを頂き、大きな負担とはなりませんでした。自社が置かれている状況や直面する課題をじっくり考える機会

となりました。課題を克服するための数値目標の設定が必須なので、計画実行に際して サイクルでの管理が可

能となります。また、様々な支援策の利用申し込みができるようになりますので、計画実現の可能性は高くなるもの

と考えます。

写 真 

企
業
概
要

新井ハガネ株式会社（代表取締役社長：新井　信一郎）
所在地：東京都墨田区立川２－９－８
業　種：特殊鋼鋼材一次・二次製品卸売業
ＴＥＬ：０３－３６３５－１１８１　ＵＲＬ：http://araihagane.co.jp

（承認年月：平成３０年４月、５年計画） 

特殊鋼の物流 BCP 基盤の構築
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成  年に創立、主たる事業はコラーゲンマシンの販売とコラーゲンサロンの運営である。コラーゲンマ
シンによる施術にとどまらず、サプリメントや化粧品を活用した「トータルビューティケア」を提供することで、多

くの女性の支持を得てきた。当社の強みは「コラーゲンマシンの競争力のある輸入価格」と「サロンでの施術効果が

持続するとの顧客評価」である。この強みと「コラーゲンマシンの販売を通じて得た、中国でのコラーゲンマシンの

ニーズの高まり」と「日本流のおもてなしの接客が好評であること」を捉えて、表記計画に取り組むこととした。

当社サロンの台北店立ち上げ実績がある中国人スタッフの存在を強みとして、競合が行っていないサロンの開業支

援サービスを提供する。

■新事業の計画内容

新事業の概要

サロンの出店を予定している中国企業

に開店前の技術研修と接客研修を提供す

るとともに、中国現地でのサロン立ち上

げ支援を行う。

サービス内容

①技術研修と接客研修

サロンの出店を予定している中国企業

から研修スタッフを か月間受け入れて、

サロンでの施術ノウハウの提供の他に、

日本流のおもてなしの接客を教育する。

研修は中国語で行われ、技術や経営に加

えて、日本式の高度な接客ノウハウも入

手できる。

②中国現地での立ち上げ支援

中国国内でのサロン立ち上げの際には、

当社のスタッフが現地にて か月間の立

ち上げ支援を提供する。研修による個々

のスキル向上に加えて、実際のオペレー

ションに落とし込むことで、収益の上が

る店舗づくりを支援する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

承認メリットとしては、実施フォローアップ支援に伴う金利優遇や補助金申請における加点である。また、計画作

成・承認・フォローアップの過程において、外部の関係者や支援者から気づきやアイデアを貰えたのも良かった。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新を成功させるためには、社内だけでなく客観的な視点からも取組みを検証していくべきと考えます。その

ために東京都や支援組織、金融機関等からのアドバイスをもらうことは欠かせないと思います。計画作成の時点から、

いろいろな人のアイデアを得ることで計画の実現性が高まります。

（承認年月：平成３０年１０月、４年計画）

中国企業向けコラーゲンサロンの
開業支援サービスの提供

企
業
概
要

株式会社 Collagen Shell（代表取締役：木村　崇史）
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目１番４号 メゾンサンシャイン 1241
業　種：美容機器、化粧品、健康食品卸売業（家庭用電気機械器具を除く）
ＴＥＬ：０３－５９４４－９１１６　ＵＲＬ：http://collagenshell.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は、平成  年  月に設立し、朝日新聞の販売店として「  南大沢・堀之内」を経営している。新聞販売・配
達に加えて、古紙回収などの環境保全活動や高齢者見守りサービスによる地域貢献活動など、さまざまな活動を通じ

て地域の皆様のお役に立てるように取り組んでいる。地域での活動をするなかで、人の繋がりが希薄になり、高齢者

の日常生活が難しくなりつつあるという現状を感じ、さらなる貢献をしたいとの思いが強くなった。

今回、高齢者向けにライフサポート・サービスを提供することで、地域貢献の範囲を広げることにした。地域に密

着したサービスの提供は、長期優良顧客に継続的な新聞の購入を促し、売上の維持にも効果が出ている。

■新事業の計画内容

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
承認メリットは、ビジネス系  マガジンに取材を受けたことである。それによってホームページへのアクセス数
が増えてお問合せをいただき、求人にも大きな効果があった。

当り前のことだが、大切なのは承認を得るまでではなく、そこからがスタートで、計画に沿っていかに進めていけ

るかにかかっていると思う。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営が大変で先行きが不安な方が、この経営革新計画の策定を検討されていると思います。

プラスαで何を始めていいか分からない思考停止の状態は、「現状維持＝衰退」になってしまいます。

ぜひ、経営革新計画の策定を新しい事を考えるきっかけにして、ご自身のビジネスの発展の第一歩を踏み出して頂

けたら、次の扉が開かれると思います。

新事業では、新聞販売店の地域密着性を活かした高齢者向けライ

フサポート・サービスの実施に取り組む。

（１）常設のコミュニティー・スペースの提供

事業所の作業場を改装し、地域の高齢者のコミュニティー・スペ 
ース「ライフサポートステーション」として常時開放し、高齢者向

士の交流拠点として活用していただく。加えて、専門家を招き、健

康面・食事面の高齢者向けセミナーの開催や、相続などの法律問題

の相談対応なども実施する。

（２）在宅高齢者向け見守りサービスの提供

 ツールである「  ボタン」の導入を促進する。ボタン操作
だけで、①天気・災害情報提供、②暮らし情報提供、③離れて暮ら

す家族へのメッセージ送信、④困りごと相談などが可能である。当

社が「緊急駆け付けサービス」「まごころサポート」の拠点となる

ことで、高齢者や地域に安心感を提供する。

（３）ハウスクリーニング・リフォームの提供

高齢者との信頼関係に基づき、部屋・水回り・キッチン・風呂な

どの「ハウスクリーニング」や、手すりの設置・段差解消などの「バ

リアフリー・リフォーム」を受注し、施工する。

（承認年月：平成３０年７月、４年計画）

新聞販売店の地域密着性を活かした
高齢者向けライフサポート・サービスの実施

企
業
概
要

株式会社デサフィオ（代表取締役：金子　恭士）
所在地：東京都八王子市別所 １－１２－５
業　種：新聞小売業
ＴＥＬ：０４２－６７４－６６０１　ＵＲＬ：http://desafio.jp
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

