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「モノ消費」から「コト消 費 」の時 代になりつつあります。消費者
に「また来たい」と思わせるきっかけは、安さだけではありませ
ん。魅力的なお店は自身や商 品に「ストーリー」があり、
ファン
を増やしています。皆様も大 田 区 産 業 振 興 協 会の事業を
活用し、消費者に対して「 何かいいコト」を提 供しませんか？

創業するなら
大田区で
BIO PROJECT

来店見込み客をつくる！
【おおた商い・観光展】
きも乃たき川

3
2

デザインとPRポイントも
コンサルティング
「デザイン工房」
スマート・ブリック株式会社

1
5
6

4

1 BIO PROJECT

東京都大田区東嶺町 20-16-102
TEL:03-6410-2869

2 デザイン工房
3 きも乃たき川

（おおた商い・観光展 2017 ステージ）

4 大
 田区個店・空き店舗
見学＆勉強会の様子
5 フ
 ード展示商談会
in 大田の様子
6 スマート・ブリック株式会社
東京都大田区大森南 4-6-15
テクノ FRONT 森ケ崎 503
TEL:03-3745-5221
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創業するなら大田区で
BIO PROJECT は平成 27 年に創業した
ばかりのオーガニック食品輸入販売会社で、実

実店舗は持たず、
マルシェ等での
販売が中心

店舗は持たずイベントやマルシェで販売していま
す。現在の取扱商品は、フランス・コルシカ島の自然
の実りを詰め込んだコンフィチュール（ジャム）とテリー
ヌ。自然が溢れるコルシカ島で収穫したフルーツは無農薬、テ
リーヌの素材となる豚も自然の種子や栗、灌木地帯に生える草を食べて育ちま
す。代表の柏倉さんは「自然のままの生産過程に感動し、日本のお客様に伝え
たいと思いました」と語ります。

BIO PROJECT

【住 所】〒 145-0074 東京都大田区東嶺町 20-16-102
【TEL＆FAX】03-6410-2869

「展示会出展で販路拡大に挑む」
創業後、商品を輸入すると、

開拓するため、出展セミナーと展示会がセットになった【商業展

検査や通関などのコストは

示会共同出展事業】に申し込み、通販展示商談会に出展しまし

想定を超えていました。

た。この展示商談会には通販関連のバイヤーが来場し、新たな

販 売 価 格 は 極 力 抑え

扱い商品を探します。平成 28 年 7 月に最初に参加した展示商

ました が、それでも

談会では、レストラン向けの商談が成立し、現在も取引を継続

テリーヌが１瓶 950

しています。販路が広がり、お客様と話す機会が増えると「生

円と安くはありませ

産者がどのようにジャムやテリーヌを生産しているのかお話しす

ん。まず は 販 路 を

ると、価格が安すぎると言う方もいらっしゃいます」といいます。

「イベントをきっかけに仲間が出来、コラボをする」

通販食品
展示商談会の
様子

2 回目の参加となる

軽減するため【賃貸事務所賃料助成】も申請中です。
「創業時

平 成 29 年 9 月 の 通 販

に使える側面支援のメニューが多くある大田区はとてもあり

食品展示商談会では、同じ

がたいです」と言う柏倉さん。大田区では BIO PROJECT の

く区内の輸入販売会社である

取り組みのように、多くの事業者がさらなるビジネスチャン

赤土貿易さんとのコラボを実現し

スを獲得できるようサポートします。

ました。同時期の創業で共にこだわりの輸入
材を扱う両社は、共同でギフトセットを開発。
説明リーフレットなどの制作には、
【新事業連携・
新産業クラスター形成助成】を活用しました。
区内中小企業がグループを組んで新事業
にチャレンジする場合に経費の一部を
助成する制度で、見事に採択され仲
間との商品開発が実現しました。
展示商談会でギフトセットは注
目を集め、５件の成約を見込ん
でいます。
自身で開拓した百貨店な
どの販路も合わせ、取引先は
徐々に増加していきました。
新たに商品保管のための倉
庫を構え、その賃料負担を

02

赤土貿易さんと
コラボした
ギフトセット

デザインとPRポイントも
コンサルティング「デザイン工房」

スマート・ブリック株式会社

【URL】http://smartbricks.co.jp/
【住所】〒 143-0013 大田区大森南 4-6-15 テクノ FRONT 森ケ崎 503
【電話】03-3745-5221

