しんきん合同商談会で販路拡大 ・ 新しいビジネス展開へ！
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ラシン株 式 会 社
原直樹社長（向かって左）と武耕太郎氏（右）は大学でのベンチャー
企業論からの仲。ともに見た夢に向かって進んでいます。

商談会を通じ中小企業の
IT化を応援したい
音 声 広告で
実 績 を伸ばす
ラシン株式会社は「挑戦する人や企業を応援するブース

月額制ホームページ制作 BARIYOKA。
西日本新聞社グループとも業務提携しながら中小企業を応援しています。

資金調達の新たな手法
クラウドファンディング
同社の業務のうち、最近伸びている新しい事業がインター

中小企業向けの
月額制ホームページ制作サービス
さらに現在、実績を伸ばしているのが、中小企業をター

ターカンパニー」を理念に、各種広告の企画・発信及び制作

ネット経由で事業資金を募るクラウドファンディングです。

ゲットにした月額制のホームページ制作です。博多弁から

36歳（2020年12月現在）という新進気鋭の実業家。大学時

を行なっており、国内最大のサイト「キャンプファイヤー」

面まで無料で、その後は月額9,800円でサーバーの提供とメ

2015年に創業しました。最初は自身1人だけで営業から制作

のしんきん合同商談会でも、このクラウドファンディング事

の。ホームページは必要だけど大きな費用をかけられない中

れて次第に業績を伸ばし、現在はアルバイトを含め9名の

しい資金調達とプロモーションの方法をPRしました。

ニークな月額制を採用したこのプランはスタート以来好評

移転し、市内の取引先へアクセスしやすい立地を得て、さら

にはなかなか馴染みがない世界。我々は地元の会社なので、

ど、2020年12月現在で契約先は約100社に達しています。

現在中心となっている業務は、ラジオを駆使した音声広告

的な技術やノウハウを持っているところはたくさんあるの

くさんいます。私たちはこれまで培った広告の技術やITのノ

イメージ広告やブランディング広告ではなく「いかにして

商談会では10社以上と商談を行いましたが、そのうち店舗

なっていきたい。今後はホームページ事業を会社の柱にし

果を最大化するための原稿制作で実績を伸ばしています。

の提携が決まり、商談会後は同社主催のセミナーで武氏が講

社にするのが目標です」という原社長。ホームページやITに

制作依頼も絶えないとの事。

資金調達するという事例が続いています。

業務を行なっている広告会社です。代表取締役の原直樹氏は

こちらはディレクターの武耕太郎氏が中心となって事業開発

「BARIYOKA」と名づけられたこの企画は、初回制作費は6

代より会社経営への夢を持ち、広告会社で経験を積んだ後、

と提携して、様々な企業の資金調達を支援しています。今回

ンテナンス、月に5回までの更新を行なっていくというも

までを行なっていましたが、若いアイデアと行動力が認めら

業を前面に出して初出展。信用金庫の取引先等に向けて、新

小企業にとって、非常に魅力ある提案となっています。ユ

会社に成長。2020年にオフィスを福岡市中央区の警固に

｢クラウドファンディングといえば東京が中心で九州の企業

で、福岡ひびき信用金庫の取引先ともマッチングが進むな

に福岡の中小企業をサポートしていく体制を整えています。

きめ細かなコンサルティングができる強みがあります。個性

｢資金は少なくても、光るものを持っている事業者さんはた

で通販会社向けに新規顧客の獲得を支援しています。

で、頑張る企業を全力で応援したいですね」と武氏。

ウハウを生かし、そういった地元の中小企業を支える会社に

人を動かすか？」に特化した反響広告を強みとし、費用対効

デザインと施工を手がける（有）リード・クリエーションと

て、BARIYOKAのユーザーを2年後に3千社、5年後には1万

その評判からクライアントは福岡のみならず、東京からの

師を務めたり、リード社の顧客をクラウドファンディングで

お悩みの方は、ぜひ気軽にご相談ください。

しんきん合同商談会をきっかけに商談先主催の店舗開設セミナーで
講師を務めました。

武氏が講師となって、クラウドファンディングの有効性やリスクを
わかりやすく伝えました。

スタッフは全員が 20〜30 代。無限の伸びしろを感じさせる若者たちです。

和気あいあいの制作ルーム。いち早くペーパーレス化が進んでいます。

■会社名

ラシン株式会社
［福岡ひびき信用金庫千早 支 店 ］

福岡市中央区警固 2-16-26 アークエムズワン 6F
TEL：092-725-5715
HP：https://rashin.jp
ばりよか：https://hp-fukuoka.com
1