平成  年  月に設立された当社は、ビジュアルコミュニケーション事業とデジタルコミュニケーション事業を二
本柱としている。

デジタルコミュニケーション事業における当社の強みは、「企業が伝えたいメッセージ」を「生活者に伝わるコン

テンツ」に変換して届けることで、企業や生活者の継続的な「つながり」を作ることができることにある。中長期視

点でデジタル戦略を構築するとともに、デジタル時代のパートナーとして、企業のビジネスの成長を支援している。

計画策定のきっかけは、企業が広告にかける費用が伸びている一方で、その集客効果は低下傾向となっていること

で、当社が得意とする漫画を活用した新たなデジタルサイネージ広告による宣伝方法を発案した。

■新事業の計画内容

本計画は、カメラ付きのデジタルサイネージを利用し、 次

元である漫画と、現実とを融合させて、まるで自分が漫画の世

界に入り込んだような画像を制作し、画面上に表示するシステ

ムを開発するものである。これにより、お客様となる企業の属

性や商品に合わせて、独自な漫画素材を作成し、サービスを提

供することができる。

このシステムは、当社独自の「漫画の中に入り込める」シス

テムであり、漫画の一コマ一コマに自分の姿を画像処理して入

れ込み、一つの漫画として完成させるものである。

漫画は、顧客企業や店舗にあった内容をその都度、制作する。

その内容については、当社がイラストを制作する「オリジナル

型」のほかに、当社がこれまでにイラスト制作を行ってきた漫

画やアニメ作品の版権をお借りする「キャラクター型」の パ

ターンで対応する。

このデジタルサイネージを用いた店舗は、話題性の高い集客

効果が見込め、生活者のリアルなコミュニケーションにおける

行動促進および情報認知効果が期待できる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

承認メリットは、経営革新計画の承認事業を行うために金融機関から借り入れる資金に関して、保証限度額の別枠

が設けられていることであり、当社も申し込みをしているところである。今後は、自社のブランド力アップや、補助

金の申請で有利となることも期待している。

承認されたばかりなので、現時点で見込みと違うことはまだ感じていない。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画の策定により自社で事業計画を立案することは、自社の課題や、事業で必要となるヒト・モノ・金・

情報を再確認するきっかけになります。

今後、計画の遂行を通じて、収益の拡大を図っていきたいと考えています。

（承認年月：平成３０年３月、４年計画）

デジタルサイネージを活用した
漫画と現実の融合による集客支援

企
業
概
要

株式会社アクア（代表取締役社長：原田　弘良）
所在地：東京都中央区築地２－１１－２４ 第２９興和ビル５階
業　種：情報処理サービス業
ＴＥＬ：０３－５５５０－８５１１　ＵＲＬ： https://www.aqua-web.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成  年創業、主にデジタルサイネージ（電子看板）を用いたコンテンツ製作やシステム開発を行ってい
る。平成  年に、顔認識システム ®の開発に着手。タクシーサイネージを納品したほか、店舗内棚前行動分
析のフィールドテストを実施し、出展した では「  賞」を大企業に伍して受賞する
など多方面で高評価を得ている。

®を普及させるなかで、顔認識技術だけでなく、訪日外国人向けに、デジタルサイネージ視聴者の使用言

語に合わせたコンテンツを表示したいというニーズが強いことがわかってきた。本計画では、デジタルサイネージ視

聴者の使用言語を識別する機能を開発し、 ®に追加することで、増大するインバウンド需要に対応したデジ

タルサイネージシステムを提供する。

■新事業の計画内容

®の機能的特徴は、年齢、性別、人数カウント、視

聴時間などの基礎的データのほか、注目方向や、幸せ・驚き・

嫌気など  種類の感情データを取得できることである。また、
システム的特徴は、アンドロイド  上のスタンドアロンシステ
ムなので、一般的なネットワーク上に構築するシステムと比較

して、  分の  以下のコストで実現できることである。
デジタルサイネージとしては、広告視聴者の基本属性のみな

らず表情に応じたコンテンツを表示することができ、極めて有

効な広告システムを構築することが可能である。

店舗内行動分析装置としても、単なる人数カウントではなく、

入店者や棚前での顧客の感情を加味した分析ができると期待さ

れている。

新事業では、①視聴者の発話音声から中国語（北京語、広東

語）、韓国語、英語、および日本語を識別すること、②視聴者の

使用言語で音声応答すること、③表示コンテンツを識別された

言語に切り替えること、といった機能を新たに開発することで、

増大するインバウンド需要に対応する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
承認メリットとしては、新規事業の ®の  が効果的に行えるところです。また、さまざまな補助金の申請

の際も、経営革新の承認は有効であるとの事ですので、今後効果的に活用できればと考えています。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画の策定は、新事業や新たな取り組みに際して、計画を整理し、客観的に判断を行うことに有効的かと

思います。ビジョンを見据え、中期経営計画を作成する取り組みは、中小零細企業にとってもとても重要なことだと

思います。

▲ 表彰式

（承認年月：平成３０年６月、５年計画）

顔・音声認識技術を応用した
多言語電子看板システムの開発・提供

企
業
概
要

エイコム株式会社（代表取締役：飯塚　吉純）
所在地：東京都新宿区新宿１－１８－１３ 協建新宿１丁目ビル
業　種：広告業
ＴＥＬ：０３－６８２６－８９１７　ＵＲＬ：http://aecom.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成  年  月設立で、一級建築士事務所として建築・内装の設計・監理・コンサルティングを主たる事業
としている。