スマート・ブリック株式会社は、
「レンガ」を切り口に住宅の外観と、耐久性の向上に取り組んでいま
す。日本でもレンガ積みの風合いを好む施主は多いですが、本物のレンガは費用も工期もかかります。
一級建築士でもある代表取締役の比戸さんは、レンガの意匠性を残した新世代の外壁システム「ス
マート・ブリックウォール」を独自開発。安定した施工品質とローコストを実現しています。

デザイン工房は自分の思い通りにできる
住宅の建設時に意匠性を

さんも HP のほかパンフレットや業界

レンガ積みの
風合いがある
スマート・
ブリックウォール

重視する施主にアピールす

向け広告制作にもデザイン工房を利用、

るためには、HP などでの情

HP 閲覧状況の分析も行っています。HP から

報発信が重要です。15 年前

の資料請求、見積依頼は年間 30 件ほど。検索エ

の創業時から自社 HP のデ

ンジンで「外壁

ザイン性を重視している比

トがトップページに結果表示されるよう工夫しています。

戸さんは、
【PiO デザイン工

レンガ」で検索をすると、同サイ

現在は HP の閲覧数が安定したので、
「施工の動画を掲載し、

房】を利用しました。1

施工手順をわかりやすくしたい」とのこと。販売促進のみなら

回 5400 円 の 料 金

ず技術資料の閲覧・ダウンロードが可能ですが、さらに充実

でデザインに関

を図ります。
「業界内で（自分のように）一連の PR 戦略ができ

するさまざまな

ている所は少ないようです。数々のサポートが受けられる大

アドバイスを受

田区は大変ありがたい存在です」と比戸さん、業界トップを目

会社の HP。
検索結果で
上位表示されるため、
安定して問い合わせ
がある

けられます。比 戸

来店見込み客をつくる！
【おおた商い・観光展】

指して邁進中です。

きも乃 たき川

【URL】http://www.wfp.co.jp/
【住所】〒 144-0051 大田区西蒲田 7-48-14 蒲田センタービル 1 階北
【電話】03-5713-8181

きも乃たき川は、蒲田駅近くで着物のリサイクル及び着付け教室をしています。和装が持つ伝統の美を理解して
いても、実際に着物を着る人は少ないものです。代表取締役の滝川さんは「箪笥の中にしまってある着物を引っ
張り出すきっかけを作りたかった。一人では綺麗に着られないなら、お手伝いをしようと思った」といいます。
普段の生活の中にもっと着物があっても良いと考える滝川さんは、
【おおた商い・観光展】に出展しました。

着物を着るのは難しくないことを PR
【おおた商い・観光展】は大田区の商店や観光スポット等の

したかったのです」といい、出展ブース

魅力を発信するイベントで、2 日間で 1 万人前後の

で帯の前結びを実演しました。

来場者が集まります。とはいえ、イベント
会場で着物を衝動買いする人はまずい
ません。なぜ【おおた商い・観光展】
に出展したのか、滝川さんは「着
物を着るのは難しくないと PR

滝川さんは初日のステージで
もデモンストレーションを行
い、来場者からは、
「感激した」、
「鏡を見なくても着られるとは思わな
かった」と反応は上々。様々な催事に
も出展しており、
「さらに魅せるデ
モンストレーションをして、興味
を持った方に来店いただければ」
とのこと。東京オリンピックでは
和服で歩く姿が街に溢れることを
期待しています。
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大田区産業振興協会支援事業のご紹介
大田区産業振興協会では、様々な支援事業をご用意しております。
「商品育成」
「売場つくり」
「人材の定着」
等、皆さまの声に応える事業をご案内します。