2

株式会社

し ん き ん 合 同 商 談 会 事 例 集

バルーンポップジャパン

「驚きとワクワクでびっ
くりする笑顔を地域に広
げたい」という得居裕江
社長。
未知に向かって進む行動
力は探検家のコロンブス
のよう。

商談会をきっかけに
夢のショップが実現

カカオを知るためアフリカや中米を訪問。現地の生産者と交流し、
フェアな取引で産地を守る活動にも目覚めたそうです。

バ ル ーン会社から
チ ョ コレートショップへ
2020年11月、北九州市若松区の学校や住宅地が集まる学

そこでカカオ豆を探して取り寄せ、有り合わせの道具を

商談会をきっかけに
夢のショップが実現
創業＋応援くらぶFUKUOKAを通じて出展申し込みしてお

研地区に、個性的なチョコレートショップがオープンしまし

使って作ってみると、食感はジャリジャリながら、しっかり

り（審査に通り出展料を補助していただきました）、それを

の製造、販売までを一貫して行っていること。「ビーントゥ

すます魅力にとりつかれた得居社長は、勉強を続けるうち広

くださることをお申し出いただいたのです。商談会当日は

ているお店は、九州でもまだ数えるほどしかなく、オープン

士と出会います。佐藤博士の教えを受けて知識や技術は飛躍

思った以上に反響があり、複数の企業から催事等への出展や

行なっているのは、株式会社バルーンポップジャパンの得居

だったのが、チョコレート製造専用の石臼の導入です。これ

にイベント開催が実現し、北九州や山口での催事に定期的に

販促企画を主な社業としていましたが、クラフトチョコレー

臼にカカオ豆を入れて挽くと、チョコレートがトロトロと流

禍でイベントが激減したこともあり、現在はチョコレートの

ある人は少ないと思います。ショコラミルを初めて体験し

することになり、商談会からちょうど1年後に開店すること

｢きっかけは移動中に読んだ機内誌の紹介記事です。興味を

せたら、楽しいワークショップができそうと思いました。地

ゆっくりスタートするつもりでしたが、思った以上に反響が

た。このお店の特徴は、カカオ豆の加工からチョコレートへ

とカカオの香りがするチョコレートができ上がりました。ま

知ったおんしんの担当者さまが、その後弊社のお世話をして

バー（豆から板まで）」と呼ばれるこのスタイルを取り入れ

島大学名誉教授でチョコレート博士の異名を持つ佐藤清隆博

マッチングされた企業を中心にワークショップをPR。すると

以来地域の話題となっています。オーナーとして製造販売を

的に向上し、商品化への夢も広がってきました。特に画期的

商品販売の申し出がありました。中でも井筒屋さんとはすぐ

裕江社長。社名のように以前は風船を用いたイベント装飾や

は佐藤博士が広島の石材店と共同開発した商品で、温めた石

呼んでいたく関係が続いています。

トと出会ったことから新事業の開発を決意。ちょうどコロナ

れ出てくるというもの。大人でも石臼を実際に使ったことの

ショップのオープンを決意。遠賀信用金庫が開業資金を融資

ビジネスを軌道に乗せようと奮闘中です。

て、これは面白い。日本の食文化とチョコレートを組み合わ

ができました。作れる数に限りがあることもあって、最初は

持ったので試しに取り寄せてみると、これまで味わったこと

味な作業工程が、歓声の上がる楽しいパフォーマンスに変わ

あり、製造が追いつかない毎日が続いています。

｢おかげさまで地域の皆さんにクラフトチョコレートの世界

りました。

がついて、自分で作ってみたくなりました」

になります。簡単に売れるとは思わなかったので、まずはこ

くさんあるので、これからも信金さんと一緒に進んでいこう

物志向の個人や健康・食文化に関心が高い企業向けにプロ

新しい世界を発見したようです。

｢クラフトチョコは製造に手間がかかるのでどうしても高価

を紹介する場所ができました。しかしまだやりたいことはた

の工程を見せるワークショップをメニュー化して、それを本

と思います」と目を輝かせる得居社長。コロンブスのように

モーションしようと思いました」

チョコレート製造用というよりも︑カカオ専用石臼として開発︑製造されました︒
合同商談会でも︑終日ブース前で石臼を回し続け︑カカオの香りや珍しさで多く
の人が足を止めてくださいました︒

原料のカカオ豆。発酵、乾燥、焙煎、粉砕、精錬など
たくさんの工程を経てチョコレートになります。

お店の名前はチョコロンブスと命名。
ヨーロッパにカカオを持ち帰ったコロンブスにならい、
世界中のカカオの魅力を紹介しています。

手応えを感じた得居社長は、夢見ていたチョコレート

がない複雑で深い香りと甘みにびっくり。そして食べている
時に感じたのは、なんだか優雅で幸せな気持ち。好奇心に火

3

チョコが溢れ出る
魔法のような石臼

6 つの産地から送られてくる豆の種類によって、甘み、苦味、香りなどの
違いやストーリーが楽しめるのがクラフトチョコの魅力です。

■会社名

株式会社バルーンポップジャパン
［遠賀信用金庫医大前支店 ］

福岡県北九州市若松区小敷ひびきの2-2-10
TEL：093-742-5406
チョコロンブス HP：https://chocolumbus.com
バルーンポップジャパン HP：http://balloon-pop.co.jp
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し ん き ん 合 同 商 談 会 事 例 集