ドイツ発祥の「パッシブハウス」の省エネルギー基準は、断熱性・気密性・耐久性などに優れ、快適に暮らすため
のさまざまなメリットがあるため、高性能住宅の最高峰といわれている。地球温暖化対策としても、すでに  や北
欧諸国では公共の建物をはじめ広く一般に認知・普及しており、北米・中国・韓国・台湾にも普及し始めている。
一方日本では、住宅における環境負荷の低減・省エネルギー化は世界に後れを取っており、平成 （ ）年より

実施予定であった省エネルギー基準（  などの最低基準レベル）の適合義務化さえも見送りとなった。
　そこで、本計画「体験型モデルルームを活用した『パッシブハウス』の普及促進事業」の策定を思い至った。

■新事業の計画内容

新規事業では、「体験型モデルルームを活用した『パッシブハウス』の

普及促進事業」に取り組む。

① 既存住宅をモデルハウスに改装し、パッシブハウスの認定を取得：

渋谷区内の代表者自宅をパッシブハウスの基準に合致した省エネ住

宅仕様に改装し、パッシブハウス研究所（ドイツ・ダルムシュタット

市）の日本窓口である一般社団法人パッシブハウス・ジャパンからの

認定を取得する。具体的には、「 （

）」というソフトを用いて建物のさまざまな熱エネルギーに関

する条件を考慮し、建物の年間一次エネルギー消費量、冷暖房需要等

を算出し、パッシブハウスの認定を得る。

② 予約制で貸切り型の体験型モデルルームを運用：

完全予約制の貸切り型にて顧客に日常生活を実践してもらい、パッシ

ブハウスの本質的な快適性を実体験していただく。

既存事業はインテリアデザインや一般住宅の設計監理であったが、新規事業ではパッシブハウスの設計監理を目指

す。建設業界でモデルハウスを活用している業者は多数あるものの、①「モデルハウスのパッシブハウス認定の取得」、

②「完全予約・貸切り型のモデルルームの運用」という点で、他社との差別化を図っていく。

本事業を実施した結果として、顧客においては、①国内では体験が難しいパッシブハウスでの生活を疑似体験でき

るとともに、②全予約制・貸切りでモデルハウスが体験できるため、建設後の満足度につながることが期待できる。

また、当社においては、①パッシブハウスの本来の良さを顧客に知ってもらうことができ、②日本におけるパッシブ

ハウスの普及に貢献できるほか、③収益性向上・売り上げ増加が見込まれる。地域・社会においても、パッシブハウ

スの普及促進に繋がるものと考えている。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

メリットはこれから実感することがあると期待していますが、現在は自社に関することが主です。

フォローアップ支援を受けられることで、自らの目標を見失うことなく計画を実行しやすくなると思います。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画は自社の取り組んでいる事業を見直したり、深めたりするきっかけになることは間違いありません。

外部の方々とのコミュニケーションを通じて自らを客観的に見つめることは、実施に向けたエネルギーになります。

（承認年月：平成３０年１１月、４年計画）

体験型モデルルームを活用した
「パッシブハウス」の普及促進事業

企
業
概
要

有限会社エイチ・ツー・オーデザインアソシエイツ（代表取締役：畑中　弘）
所在地：東京都港区南青山４－２６－６ 南青山１０８－１０２
業　種：建築設計業
ＴＥＬ：０３－５４６８－６１０１　ＵＲＬ：http://www.h2o-d.com
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メニュー画面例

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は、企業向け人事コンサルティング会社として平成  年  月に設立した。現在売上のほぼ  分の  を占める

研修事業を中心に、採用・教育・定着支援を中心とする人事コンサルティング、メンタルヘルス事業の  分野で活動
している。販路としては、知人の紹介や  サイトからの問合せ、並びにベンダー企業 研修会社等 からの受託が中

心であり、プル型営業活動が主体である。

昨今、地方のベンチャー企業のコンサルティングを行っている際に、「会社紹介の動画を作成しても、登場人物の
離職や職場異動に伴って、多額のコストや時間をかけて修正をしなければならない」との声を聞き、  つの動画制作
に数十万円の費用が掛かることに負担を感じている企業が多いと実感した。また、当社が行っている早期離職者への

調査から、上司・先輩社員とのコミュニケーションを円滑にするためのツールのニーズが大きいことも分かった。

そこで、採用はもちろん入社後のコミュニケーションを促進するために、フォーマットを選択して  分程度で動画
を制作できるアプリを開発し、販売することとした。

■新事業の計画内容

スマートフォンやタブレットを使い、 分程度で 分以内の短編動画を作成できるアプリの開発を目指す。

アプリ内には目的に応じたフォーマットを用意し、ユーザーはフォーマットを選択した後に必要な写真・動画撮影、

テキスト入力をするだけで、簡単に動画を作成できるサービスを提供する。

選択できるフォーマットは、会社紹介、社員紹介、歓送

迎会、業績表彰、日頃の感謝のメッセージ等の目的別設定

を想定し、当社の人事コンサルティングのノウハウを盛り

込むことで、コストのみならず顧客の工数負担を軽減して

いる。

販売戦略としては、売り切りではなく、契約時の 万円

の新規手数料に加えてアプリ使用料を毎月 万円頂くサー

ビスとして展開する。これにより、ストック型ビジネスと

して当社の事業基盤強化を図るとともに、顧客企業のコス

ト削減と平準化、こまめな動画制作による社内コミュニケ

ーションの活性化などを目指す。

また、このアプリ発売を機に従業員を雇用する予定であ

り、業績拡大に向けて社内の仕組み、体制を整備していく。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画の承認を得たことで金融機関からの信用が高まり、資金調達を有利に進めることができた。