来たれ創業者

広告の相談にのります

創業者支援事業

デザイン工房

大田区では創業に関して、設立準備期・会社創業期・成長期の各ステージ
に最適の支援策や環境づくりを行っています。
対象
時期
担当
HP
申込方法

デザイン工房はデザインを専門とする相談員が皆様の PR ツール作成のお
手伝いをします。

大田区内で創業を考えている方、創業間もない方

対象

大田区内の中小企業・個人事業主

通年
（平日 9:00～16:30）

時期

毎週火・水・金
（10:00～11:45、13:00～14:45、15:15～17:00）

イノベーション創出担当

相談料

☎03-3733-6294

担当

http://www.pio-ota.jp/newfield-challenge/start-business/founder-support.html

HP

電話またはHP

申込方法

キラリと光るお店が集結！

1回5,400円
（初回面談は無料）
経営サポート担当

☎03-3733-6144

http://www.pio-ota.jp/pr/pio-design-workshop.html
電話にて予約

社長！その悩みを解決しませんか？

おおた商い（AKINAI）
・観光展 2018

ビジネスサポート相談

大田区の商店・企業・団体を中心に、「商い・観光・匠」といった大田区の
魅力を来場者に紹介する展示会です。

経営や商売上の問題・課題が生じたらご利用ください。約 100 人のビジネス
サポーターの中から相談内容に相応しい専門家が無料でアドバイスを行います。

対象

食品・日用品等の展示・販売を行う大田区内の商店・企業

対象

大田区内の中小企業・個人事業主・有限責任事業組合等

時期

5月～7月に募集

時期

通年

担当

商い・サービス産業担当

担当

経営サポート担当

HP
申込方法

※10月20日
（土）
・21日
（日）
開催

☎03-3733-6401

http://www.pio-ota.jp/trade-expansion/exhibition/tourism-exhibition.html

HP

申込書を郵送またはFAX

申込方法

人材の定着に従業員特典を

対象

大田区内の中小企業・自営業の事業主と従業員、区外中小企業で働く区民

時期

通年

担当

勤労者共済担当

会費

簡易作業＝「手作業・単純作業」を、区内在住の内職希望者に任せてみま
せんか？急に作業が発生したときだけでも、長期間でも、ご利用可能です！
対象
登録受付

☎03-3733-6107

担当

http://www.pio-ota.jp/fureai/
入会金200円

HP

月会費500円

申込方法

省エネのコツ！プロが伝授します！

担当
HP
申込方法

月～金
（祝日・年末年始を除く）9:00～12:00 / 13:00～17:00
内職相談窓口

☎03-3733-6109

http://pio-ota.jp/human-resources/naishoku.html
電話またはHP

大田区個店・商店街見学 & 勉強会

大田区地球温暖化対策地域協議会は、都の 2 つの制度を活用し、中小企業
の省エネへの取組みを支援しています。
①省エネ講師派遣 研修会等にエネルギー管理士等の講師を派遣します。
②省エネルギー診断 専門員が事業所を訪問し、省エネの方法を提案します。
時期

大田区内外の中小事業者

商いの現場には経営のヒントがたくさん！
！

事業者向け省エネ支援事業のご案内

対象

内職で！

内職相談窓口

大田区勤労者共済は、余暇を楽しむ様々なサービスや各種慶弔見舞金に
よって中小企業で働く方の福利厚生を応援します。

HP

申込書を郵送またはFAX

その仕事

大田区勤労者共済

☎03-3733-6144

http://www.pio-ota.jp/business-consulting/business-support-services.html

大田区の際立ったお店と商店街の見学会を開催します！併せて専門家が主導
するグループワークを行い、商い経営の知見を広げる機会となります。
対象

大田区内の中小企業
通年
大田区 環境計画課 地球温暖化対策担当
☎03-5744-1362
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/plan/ota_ondanka_kyogikai/jigyousyamuke-syoueneshien.html
電話

事業者及び創業を目指す方

（募集）締切

2月15日
（木）

（開催）時期

3月1日
（木）12:45～17:15

担当
HP
申込方法

商い・サービス産業担当

☎03-3733-6401

http://www.pio-ota.jp/news/2018/01/akitempo.html
HPまたは申込書をFAX

大田区産業振興協会の事業にご関心のある方 「あき now」についてのお問い合わせ
http://www.pio-ota.jp/

大田区産業振興協会

地域型産業推進課

商い・サービス産業担当

TEL:03-3733-6401

※あき now に掲載された平成 30 年度の事業は、大田区議会の新年度予算の議決後に正式決定します。
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個
人
情
報
の
取 り 扱 い に つ い て

※公益財団法人大田区産業振興協会は、各種支援事業へお申し込みの際に提出された個人情報について、
以下の目的以外に利用することはございません。
・お申し込みいただいた事業についてのご連絡・当協会の催す関連事業（セミナー・展示会等）のご案内