無添加住宅の良さを
熱く語る中田社長。
ランニングや渓流釣りが
趣味という
根っからの自然派です。

商談会は視野を
大きく広げる機会

天然石の屋根材。重さが心配ですが実際は瓦よりも軽く、
隙間を空気が通るので熱気もこもりません。

理 想 を求め出会った
ケ ミ カルフリー住宅。
福岡市から飯塚市に至る国道201号沿いに、「無添加住

信じた道を一歩ずつ進む。
無添加住宅が目指しているのは、いわば昔の日本家屋のよ

商談会で出会った
求めていた木材。
ショールームのオープンから1年が過ぎた頃には待望の新

宅」の看板を掲げた住宅ショールームがあります。食品など

うな家。化学建材や有害な接着剤を一切使用せずに、外壁と

築依頼を受け、2019年に初めての無添加住宅が完成しまし

いうことでしょうか。

化コルクを用いるなど、天然素材だけで作られている家で

エアコンを使わないで済むくらい、調湿・定温効果も感じて

素材を使って建てる家。シックハウス症候群とは無縁の、住

め。反面、昨今のほとんどの住宅ではどうしても有害物質に

の中田光治社長です。

人が後を絶たないのです。

と。それまでずっと建設業に携わってきた中で、自身がシッ

るというイメージがあり、言葉でどれほど健康やコスト面の

工法を切り捨てていく業界の方向に疑問を感じたことから、

た。そこで実際に建材や施工状況を見ていただけるよう、2

お客さんにも自信を持ってお勧めできます。商談会で山口製

に出会ったのが、兵庫県に本拠を置く（株）無添加住宅とい

を持つ人や健康志向の人から、少しずつ相談が入るようにな

成果を喜ぶ中田社長。この他にも幟旗や畳、住宅模型など、

しずつ見え始めていた理想が、はっきりと形になっていまし

多い寝室やリビングのリフォーム工事です。無添加の漆喰な

る機会になりました。

い同社との間で思惑が一致。会社の株式化と同時に、代理店

体調が戻ったという声が届くようになりました。

社長。住む人の健康を願いながら、これからもコツコツ地道

ではよく目にする「無添加」ですが、住宅で無添加とはどう

内壁は漆喰、床やドアなどの建具は無垢の木材、断熱材は炭

た。施主さんからは完成後に「何より空気感が気持ちいい。

｢体に有害な化学建材や接着剤を一切使わず、厳選した天然

す。そこまでこだわる理由は、ひとえに住む人の健康のた

います」と大きな満足をいただいています。

む人が笑顔になれる家です」と胸を張るのは、株式会社心笑

触れてしまうため、住み始めて数年のうちに、不調を訴える

いを通じて供給されたものでした。取引先は八女市の山口製

中田社長が無添加住宅の看板を掲げたのは2016年のこ

しかし、世間では大手の宣伝する家こそ最先端で信頼でき

その現場で使われた木材は、しんきん合同商談会での出会

材所。自然乾燥の無垢材を得意とする同社は、ずっと中田社
長が探していたパートナーでした。

｢現在主流の木材は、機械乾燥によって防虫性や粘り強さが

クハウス性のアレルギーを経験したことや、自然素材や伝統

有利をアピールしても、なかなか伝わらない日々が続きまし

失われているんです。自然乾燥ですとそんな心配が無く、

本当に自分が納得できる建築を模索していました。そんな時

年前にショールームを開設。PRを始めたところ、体調に不安

材所と出会えたことでも、商談会に出た価値がありました｣と

う会社です。同社の健康を最重視した家には、それまでに少

りました。そこでまずお勧めしたのは、長時間過ごすことの

様々な物づくり会社と商談を行い、自身の視野を大きく広げ

た。早速連絡をとったところ、人に優しい家を全国に広めた

どで仕上げたところ、空気が浄化されて過ごしやすくなり、

｢いつかは無添加住宅だけの街を作りたい」と夢を描く中田

契約を結んで業務を始めました。

室内の壁は空気浄化・調湿・殺菌などの作用がある天然漆喰。
明るく過ごしやすいリビングが生まれました。

に、目の前のお客様の依頼に応えていきます。

無添加住宅を前面に出したショールーム。飯塚信用金庫宮田支店も資金面をサポートしました。

記念すべき第 1 棟目の無添加住宅。シンプルなデザインですが、
漆喰壁独特の表情は他の家には無い個性です。

弊社はＷ断熱を採用しておりその外張り断熱材には炭化コルクを使用。
調湿・防振・吸音・耐火・防腐性に優れています。

■会社名

株式会社 心笑

［飯塚信用金庫宮田支店］
【本社】

福岡県宮若市竜徳 1479-1
TEL：0949-32-0583
【ショールーム】

福岡県飯塚市横田 861-4
TEL：0948-43-4667
HP：mutenka-kokoroe.com
5
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株式会社

カネタニ

し ん き ん 合 同 商 談 会 事 例 集

商談会を経験して
意識が変わった
4 代目を務める
金谷正永社長。
創業家に受け継がれる
経営理念をモットーに、
難しい時代の会社経営を
指揮しています。

商談会は「どちらも信金が
バックにいるので」安心して
取引ができる
海外にも出荷する
トラックの総合商社
株式会社カネタニは、新車・中古車のトラック車体販売を

｢出展して何より良かったのは、改めて外に目を向けるこ

との大切さに気づけたこと。様々な企業さんの熱意に触れ
て、視野が広がったような気がします」と語るのは業務部長

の星山さん。初代社長金谷相台氏の長女で、ずっと会社を
支えてきた方です。今回の商談会では木工のノベルティグッ

ズを作るK商会（大川市）を知り、その後の商談を通じ、
トラック納車の際に差し上げる記念品の発注に至りました。
また、熊本の製菓会社さんとも商談を行い、年始に得意客へ

初めての出展から
トラックの納入が成立
そんな同社の事業を長年支え続けているのが筑後信用金庫。

挨拶回りをする際に持参する紅白餅を、社名入りで作ってい

ただくことになりました。｢いずれも小さな変化ですが、それ
まで漫然とやっていたことを変えるきっかけになりました。
日常の業務を少しずつ改善することが会社の発展に繋がりま
すので、次の商談会にも是非出させていただいて、いろいろ