また、申請にあたっては、東京商工会議所に手厚いサポートをしていただき、当初想定していたよりも早く申請を

受理していただけたことを感謝している。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

申請書類を作成するのが面倒だと思っている方でも、経営革新計画を作成することで自社の事業計画をあらためて

見直すことができます。時間がかかるかもしれませんが、メリットはあってもデメリットはないと感じています。

計画書作成にあたっては、支援機関のサポートを受けながらも、自社事業を一番理解している経営者自身が書くの

がよいと思います。

経営革新計画はどんな業種にも有効だと考えられるので、果敢に挑戦して下さい。

（承認年月：平成３０年９月、４年計画）

社内コミュニケーションを活性化する動画
制作アプリを開発し、企業向けに提供する

企
業
概
要

株式会社カイラボ（代表取締役：井上　洋市朗）
所在地：東京都千代田区二番町２番 平田ビル１階
業　種：経営コンサルタント業
ＵＲＬ：http://kailabo.com/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社の細合代表取締役は、山陽放送株式会社を退社後、平成  年  月に当社を設立した。当社は、全国各地の 
名を超える局アナウンサー経験者が登録するサイト「 局アナ 」を運営し、全国各地の観光用のリポート・リ

サーチ業務や司会業を請負うとともに、外国人観光客向けの観光動画配信サイト「 」を立ち上げ、

音声・動画コンテンツの作成・販売などを行っている。

最近のインバウンド需要の取り込みは、地方の地域創生に貢献しているが、外国人の取り込み・接し方（主に外国

語対応）や、人手不足に困っている地方企業が多いのが実情である。この点に着目し、当社の強みである登録アナウ

ンサーと、その高い技術と最新  技術を組み合わせることで地方の課題解決に貢献するため、経営革新計画を策定
した。

■新事業の計画内容

本計画では、以下の  点を実施することにより、音声デジタルデータや  スピーカー等の活用と地方の人材のレ
ベルアップを進め、インバウンド需要への地方の対応力強化を支援する。

．アナウンサーによる地方観光音声データの作成

新たに  システムを開発し、地方の企業・自治体等が  上でアナウ
ンサーに音声アナウンスの制作を依頼し、制作された音声データ（日本語

以外にも多言語対応）を、企業や自治体が外国人観光客向けの音声案内に

利用できるようにする。

．  スピーカー等による方言・外国語等対応サービス
既存の機械による合成音声ではなく、アナウンサーのスピーチ技術を活

かし、アクセントや抑揚のある方言や外国語等を音声案内として流すこと

ができるソフトウェアを開発する。音声データと  スピーカー等のハー
ドウェアとを併せて提供するサービスを開始する。

アナウンサー技術を活かした地方での観光案内研修の実施

当社に登録しているアナウンサーを活用し、地方の企業や自治体向けに

研修を実施し、観光客対応能力の向上を支援する。研修内容は、敬語やわ

かりやすい言い回し等の「話し方」を中心として、簡単な外国語でのやり

とりや地方特有の観光資源に関する説明、言い方を教育する。研修受講者

の日本人や外国人に対する、ワンランク上の対応力の強化を図る。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画を策定することで、新たな社内の目標と行動が明確となり、将来に向けて意識統一を図ることができ

ました。また、承認を受け、社会的な信用も得られたことは、新たな事業展開の大きな推進力となりました。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画を策定することで、自社を客観的に見直し、新規事業を見出すきっかけとなりました。

また、経営革新計画承認により外部からの信用力も高まり、実施フォローアップ支援を受けることで、東京都中小

企業制度融資で金利優遇の可能性も開けることは、企業にとっての大きなメリットとなると思います。

企
業
概
要

局アナ net 株式会社（代表取締役：細合　恵子）
所在地：東京都新宿区新宿４－３－１７ ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＳＯＵＴＨ５階
業　種：サービス業
ＴＥＬ：０９０－８０５４－０１２３　ＵＲＬ： http://kyokuana.net/

（承認年月：平成３０年４月、５年計画）

アナウンサーを活用した音声制作
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は昭和  年に設立、東京都渋谷区に本社を置くほか、江東区に営業所、千葉県東金市に基材の修理・洗浄・
整備を行う工場及び機材センターを有している。当社は、建設現場に関わる仮設機材（天井・壁の仕上げ作業時に使

用する室内用足場）を開発し、レンタル業としてスタートしたのち、室内用のアルミ製足場の製品がスーパーゼネコ

ンに認められ、事業分野を拡大してきた。近年は、新築・リニューアル工事の市場向けに、台車のオリジナル製品の

開発に資源を集中している。

現在当社は、 スーパーゼネコン・サブゼネコンへのレンタル事業、 代理店への販売事業、 ゼネコン以外の

異業種へのレンタル・販売事業の  つの事業の柱を有し、直近売上に占める各事業割合は、それぞれ ％、 ％、 ％

である。

■新事業の計画内容

当社の既存製品（作業台）は、右の表のとおりである。新規事業では、

これら製品の主材料をチタン合金とし、軽量・高剛性の新製品（作業台）

を開発する。新製品の質量は ％減を目標とする。
作業台は当社の主力製品であり、  アイテム全てをチタン合金製へ切

り替える。「業界初のチタン合金製作業台」を他社に先駆けて供給すると

ともに、日頃から建設現場へ足を運び、現場の生の声を真剣に製品へ反映

している当社の経営姿勢を印象付けることなどで、ブランドイメージの向

上を図っていく。

また、当社は、レンタル用の製品に  次元バーコードを貼付して在庫管
理を行ってきた。この取り組みは、経済産業省から「攻めの  経営中小
企業百選」にも選ばれている（平成  年  月）。
現在は、この仕組みをさらに発展させ、  次元バーコードから  タグ

に切り替えを行っている。  タグは非接触・複数媒体一括読み取りにより、
従来の在庫管理業務を効率化できる。また、情報の追記もできるので、点

検・修理の履歴を書き込み、より安全な製品を顧客へ提供する事が可能と

なり、当社の信頼性の維持にも貢献する取組である。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

資金調達面で、作業台  アイテムの新製品切り替えのための投資につ
いて、日本政策金融公庫に成長新事業育成資金の申し込みを行っています。

これは経営革新計画の承認を得たおかげで利用できたものです。

経営革新計画の策定は、中小企業診断士の支援をいただいて推進しました。計画の策定や実現のためには、協力者

とのパートナーシップが重要です。また、公的支援機関との連携が、計画策定から実施段階にかけて重要なので、各

種支援を活用されることをお勧めします。

写 真 
しゃ

写 真 
しゃ

チタン合金採用作業台（ ペガ ）

当社が提供する作業台

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

（承認年月：平成３０年１月、３年計画）

建設作業員の高齢化や女性進出を捉えた
軽量強固な仮設機材の開発

企
業
概
要

ジー・オー・ピー株式会社（代表取締役：千田　豊治）
所在地：東京都渋谷区広尾一丁目１番３９号 恵比寿プライムスクエア１３Ｆ
業　種：建設機械器具賃貸業
ＴＥＬ：０３－３４４９－１９３１　ＵＲＬ：http://www.gop.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は、代表者である塩田清二が昭和大学医学部教授 平成  年 から星薬科大学特任教授 平成  年 として

培ってきた研究、技術を広く社会に応用することにより、生命科学や地方創生分野で貢献することを目的として平成
 年に設立した。当社の既存事業の売上構成は、製品開発や試験方法などに関するコンサルティングが ％、自治

体・企業の受託試験が ％である。
従来、化粧品の安全性試験は、パッチテスト（少量の化粧品を皮膚に適用し、一定時間放置して肌の変化をみる）

や、使用者アンケートによる機能性評価などで実施されており、多くの人間の動員が必要であるほか、膨大な時間と
コストがかかっていた。これを試験管内で定量的に評価できれば、試験の負担が大幅に低減でき、化粧品開発のスピ

ード・効率が飛躍的に向上することから、大きなビジネスチャンスとなると考えた。

■新事業の計画内容

新事業の原理である、神経ペプチド （神経伝達物質・調節因子および
神経栄養因子様の働きが知られている）による汗分泌促進機構を図に示す。 

 が汗腺の副交感神経から分泌、または投与によっても作用し、汗を産生
する汗腺腺房細胞に発現する  受容体に結合し、細胞質に存在する  （細
胞膜に存在する細孔を持ったたんぱく質の一種。水分子のみを選択的に通過さ

せることができる）を細胞膜に移動させることにより細胞膜に水チャネルを形

成し、汗分泌を促進する。 
当社は、神経ペプチド  が汗分泌に強く関与していることを突き止めた。
化粧品など皮膚に適用する製品に対して、ヒト株化汗腺細胞を用いて試験管内

で高精度・低コストで試験できる技術の開発を進めて、ようやく目途がたった。

さらに、神経ペプチド  が汗分泌に強く関与していることを解明したこと
に関して特許も取得し、他社の参入をブロックしている。

新事業では、化粧品などの試験方法の自社開発を行う点が当社にとっての新

たな取り組みとなる。これにより、化粧品関連企業にとっては大幅なコスト削

減と開発期間の短縮を実現できるため、極めて近い将来には当社方式が主流と

なると考えている。この計画が順調に展開していけば、化粧品類だけでなく皮

膚などに適用する薬剤全般の安全性試験や機能性評価にも対応でき、創薬のス

ピードアップと低コスト化が期待できる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画は、新事業を立ち上げるために非常にプラスになると感じている。具体的には、いろいろな補助金事

業の申請が見えてくる点のほか、作成する過程もプラスになる。さらに、経営革新計画が承認された後に、さまざま

なアドバイスをいただき、その結果新しい事業展開につながる導きやきっかけが得られた。

今後、適切な補助金や助成金、融資制度を活用して、経営革新計画にそって新しい事業展開を進めていきたい。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画については、知らない人が多いと思う。当社も最近まで知らなかったが、中小企業庁からの紹介で知

ることができた。そこで、事業案をしっかりとした事業計画としてまとめることで、今後の事業に弾みをつけたいと

考えた。策定を検討している皆様には、経営革新計画を練った上でそれに沿って事業展開をすることが、将来の発展

につながるほか、補助金事業に応募する際にもメリットがあることを伝えたい。

（承認年月：平成３０年８月、５年計画）

ヒト株化汗腺細胞を用いた
化粧品の機能性評価方式の確立

企
業
概
要

ＳＨＩＯＤＡライフサイエンス株式会社（代表取締役：塩田　清二）
所在地：東京都港区西麻布３－２－９ サンライズ六本木３Ｂ
業　種：自然科学研究所
ＴＥＬ：０３－６８０４－５３７１　ＵＲＬ：http://www.shioda.co.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は、「日本の感性で、未来を変える」という企業理念のもと、イベント企画・コーディネート業務、ウェブコ