中心に、解体及び中古部品の販売など、トラック事業全般を

今回のしんきん合同商談会にも出展を勧め、事前にマッチング

な企業さんのお仕事を知りたいと思います」

ター、トラック用品店を構える他、関東にも販売拠点があ

あって、今回の商談会ではレストア車の販売などを行っているM

ル業務やオークションの開催など、新しいことに次々に挑戦

大型車から10数万円の中古車まで、販売先は日本各地から遠

の納入に結びつきました。

からもお客様と共に成長を続けていきます。

代表取締役を務める金谷正永社長の祖父が解体業から会社を

回って探すのでキャリアカーが必要なのですが、1台積みより効

｢もちろんずっと順風満帆というわけではなく、山あり谷あ

ブースに伺ったのですが、その後はスムーズに商談がまとまりま

行っている会社です。鳥栖市内に本社とトラック販売セン

商談を準備するなど、事業拡大の応援を行いました。その甲斐

り、現在の販売台数は毎月100台以上。2,000万円以上する

社
（北九州市）
との商談が成立。700万円以上する車載トラック

くは中東など海外まで及んでいます。創業は昭和28年。現在
立ち上げ、トラック物流の発展とともに成長してきました。

率が良い2台積みを探されていました。商談会ではこちらから

した。
トラックは高額な機械商品なので信頼関係が一番大事な

る業界ですし、在庫額も大きいので、油断すると一気に傾い

でしたので、安心してお取引ができたと思います」

年近い歴史の中で培ってきたお客様との信頼関係と、会社を

も会場で佐賀商業高校の生徒さんからインタビューを受けた

ですが、動かすのは人なので、人づくりが一番大切だと考え

とから、カネタニ本社前にあるトラック用品販売店
「サントス」
に

てしまいます。そんな中でも当社を続けてこられたのは、70
支えてくれる優秀な社員たちのおかげです。モノを扱う事業
ています」

し続けている同社は、地域の物流を支える企業として、これ

「M社さんはマニアックな中古車を得意とする会社。全国を

りの道のりだったようです。私が代表に就いてすぐの頃にも
大きな危機がありました。景気や社会状況に大きく左右され

トラック用品販売店のオープンや部品倉庫の新設、レンタ

広い本社敷地内にはパーツセンターやトラックの保管スペースがあり、
トラックに関する様々な業務を行っています。

向かって右から金谷社長・中島営業部長・星山業務部長・徳山総務部長。
グループ全体で約 60 人の従業員をまとめています。

のですが、
しんきん合同商談会はお互いに信用金庫の顧客同士

お話いただいたのは、今回の出展を担当した中島部長。他に

際、同校が開発したレトルトカレー
「極星」
があることを知ったこ

も商品を並べて販売することにつながりました。

鳥栖市の「九州トラックセンター」。たくさんの車から見て選べる会場は九州でも限られています。

エンジンやミッションなどの中古部品が整然と並べられた倉庫。
よく整備された部品は全国から引き合いがあります。

本社前に開店したトラック用品販売店「サントス」。
休憩室やシャワー室も備え、
各地から集まるドライバーの癒しスポットになっています。

■会社名

株式会社 カネタニ
［筑後信用金庫本店営業部 ］

佐賀県鳥栖市高田町 22 番地
TEL：0942-85-8860
HP：https://www.kanetani.co.jp
Instagram：①株式会社カネタニ
②トラックＯａｓｉｓサントス
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有限会社

古賀商会

し ん き ん 合 同 商 談 会 事 例 集
今回の商談会を経て商品 化され
た（株）カネタニの納車ノベルティ。
お祝い升とお守りにレーザー加工
が施されています。
柔軟な発想と行動力で会社
を率いる古賀社長。弱い立
場の人たちを思いやる優し
い心が伝わってきました。

新分野に挑むため
商談会に初出展
障碍者と共に歩む
家族三代の木工所
木工のまち大川市にある古賀商会は、主に瓦サンギ（屋根

新分野に挑むため
商談会に初出展
しかし、障害者自立支援法が制定されると、営利企業の障

新しい出会いに
可能性を確信
初めての出展はまさに手探り状態。事前にマッチングの

瓦の下地となる木枠）やふすま、木杭などの販売を行ってい

碍者の雇用と障碍者のための寮での生活において様々な支障

あった企業のほか、ブースに並ぶ商材に目を留めていただい

う商材のほとんどが障碍を持つ人たちが作ったものであるこ

り分社化し、古賀商会は販売・営業・企画のみに特化。製造

が、トラック販売会社「カネタニ」の納車祝いノベルティで

わっています。

仕組みを作りました。また生活の場としてNPO「ボクらの

が嬉しい。思いもしなかった業界の方と出会えるのがこの商

やがて高度成長期の人手不足の折に、当時の職安の紹介で知

り中小企業経営革新支援事業の承認も受けることができまし

タイルのきっかけでした。最初は関係づくりや環境づくりに

こうして同社は障碍者の方たちとともに歩んできました

コード」です。これは富士通(株)の開放特許技術でライセン

社業は成長し、雇用者の数も増えていきました。そこで82年

変わる商材と、当社で長年勤めている障碍者も高齢を迎え、

マッチングを行いました。これを用いることで、木工製品の

まで提供することにしました。

います。そんな中で古賀社長が可能性を感じたのが、木材に

露宴動画や商品紹介などを組み込むことが可能となり、同社

緒にいるとたくさんのことを教わりますよ」と話す古賀社

を活用して設備を導入し、試作と営業開拓を開始しました。

障碍者雇用促進と職業的自立の貢献に対して感謝状を授与さ

を受けたのはちょうどその頃のこと。レーザー加工機は企業

した。

は企業向けに様々なサンプルを展示し、PRを行いました。

る商社です。同社の経営スタイルが他社と違う点は、取り扱

が出るようになってきました。このため製造と販売を12年よ

た企業と積極的に対話を行いました。その結果まとまったの

と。それには古賀等社長とその父、祖父三代に渡る思いが関

部門は就労継続支援Ａ型事業所「ボクらの仕事場」が請負う

す。「加工技術の高さを評価いただき、結果につながったの

古賀商会の始まりは1953年に祖父が始めた製材所から。

家」を設立。こうした取り組みが評価され、14年に福岡県よ

談会の良さですね」と古賀社長。

的障碍を持つ人を住み込みで雇用したのが、今に至る経営ス

た。

やカードの情報を読み取ると、データや映像が現れる「FP

様々な苦労があったものの、ハンディを持つ人たちとともに

が、近年は瓦やふすまを使う家が減ってきたため、それらに

ス契約によって福岡・佐賀・長崎の信用金庫が中小企業との

に障碍者のための社員寮を建て、働く場所とともに住む場所

体に負担のかからない作業を見つけ出すことが課題となって

台紙・名刺などの紙・カードパンフレットなどに結婚式の披

｢一般の方よりも根気があり、明るくて優しい人ばかり。一

精密彫刻を施すレーザー加工機です。そこで2年前に補助金

の商材の可能性が大きく広がることが期待できます。

長。やがて雇用者数が従業員の半分以上となり、福岡県より
れたことにより福祉関係者の間で注目を集める存在となりま

大川信用金庫本店からしんきん合同商談会への出展の誘い

のノベルティなどの少量・多品種生産が可能なため、会場で

大川の木工製品に精密レーザー彫刻が加わり、優しく温かみのある
ノベルティが生まれました。

今回レーザー加工と同時にPRを行ったのが、スマホで写真

｢商談会をきっかけに主力商品切り替えの目処が立ってきま

した。他に商談した企業とも話が進んでいますし、次回も是
非参加します」という古賀社長。これからも障碍者と健常者
が支え合いながら、明るい未来を切り開いて行きます。

瓦サンギを作る製作スタッフと古賀社長。ともに家族のように支え合い、強い絆で結ばれています。

商品デザインや加工機のプログラムを担当するチーフデザイナーの
乗冨謙治さん。障碍者が不得手な仕事は健常者が行います。

恋木神社で人気のお守りを作る製作スタッフ。
健常者に勝る集中力で、根気のいる仕事を黙々とこなしています。

■会社名

有限会社 古賀商会
［大川信用金庫本店営業部］

福岡県大川市大字津 472-4
TEL：0944-87-7010
HP：https://www.aiwood2020.com/
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株式会社