ンテンツ・グラフィック・ファッションビジュアル制作、広告立案および実施等のクライアントワークを行っている。

クリエイティブ業界においては一定の知名度を有しているが、当社単独での恒常的な商品・サービスは持たないこと

もあり、企業ブランドの維持向上が課題だと感じていた。

一方、当社が今までにサポートやプロデュースを行った中小ものづくり企業は、インバウンド需要という追い風に

乗れた企業もあれば、商品開発はできても人材や資金が追い付かずにフェードアウトしてしまう案件も多かった。

そこで、販売につながるデザインを企画制作できる当社の感性や「らしさ」を伝え、クリエイティブの方向性と質

を強化し、他社との差別化を図るプラットフォーム事業を目指した。業務拡張に伴うリソースを補うための人員確保

と体制構築も同時に必要であり、これを経営革新計画として策定することにした。

■新事業の計画内容
日本全国の職人技術を保有するものづくり企業と「共有 参加型の新ブラン

ド」を立ち上げて、国内外への発信と販売を行う。協業する中小企業にはもの

づくりに専念してもらい、当社は商品デザインと販売までを担当する。

１．新製品の企画開発

コンセプトは「手仕事と自然」。和の良さを活かしつつ現代性を重視したデ

ザインをめざす。「ありきたりな日本」ではなく日本の感性から生まれる現代

のプロダクトとして、所作や日常に豊かさを見出す製品をリリースしていく。

２．ブランド発信

各製品の参加企業や製作工程など、作りての物語・ストーリーを重視したメ

ディア／  ミックス型の独自サイトを立ち上げる。また、既存の取引先である
百貨店から全国のセレクトショップ等に営業を行うとともに、観光地での催事

や高感度のミュージアムショップを通して販売を行っていく。

３．越境 
初期のターゲットは国内ユーザーで、おもに感度の高い若者と日本古来の良

さを重んじるシニア層である。次に訪日観光客、最終的には海外ユーザーを想
定している。その段階を追ってテストマーケティングを重ね、越境  を構築
していく。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
承認による直接的なメリットは、まだ感じられていないが、承認されるレベルまで計画を練り上げた過程で、当社

が行うべき道筋が明確になったことは有意義であった。他者にも分かる計画にすることで金融機関や協力会社に説明

する際にも伝わりやすく、東京都の承認も得ていることを添えると理解を得やすくなる点では、プラスになっている。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

事業計画を深掘りする良い機会になります。自社の事業全体を客観的に見直して、自社の強み（顧客から選ばれて

いる理由）を認識し、それを最大限に活用しつつ、自社に足りないものは社外に協力を求めれば、一つの新しい事業

を作ることができます。また、他の補助金や助成金の申請を行う際には、共通して使える所が多いので便利です。

（承認年月：平成３０年５月、５年計画）

日本の職人技術をブランド化して
国内外へ発信するプラットフォーム事業

企
業
概
要

Ｓｅｌｆ Ｃｒｅａｔｉｖｅ 合同会社（代表社員：吉橋　亮）
所在地：東京都台東区上野桜木２丁目１５－６ あたり３
業　種：商品企画・プロデュース・デザイン制作業
ＴＥＬ：０３－４４０５－２２９１　ＵＲＬ：https://selfcreativelab.com/ 
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■新事業の計画内容

既存事業を通じて培った外国人への対応力とネットワーク力を活用し

て、小樽市において民泊新法に則った宿泊施設の運営を核とした地域活

性化を行う。単なる民泊施設の運営ではなく、地域との連携によるアク

ティビティーの運営や観光客動員の仕掛けづくりも行う。本計画により

「アクティビティーが少なく滞在時間が短い」という小樽市の活性化に

つなげる。

① 外国人対応のできる民泊施設の運営

外国人向けの保険代理業で培った外国人対応ノウハウを活用する。当

社顧客も含めて、外国人旅行者の動員を行う。

② 当社の事業インフラとネットワーク力による地域連携

商工会議所や地元企業との連携で、プロジェクションマッピングなど

のイベントを企画する。当社は外国人の動員を担当する。

③「そば打ち体験」で滞在時間を延ばし、宿泊へつなげる。

遊び感覚でそばアレルギーの判定を行い、アレルギーの有無にかかわ

らず安全で楽しい体験を提供する。

地域活性化と観光客動員の仕組みづくりを行う民泊事業は他にはなく、

本計画の実行により地元の雇用拡大にもつなげる考えである。

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成  年  月に設立した、外国人向け損害保険・生命保険を得意とする保険代理店である。顧客は、外国
大使館や民間企業の駐在員をはじめとする外国人居住者が中心である。外国人や語学堪能な日本人スタッフによるき

め細かなサービスにより信頼を獲得し、数多くのお客様からご契約をいただき、事業は軌道に乗ってきた。

しかし、保険代理店業は不確定要素が多いことに加えて、労働集約型のビジネスであるために、業況変化の対応も

すべて人次第である。そのため当社のさらなる発展に寄与するビジネスモデルを模索することにした。

代表の出身地でもある北海道の中で、「小樽」は著名ではあるが宿泊客の少ない観光地である。そこで、当社の強

みである外国人対応力とネットワークなどの事業インフラを活用して、小樽を活性化すべく、体験型の外国人向けの

民泊事業を計画するに至った。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

当初は経営革新計画が承認されれば、融資が受けられると考えていたが、計画の承認と資金調達は別物であり、金

融機関には改めて融資の申請や審査が必要であった。経営革新計画が無意味かというと、決してそうではなく、ビジ

ネスモデルの構築や事業パートナーへの説明には大いに役立ち、融資申請の下敷きにすることができた。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画の承認により、取引先をはじめ顧客から信頼感が得られる。アイディアやプランを定められたフォー

マットに落とし込んだり、裏付けを調査するなど、計画を策定する過程で、やるべきことが明確になった。

また第三者の目線でのアドバイスをいただくことができるので、チャレンジすることをお勧めする。

タトゥシールによるそばアレルギー判定

ビジネス概念図 

（承認年月：平成３０年４月、４年計画）

いにしえの商都「小樽」を堪能し
「そば打ち体験」できる外国人向け民泊事業

企
業
概
要

株式会社トリニティー（代表取締役：加藤　敦）
所在地：東京都港区東新橋２－５－１４ ＭＳＫ新橋ビル
業　種：保険代理業
ＴＥＬ：０３－６８９５－５８３３　ＵＲＬ： http://trinity33.jp/
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成  年  月より、原宿で「スマイル・ジャンキー 原宿ベースカフェ」という飲食店を経営している。花