し ん き ん 合 同 商 談 会 事 例 集

柳川海苔本舗
祖父から数えて三代目の
吉原弘史社長。長年鍛え
た目と舌で、海苔の品質
を瞬時に見極める技能は
誰にも負けません。

顧客の多様化を狙い
商談会に初出展

今回の合同商談会で通販会社に採用された有明海苔の 6 本セット。
焼・味付・塩の 3 種が 2 本ずつ入ったお得な内容です。

美 味 しい有明海苔を
柳 川 から全国へ
海苔はお米によく合う食材として、昔から日本人に愛され

顧客の多様化を狙い
合同商談会に初出展
同社の商品はこれまで和食店・寿司店・居酒屋など業務用

品質と対応力で
広がるお取引
同社の強みは、質の高い海苔を見極める確かな目と、細か

てきました。家庭での消費が減った昨今でも、コンビニのお

が多く、北海道から沖縄まで全国の料理人から高い評価を得

なオーダーにも応えることができる生産能力です。品質を保

す。そんな海苔の国内最大の産地は福岡・佐賀・長崎・熊本

食事用海苔を作るなど、幅広いニーズに細かく対応できるの

から保管する保存法を実施。製品加工時に再び焼きを施すな

養分など生育環境が最適なため、国内出荷量のうちの約半分

「最近は一般消費者向けの営業にも力を入れ始めたところ

なこだわりが地元からも高い評価を受けて、柳川市のブラン

海苔の漁期は11月中旬から3月終わり頃まで。収穫された

な時に大牟田柳川信用金庫さんからしんきん合同商談会にお

定品に選ばれました。市内のアンテナショップでの展開や大

行われます。海苔製造各社はそこで原料の海苔を買い入れ、

させていただくことにしました」と話す吉原社長。沖端支店

ひとつとなりつつあります。

にぎりや外食産業、贈答品などとして安定した需要がありま

ていました。他にはホテルや旅館、飲食店、ゴルフ場などの

つため仕入れた海苔はすぐに火入れを行い、水分を飛ばして

の4県にまたがる有明海。遠浅で潮の干満が大きく、温度や

が特徴です。

ど、海苔本来の風味と味を活かす製法を行っています。そん

を占めています（2020年度／全漁連、全海苔漁連調べ）。

で、贈答用の焼海苔や味付海苔などを増やしています。そん

ド推進協議会より「一番摘み味付のり」が柳川ブランドの認

海苔は各県の漁業組合連合会に集められ、定期的に入札会が

誘いいただいたので、お取引が広がればと思い、初めて出展

手百貨店のギフトにも選ばれるなど、今や同社の看板商品の

自社の工場で加工して問屋や小売業者に出荷するという仕組

とは先代の頃からのお付き合いが続いています。

みになっています。

合同商談会では福岡の総合通販会社（株）はぴねすくらぶ

水郷・柳川の郊外に建つ本社工場。全部で 35 人の社員により、
年間を通じて海苔の加工を行い、日本全国のほかアジアにも出荷しています。

｢最近は外国から安い海苔が入ってきて、国産海苔を取り巻

く状況は厳しくなっていますが、当社が競争できるのは品質

株式会社柳川海苔本舗は、柳川市郊外に本社を構える海苔

と商談を行い、成約に至りました。3種6本のセットがカタロ

や美味しさの部分。そこをしっかり守りながら、時代に合っ

ですが、有明海に面して水産業が盛んで、海苔製造の会社も

います。他にも通販会社への納入が決まったほか、乾燥農産

地道な努力により今では商品アイテムは約50種に増えて、

養殖技術の進歩とともに発展し、現在は年に数億枚もの海苔

になりました。コロナの影響で業務用ニーズが大きく落ち込

の加工・製造会社。柳川といえば川下りで知られる観光都市

グとネットに掲載されて、その後も順調にオーダーが入って

た商品を展開していこうと思います」

大小10社ほどあります。同社の創業は昭和30年。有明海の

加工品が得意な会社との商談も行い、材料の納入を行うこと

香港やシンガポールなど海外との取引も広がっています。コ

を扱う地域中核企業となっています。

む中、これまで取引が無かった顧客の開拓は、同社にとって

大牟田柳川信用金庫はこれからも支え、応援していきます。

ロナ禍を乗り越えながら、新たな顧客獲得を目指す同社を、

明るい希望となっています。

クリーンな工場内では、様々な種類の海苔が、厳重に管理された機械で次々に焼かれていました。

製造中の味付海苔。醤油や昆布、いりこなどをブレンドした
秘伝のタレを使い、根強いファンも多い商品です。

「柳川ブランド」認定を受けた味付海苔と、
姉妹品の塩海苔・焼海苔。
いずれも秋に獲れる一番摘みの海苔を贅沢に使用しています。

■会社名

株式会社 柳川海苔本舗
［大牟田柳川信用金庫沖端支 店 ］

福岡県柳川市田脇 337-1
TEL：0944-72-6522
HP：https://yanagawanori.co.jp
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めぐみ の 里