壇に囲まれた木製テラス席と広い店内が特徴であり、若い女性客のみならず、社会人や外国人の方々の来店もある。

原宿は流行の発信地ではあるが、近年「ブーム」の業態の店が入れ替わり立ち替わり出店し、個人経営の小さな雑

貨店やアパレルショップでは、知名度が低く集客できずに撤退していく店舗も目立っている。また店舗間の連携やネ 
ットワークもさほど強くないのが実情である。

こうしたなか、周辺店舗の広告宣伝媒体として当店を活用することにより、集客と送客の好循環を実現し、地域活

性化への寄与、さらには当社を含めた店舗の売上増加および収益向上を図るため、経営革新計画を策定した。

■新事業の計画内容

新事業の計画は、当店の立地・店舗設計の特性を活かし、主に つの施策

を有するものである。

①テーブルごとの協賛店舗の設定

当店の各テーブルに協賛店舗を設定し、それぞれのテーブルに協賛店舗の

商品サンプルや店舗情報パンフレットを置くことにより、お客様がそれらの

商品等に触れ、宣伝・周知ができるようになる（協賛金を頂戴）。

②原宿の「ポータルレストラン」としての位置付け

協賛店舗を定着・充実させることによって、当店は つのレストランのな

かで原宿にあるさまざまな店舗の情報を手に入れられる場所となる。つまり、

原宿に関する情報が集まった「ポータルレストラン」といえる。

そのために、様々な店舗の情報が集まる場所に相応しい内装等も検討する。

③協賛店舗の増加と当店来客数上昇の好循環の促進

協賛店舗の増加に従って当店のコンテンツ力が高まり、来客数も増加する

ことが見込まれる。さらに、当店の来客数が増加することで、各協賛店舗の

来客数増加が期待でき、  の関係が構築できる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画の承認を得たことによるメリットは、社内外の方々へ新事業に関するアピールやセールス、協力要請

をするきっかけができたことである。一方、見込みと違うと感じたことは、融資実行にあたり、金利の優遇措置はあ

るものの、融資審査自体も優遇されると思い込んでいたことである。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

革新的な事業を行う計画ですので、場合によっては想定外の方向に進むこともあるかもしれませんが、きちんと計

画を立てることにより、各段階での方向転換がスムーズに行えます。是非、皆様も積極的に取り組んでみてください。

（承認年月：平成３０年５月、４年計画）

テーブル協賛制度による
地域活性化に寄与する飲食店の経営

企
業
概
要

株式会社日本都市環境研究所（代表取締役：佐藤　信哉）
所在地：東京都渋谷区神宮前１－２０－４ ＡＸＩＡ原宿１０２
業　種：食堂、レストラン 
ＴＥＬ：０３－５７７０－１３７７
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■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は、平成  年  月に保険代理店として事業を開始し、宅地建物取引業に加え、平成  年に結婚相談所を開業
した。当初は、相談所の集合体である業界団体に加盟して、団体内の検索システムで会員を探し出し自社の相談所の

会員に紹介するという方法で事業を推進してきた。しかしこのシステムでは、写真とプロフィールの情報しかなく、

肝心の相手の人柄まではわからないという欠点に気づいた。

そのような時、スカイプで会話をしている家族を見て、直接会う前に、事前に相手を知るシステムの必要性を感じ

た。そして、会員の性格を解析し、価値観が合う結婚相手を推薦できれば、成約率が高まると確信した。 
こうした背景から「えひめ結婚支援センター」で実績のある、国立情報学研究所の宇野教授の協力を得て、動画会

話お見合いシステム「婚活サプリ」（商品名）の開発に着手した。

■新事業の計画内容

「婚活サプリ」は、多くの会員の性格についての情報を収集して解析し、お見合い相手を「価値観の合う相手」と

いう点で絞込むとともに、事前に動画でのお見合いを推奨することにより、確率の高い成婚を目指すシステムである。

インターネット画面を使って「登録」「相手の検索」「お見合いの申

込み」「交際」「成婚」までを利用者 会員 がネット上で完結させる方
式は他社と変わらないが、①ビデオチャットで事前に会話ができる、 
②十数通りの質問に答えることで、価値観の合う相手を推薦する機能

を持つ点が特徴である。年齢や学歴、結婚歴や職業から探し出すので

はなく、深層心理を拾い出し、互いに価値観の合う（性格が合う）と

いう点に絞って解析してシステムが自動で相手を推薦する。

国立情報学研究所の宇野教授によると、本機能を適用した結果、 ％
しかなかったお見合いの引き合わせ率が ％にまで高まったというデ 
ータがある。また動画で事前に話すことにより、出会いの少ない地方

会員と都市会員とのマッチング等の機会の増加にもつながる。

本システムを活用することで、価値観の合う相手との出会いを演出

する効果があるほか、交際から結婚、出産へ進む確率も高くなり、少

子化対策の一助になると考えている。

承認のメリットは、やはり金融機関や株主、取引先、顧客の皆さんへの信用度が高まったことである。製造業と違

い「婚活システム」という手に取れない商品であるため、ともすれば怪しげに思われるのがこれまでの悩みであった。

しかし経営革新計画が承認されたことで、対外的にも堂々と話す自信がつくとともに、しっかりと話に耳を傾けて

もらえるようになった。承認まで苦労はしたが、その甲斐は充分にあったと思う。今後も承認メリットを活かし「婚

活システム」を認知してもらうことで、婚活のマッチング確率を高めていきたい。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

今回は中小企業振興公社の助言が大いに役立ちました。自分では手前味噌になりがちな計画を、多くの申請を見て

こられた公社の担当者に、第三者の立場で整理してもらい、わかり易さや要点が簡潔にまとめてあるかなど、審査す
る側の視点に立ってアドバイスをいただきました。申請書は、  回ぐらい書き直しをしましたが、でき上がったもの
は最初のものとは違い、とても伝わりやすくなりました。やはり専門家のアドバイスが重要と感じました。