し ん き ん 合 同 商 談 会 事 例 集

まっすぐな人柄で地域の
信頼も厚い宮﨑能秀代表。
佐賀県中小企業家同友会では
支部長も務めています。

商談会で自然志向が一致し、
無添加酢を導入。

宮﨑代表が作った無農薬のお米。しっとりもちもちの食感と、
甘みが強く、濃い食味が好評です。

母 の 思いが詰まった店を
こ の ままにはできない。

地域の農業を守るため、
米づくりに参入。

唐津市西部の県道沿いに、個人経営の農産物直売所があり

経営者となり、地域の農家と接する中で実感したのは、農

商談会のご縁で仕入れた
無添加の醸造酢が評判に。
そんな中で始まったのが、同じように地域に根ざして活動

業を取り巻く様々な問題です。とりわけ、高齢化による後継

している唐津信用金庫町田支店とのお付き合いです。しんき

かり。この店を作ったのは地元に住む宮﨑數世さん。「安全

が減る一方だという危機感を持っていました。そこで昨年よ

（株）庄分酢さんとの商談をマッチングしました。その結

教師を早期退職し、地元農家の力を借りて経営を始めまし

いた農家が、20年間続けた無農薬の米づくりをやめると聞い

製法と、めぐみの里の方向性がマッチし、商談は無事に成

ます。一見普通の直売店ですが、並んでいるのは無農薬の野
菜や果物、無添加の調味料や加工品など、健康志向の商品ば

者不足は深刻で、このままでは店に品物を出してくれる農家

ん合同商談会では、福岡県大川市で醸造酢を製造している

でおいしい農産物を地域に届けたい」という思いから、高校

り始めたのが、自身での農業参入です。納入していただいて

果、先方の九州産米や果実などの原材料にこだわった無添加

て、迷わず引き継ぐことを申し出ました。

立。販売開始後はお客さんからも「おいしい」と評判が良

かず よ

よしひで

た。現在の経営者は息子の宮﨑能秀氏ですが、そのまま引き
継いだわけではなかったそうです。

農業も稲作も初めての挑戦でしたが、自衛隊で鍛えた体力

く、今後の取引量も増えていきそうです。

母の起こした直売所を継いで約12年、健康志向に絞った店

｢自分で飲食店など商売をやりたいと思っていたので、まず

と経験が役に立ち、春から3ヘクタールの水田に稲を植え付

唐津に帰るタイミングで、母から『店を任せていた人が辞め

調整や草刈りに奔走する日々。プロでも難しい無農薬栽培を

きり見えてきました。一方でネット販売の拡充や、店舗の立

始めた時期だったので、チャンスかもしれないと思い、挑戦

きました。

らない課題がたくさんありますが、悩んだ時は所属する佐賀

継いだ直後の店は商品が少なくて活気がなく、接客もいい

食感で味も濃く、おいしい」と好評で、一般の米よりやや高

乗ってくれる友人も増えました。来年はさらに2ヘクタール

指導し、商品を無農薬や有機栽培の野菜に絞っていくと、少

歩ですが、無農薬の田を守ることができました。これからも

表。地域に貢献するその活動を、唐津信用金庫も資金面ほか

きになっていきました。

き方向が見えてきました。

資金作りのため自衛隊に入りました。5年間勤めて除隊し、

けました。その後は先輩農家たちの指導を仰ぎながら、水の

の充実と、地域農業を支えていくという2つの方向性がはっ

る』と聞いたんです。ちょうど食事や健康の大切さに気づき

なんとかやり切って、秋には9トンの米を収穫することがで

地や面積などの問題、利益率の改善など、解決しなければな

食べてみると食味は上々。お客さんからも「もちもちした

県中小企業家同友会や若手農家グループの仲間など、相談に

加減で経営はジリ貧でしたが、品数を増やして丁寧な接客を

めの値段にもかかわらず、売れ行きも好調です。「小さな一

の耕地を引き受けるなど、ますます忙しくなりそうな宮﨑代

しずつ健康志向のお客さんが集まるようになり、経営も上向

唐津の農業を守る活動を続けていきたいですね」と、進むべ

様々なサポートで応援していきます。

することにしました」

しんきん合同商談会が縁で販売が始まった「庄分酢」さんの商品。
味がついている「美味酢」はそのままドレッシングにも使えます。

長年地域の人に愛されてきた直売所。良い品物が揃っていることで定評があります。

昨年から取り組んだ米づくり。初めての農業でしたが、
自衛隊で機械を扱った経験が役に立ちました。
季節の農産物や花、調味料や加工品など、厳しい目でセレクトした
商品でいっぱいの店内。

■会社名

めぐみの里
［唐津信用金庫町田支店］

佐賀県唐津市神田2266-7
TEL：0955-75-5453
HP：shop-megumi.com
通販サイト：shopmegumi.base.ec
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株式会社

し ん き ん 合 同 商 談 会 事 例 集

グリーンテクノ2 1
現在の主力商品であるラ
イン材「ガイアフィール
ド ラ イ ン」。国 際 的 な
CO2 削減の流れを受けて
ますます需要が高まって
います。