経営革新計画を検討している皆様も、計画途中でも早く相談に出向き、専門家のアドバイスを受けられることをお

勧めします。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

（承認年月：平成３０年２月、５年計画）

会員の性格を解析、価値観が合う結婚相手の
推薦システムを開発

企
業
概
要

株式会社ライフパートナー（代表取締役：津守　良彦）
所在地：東京都大田区東雪谷２－１１－３ 石川台マンション別館１０８
業　種：生命保険仲介業
ＴＥＬ：０３－３７２８－８８９９　ＵＲＬ：https://konkatsusupple.jp/
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第３章 資料（東京都経営革新計画の特徴）

（１）承認件数

東京都では、経営革新計画の承認を平成 年 月に開始しました。開始から平成 年 月までの

累計承認件数は、 件と 千件を超えています。また、平成 年度末時点でみると、全国におけ

る累計承認件数 件に対し、都の累計承認件数は 件で約１割を占めています。

年度別の年間承認件数の推移をみると（図１）、近年では、平成 年度の 件を底に承認件数は

増加傾向を見せ、平成 年度には 件と 件を超えました。平成 、 年度は 件で推移し

ましたが、緩やかな景気回復基調や経済政策効果などにより、平成 年度は大幅な増加が見込まれて

おり、再び 件を超えることが確実な状況となっています。

図１ 承認件数の推移（東京、平成 11～30 年度） 

（年度）

（件） （件）経営革新計画承認件数の推移（東京、平成 ～ 年度）

年間承認件数

累計承認件数
（目盛右）

～ 月まで

※11 年度は 9 月からの 7 か月、30 年度は 12 月までの 9 か月間の値。
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（２）業種別承認件数（構成比）

平成 年度（ 月まで）の業種別承認件数（構成比）をみると（図２）、製造業が ％で最も高

く、次いで、その他サービス業が ％、情報通信業が ％となっています。また、卸売･小売業

が ％となっています。

図２ 業種別承認件数（構成比）（東京、平成 30 年 4～12 月） 

製造業

情報通信業

卸売・小売業

その他サービス業

建設業

医療、福祉

飲食店、宿泊業

教育、学習支援業

運輸業

その他

（％）

注） 4月から12月までの9か月間の構成比
※12 月までの 9 か月間の値。承認時の既存事業の業種で分類。

業種別承認件数（構成比）の推移をみると（図 ）、平成 年度は、製造業と情報通信業がともに

年ぶりに増加しました。一方、その他サービス業は減少し、わずかに製造業を下回りました。また、

卸売・小売業は 年連続で減少しています。

図３ 業種別承認件数（構成比）の推移（東京、平成 11～30 年度） 

※11 年度は 9 月からの 7 か月間、30 年度は 12 月までの 9 か月間の値。上位 5 業種以外は合算。

（％）
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（３）地域別承認件数（構成比）

平成 年度（ 月まで）の地域別承認件数（構成比）をみると（図４）、都心が ％で最も高く、

約 割を占めています。次いで城東が ％、副都心が ％となっています。また、多摩が ％

と約 割を占めています。 

地域別承認件数（構成比）の推移をみると（図５）、平成 年度は、都心、副都心が減少した一方

で、城東が増加し、 年ぶりに城東が副都心をわずかながら上回りました。城南、城北も前年度より

増加しています。また、多摩は 年連続で増加し 割台に戻しました。

図５ 地域別承認件数（構成比）の推移（東京、平成 11～30 年度） 

※11 年度は 9 月からの 7 か月間、30 年度は 12 月までの 9 か月間の値。島しょは 1％未満のため非表示。

（％）

年度

図４ 地域別承認件数（構成比）（東京、平成 30 年 4～12 月） 

地域別承認件数（構成比）の推移をみると（図５）、平成 年度は、 副都心が減少

図４ 地域別承認件数（構成比）（東京、平成 30 年 4～12 月）

都心

副都心城東

城西

城南

城北
多摩

島しょ
（％）

※12 月までの 9 か月間の値。承認時の本社所在地（登記）で分類。
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【参考データ】年度別承認件数

（１）承認件数（全体） 

新規承認件数

合計
年度（平成）

 
（２）業種別承認件数 

構成比

製造業

情報通信業

卸売・小売業

その他サービス業

建設業

医療、福祉

飲食店、宿泊業

教育、学習支援業

運輸業

その他（農業・公務他）

合計

業種 合計
年　度　（平成）

 
（３）所在地別承認件数 

構成比

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

境界未定地域

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

武蔵村山市

多摩市

稲城市

羽村市

あきる野市

西東京市

瑞穂町

日の出町

桧原村

奥多摩町

大島町

新島村

小笠原村

年　度　（平成）
合計区市町村

 

（件） 

（件）（構成比は％） 

（件）（構成比は％） 

※いずれも 年度は 月からの か月間、 年度は 月までの か月間の値。承認時の既存事業の業種・本社所在地で分類。 
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あとがき

この経営革新計画事例集は、経済・社会情勢が大きく変化する中で、経営の

革新に果敢にチャレンジし、経営革新優秀賞を受賞された企業６社の取組と、

今まさに経営革新計画により経営向上に取り組まれている企業３７社の状況を

お伺いし、作成したものです。

本事例集に掲載されている企業の計画策定の経緯や課題解決に向けた取組な

どが、これから経営革新計画を策定し、経営向上に取り組もうとする皆様の一

助になればと願っています。

また、本事例集の作成にあたり、取材や原稿作成に多大なご協力をいただき

ました企業の皆様、並びに一般社団法人東京都中小企業診断士協会の中小企業

診断士の皆様に厚くお礼申し上げます。

平成３１年３月

商工部経営支援課長
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＜経営革新計画及び本事例集に関する注意事項＞ 
経営革新計画は、新規事業の経営計画を承認するものであり、計画に記載されてい

る商品やサービス（その性能や効能等）自体を東京都で認定するものではありません。

また、他企業及び個人に対して商取引を推薦するものではありません。 
本事例集への掲載に当たっても、掲載されている商品やサービス（その性能や効能

等）について、東京都が個別の確認や認定を行ったものではありません。 
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