商談会でも先進性が注目の的に
白 さ を生かし
学 校 の白線に変身

営業部門を担う白水本部長。
若いアイデアで持続可能な
社会づくりに貢献しています。

私たちが普段口にする菓子やアイスクリーム、マヨネーズ

球技などに用いられる滑り止めのロジンバック。
天然成分ゆえの安心感がスポーツの現場でも好評です。

などの主原料は鶏卵。安価で栄養豊富な食材として活用され

る一方で、毎年約20万トンもの殻が排出され、そのほとんど
が廃棄物として焼却・埋め立て処分されています。この社会

合同商談会でも
先進性が注目の的に

問題を解決しながら優れた商品を開発しているのが、佐賀市

にあるグリーンテクノ21です。創業は2003年。代表である
下浩史社長が、菓子メーカーの工場を訪れた際、卵の殻が大

今回のしんきん合同商談会では、同社の様々な商品を展

量に廃棄されているのを見て「もったいない。これで何かビ
ジネスはできないか」と思ったのがきっかけでした。

示・紹介しながら、卵殻の持つ機能や効果をPRしました。そ

校などグラウンドの白線引きに使うライン材でした。「機械

リア資材を扱う会社様です。卵殻から作ったライン材や有機

末にすることに成功しました。これまでのライン石灰と違

の納入が決まりました。どちらの商品も従来の石灰に代わる

削減することができます」

のため有機石灰は園芸人気の上昇に伴って、今後ますます成

そこで数年間に渡り研究を進めた結果生まれた商品が、学

の結果商談がまとまった相手先のひとつが、園芸やエクステ

メーカーと粉砕機を共同開発して、殻をミクロン単位の微粉

石灰に興味を持たれて商談が進み、大手ホームセンター等へ

い、製造工程で化石燃料を使わないのでCO2排出量を80％

もので、アミノ酸が生育を促進する効果を持っています。そ
長が期待される商品と考えています。

そう説明していただいたのは、営業本部長の白水氏。新し

園 芸 用 の 有 機 石 灰。天
然素材なので鉱物性石
灰を使うことに抵抗が
ある人にも好評です。

また飯塚市でスポーツ施設を運営する会社様との商談で

い分野に挑戦する同社に魅力を感じてIT大手から転職し、現

は、クライミング用チョークの新製品の注文を頂きました。

在では営業や商談を任されています。

グリップ力があり皮膚に優しく、ユーザーにも好評のようです。

｢他にも壁紙を大手ハウスメーカーさんと商談するなど、た

くさんの機会をいただきました。様々な企業さんにお会いす

安 全でエコな商品を
次 々に開発中

ることで、アイデアもたくさんいただけるし、とても勉強に

なりました」と白水本部長。時代に求められる商品づくり
で、ますますの発展が期待される企業です。

自然な白さを生かして作った商品でしたが、思わぬ効果も

生まれました。従来品の石灰はアルカリが強く、土壌や芝を
傷めることがありましたが、同社のライン材を使うと卵殻膜

に含まれるアミノ酸が養分となり、冬になってもラインを引

いた箇所が青く茂る結果につながったそうです。石灰材と違っ
て長期保管でも固まりにくく、生物由来ゆえ安 全 性が 高いた
め、全国各地の教育現場で歓迎され、これまで保育園から大
学まで約3,650校が使用しています。

次に同社が開発したのは野球などで使われる滑り止めのロ

ジンバックです。従来品は炭酸マグネシウム等が主成分でし
たが、多孔質の卵殻を使うことにより、適度な摩擦と湿気を

■会社名

品メーカー各社に採用され、現在は国内シェアの約70％を占

株式会社グリーンテクノ 21

吸う効果が生まれました。営業活動の甲斐あって大手野球用
めるまでになっています。

［九州ひぜん信用金庫山内 支 店 ］

その他にも同社では、白チョーク、表面に卵殻粉を塗布し

た機能性壁紙、園芸用の有機石灰、漂白洗浄剤などを次々に
開発。最近では卵殻をプラスチックやゴム、紙に配合する原
料としての提案を強化しており、その応用範囲は様々な分野
に及んでいます。

15

CO2 削減に貢献し、土壌にダメージを与えないライン材。「生徒たちの環境教育
にも役立つ」との声も届いています。

スポーツをする人に好評の洗剤。
天然のアルカリ成分と活性酸素が強い洗浄力を発揮。
環境に優しい商品です。

佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久 1539-1
TEL：0952-30-0702
HP：http://green-21.com
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IPC（九州豊穣倶楽部グループ）

し ん き ん 合 同 商 談 会 事 例 集

グループ 2 社の代表を
務める深川剛社長。
自社だけでなく、
農家や協力者と共に
発展していくことを
目指しています。

商談会をきっかけに
新商品を開発中

現在の主力商品となっている発酵黒にんにく。OEM 供給のほか、
伊万里市内の直売所などでも販売されています。

健 康食 品として
に んに くに着目
伊万里市郊外にある九州豊穣倶楽部グループは、主に農産

製法と原料にこだわった
黒にんにくがヒット
にんにく加工品を作る会社の多くが原料に低コストの輸入

商談会をきっかけに
新商品を開発中。
黒にんにくを中心とした商品群は、現在様々な会社や商店

物と農産加工品の生産・製造を行う会社IPC（Imari

品を使っているのに対し、同社では地元伊万里を中心とした

に供給していますが、さらなる販路拡大を目指して、しんき

穣倶楽部（株）の2社から成り、どちらも深川剛氏が代表を

夫で栄養が増す露地栽培にもこだわっています。製造過程で

では、同じ伊万里で磁器の販売を行っている伊万里商会と商

深川社長が伊万里信用金庫の創業支援を受けてIPCの事業

社は20日〜30日前後）。完熟後もさらに高温で2週間の追

鉢に黒にんにくを入れたコラボ商品が、伊万里市のふるさと

む中で、健康づくりに役立つ「スプラウトにんにく」に着目

作り上げました。食べた人からは「毎日元気で調子がいい」

た。にんにくを特殊な環境で発芽させて作るスプラウトにん

り、現在は新型コロナウィルスに対する免疫力の向上も期待

数時間で消えるという商品。発売後は高級レストランやスー

一方で深川社長は、協力してくれる農家の所得向上を図る

Powerful Company）と、それらの販売を行う商社・九州豊

国産にんにくだけを使用。温暖な九州に合う品種を選び、丈

ん合同商談会にもこれまで2度出展しました。前回の商談会

務めています。

は専用設備を駆使して40日間の長期低温熟成製法を採用（他

談を行い、共同での商品開発に成功。現在は伊万里商会の小

を起したのは2015年。それまで様々な職業分野で経験を積

熟・乾燥を行って、クセがなく、栄養価の高い黒にんにくを

納税返礼品にも採用されています。

し、地元伊万里の農家と提携して商品化をスタートしまし

「病後の体調がみるみる良くなった」などの声が届いてお

蜂蜜を作る会社との商品企画や、飲料メーカーとの新ドリン

にくは、通常のにんにくよりも栄養価が高く、食後の匂いも

されています。

や農産加工原料に強い自社の特徴を生かし、事業展開に役立

パーなどに販路が広がり、順調にスタートを切ることができ

ため、効率的なにんにく栽培法の指導や、あらかじめ買取り

ました。

今回の商談会でも様々な企業との商談を行い、現在は国産

ク開発の企画など、複数のプロジェクトが進行中。OEM供給
てています。

｢商談会は視野を広げる良い機会になりますね。にんにく以

価格を決めての栽培契約、遊休農地の再開発などにも力を入

外にも、売り出したい商品はまだたくさんあるので、今後は

｢にんにくは上手に作れば少ない面積で効率よく収量を上げ

けでなく、農家も含めたグループ全体で、伊万里地域の力と

当社が販路を確保して全量買取りを続けることで、お世話に

長。地域の総合力を売る企業として、これからも生産者と共

れています。

それらをどれだけ市場に出せるかが課題です。当社の商品だ

特殊な環境下で発酵・熟成させて作る黒にんにくは、生食よ

ることができ、地域の農業を支える可能性を秘めています。

して評価されるようになれば一番いいですね」と話す深川社

誰でも食べやすい健康食品です。

なっている地元の役に立ちたいと思っています」

に歩み続けていきます。

手応えを感じた深川社長が次に注目したのが、現在同社の

主力商品になっている「発酵熟成黒にんにく」。にんにくを
りも栄養価がさらにアップする上、刺激や匂いが軽減されて

スプラウトにんにくを乾燥したチップや、菊芋パウダー、
アスパラパウダーなど、健康をテーマにしたオリジナル商品を展開中です。

独自の製法で作られる九州産発酵熟成黒にんにく。契約農家と一緒に、信頼される品質を保っています。

九州の気候に合う「嘉定種」のにんにくを契約農家にて栽培。
肥料や育て方も指導し、農家の所得向上にも貢献しています。

新規就農者にイタリア原産ミニトマトの栽培を依頼。
生産に専念してもらうことで、生産者支援を行っています。

■会社名

IPC（九州豊穣倶楽部グループ）
［伊万里信用金庫南支店］

佐賀県伊万里市立花町 854-1
TEL：0955-25-8159
HP：www.ipc-imari.jp
Facebook：IPC 伊万里パワフルカンパニー
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株式会社

勝 手 かつて

し ん き ん 合 同 商 談 会 事 例 集

商談会を通じて
コラボ商品を開発。
父が創業した畳店を大きく
成長させた勝手孝英社長。
趣味のバイクツーリングを
社員と一緒に楽しむなど、
気さくで親しみやすい人柄
です。

商談会マッチングから
コラボ商品を企画

たちばな信用金庫西大村支店とは、5年前に勝手社長が就

任した頃からお付き合いが始まり、現在ではメインバンクと
して、融資や預金のほか、ものづくり補助金の手続きなど、
親密な関係が続いています。しんきん合同商談会へも毎回参
加しており、以前のマッチングでは保育用品の販売を行う会
社との商談が成立。オーダーに応えて児童の体に優しいクッ
ション畳を製作し、今では毎年相当額のお取引がある得意先
となっています。

職 人か ら営業マンへ、
会 社全 体の意識を改革。
長崎県大村市に本社を構える株式会社勝手は、畳施工を中

心に、建具や床、壁など内装工事全般を手掛けている会社で

全員の技能を高め、
畳店から建設会社へ。
こうして従業員全体の意識が変わっていった結果、現在で

は男性スタッフ全員が畳製作技能士の資格を取得。それぞれ

す。長崎市内にも支店を持ち、従業員は現在18名。毎日5台

が現場の近所を回ってチラシを配ったり、SNSで実績紹介を

場をこなしています。一方で一般住宅での畳敷き面積は減少

タッフも活発にアイデアを出すようになり、畳を使った小物

す。しかしそんな逆風の中でも、同社は現在も売上が上昇中

献しています。

た。

の9割は畳表の張り替え加工という状況。地域のお客さんに

すね。行動力も人柄も素晴らしいスタッフばかりで、お客様

います。そうした状況に対応すべく、同社では洋間にマッチ

トラブルが多発。離職者も絶えなかったのですが、私が会社

えにくい防炎畳などを展開。時代のニーズを掴んだ商品を提

の配送車に分かれて県内各地を回り、日に平均10件以上の現

したりするなど、積極的に動くようになりました。女性ス

の一途を辿っており、新築では畳が全く無い家も増えていま

などを次々に開発。メディアにも紹介されて会社のPRにも貢

とのこと。成長の秘訣は何なのか、勝手社長にお聞きしまし

現在の本店の畳工事の内訳は、個人客が9割で、さらにそ

｢当社が他社と違う点は、何よりも社員一人一人の人間力で

支持されている一方で、やはり畳施工枚数は年々減ってきて

の評判も上々です。以前は職人意識ばかり強くて、現場では

した縁なし畳や琉球畳、丈夫でカビや虫に強い和紙の畳、燃

を継いでからはそんな体質を変えなくてはと思い、まず顧客

案し続けています。

ら、自主性や個性を尊重し、長所を伸ばすやり方に変えてい

ン、水回りなどの内装工事に力を入れ、ほとんどを自社でこ

PRする営業マンの意識になっていると思います」

分近くを占めるようになり、畳店から総合リフォーム建設企

ファーストの意識を徹底。社員に対しては対話を深めなが
きました。今では現場で働く社員全員が、会社の力や価値を

今回の商談会では、諫早市で鉄の家具を製作している「コ

ントレイル」さんとのコラボ企画が成立しました。先方が作
るドラム缶ソファに合わせて畳製の座面を作成。お互いの会
社で販売を始め、売れ行きも好調です。

最新の畳加工機械を積極的に導入。以前は職人の技術に頼っていた工程を、
経験の浅い女性スタッフでも行えるようになりました。

「たちばな信用金庫さんから事前に紹介されていたので、ス

ムーズな商談ができました。2社のニーズが合って面白い商
品が生まれ、購入されたお客様にも大好評です。逆風が吹
く業界ですが、工夫をすればちゃんと結果は出るし、次の一
手も考えています」と話す勝手社長。これからも社員を大切
にしながら、新しい分野へのチャレンジを続けていきます。

商談会から生まれた
ドラム缶のソファ。
座面に防水性の
ある畳を使用。
鉄と畳という意外な
組み合わせが
マッチしました。

さらに同社では近年、フスマや壁紙、天井、床、カーテ

なせる体制を整えています。昨年実績では畳以外の売上が半
業への変化が進みつつあります。

ティッシュケースや名刺入れなど、畳の材料から作ったオリジナル商品たち。アニメファンの間でも人気上昇中です。
しんきん合同商談会でのマッチングを契機に取引が始まった
児童施設向けの畳。汚れや濡れに強く、クッション性があります。

ネット通販をいち早く導入したほか、ブログや SNS はほぼ毎日更新。
はじ もと
Facebook と Instagram は主に櫨本総務部長が担当しています。

「人材は人財」が勝手社長（中央）のモットー。毎月ランチ会を行うなど、
社員間のコミュニケーションを大切にしています。

■会社名

株式会社 勝手
［たちばな信用金庫西大村 支 店 ］

長崎県大村市松山町 236-3
TEL：0957-52-3360
HP：www.katsute.co.jp
通販サイト：www.tatami-tsuuhan.net
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集「
域力結
〜地

「つなぐ」
探す」
「実らせ
る」〜

一般社団法人九州北部信用金庫協会

