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はじめに

ものづくり企業は、デジタル化の進展や脱炭素化社会への移行に加え、新型コ
ロナウイルス感染症の長期化など、大きな社会経済情勢の変化に直面していま
す。こうした変化に対応するため、ものづくりにデザインを活用し、消費者の
ニーズに対応した付加価値の高い製品開発やブランド創出に繋げるなどにより、
企業の競争力を強化していくことが重要です。

また、経済産業省と特許庁によって示された『「デザイン経営」宣言』（2018
年）において、デザインはブランド構築とイノベーションに資する営みで、企
業がデザインを重要な経営資源と捉え、適切にマネジメントしていくことの重
要性を訴えています。

こうした中、本道のものづくり企業においては、一部でデザイン導入の動きが
見られますが、デザインの更なる活用が期待されます。
そこで、今回は、製品開発等において、デザインを積極的に取り入れている事
例やデザイナーと協業した道内ものづくり企業の事例をご紹介します。

本事例集が、道内ものづくり企業の皆様にとって、デザイン活用に関心をもっ
ていただき、売れる製品づくりに繋げるきっかけになるとともに、デザイナー
の皆さまにとって、道内での活躍の場を拡大する一助となることを願っていま
す。
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株式会社カンディハウス（旭川市）

創業当初から一環した
デザインへのこだわり

創業者（長原實）は、当社創業以前に海外への派遣研修で３年間、家具製造
の本流であるヨーロッパで、ものづくりを実践的に学び、休日にはヨーロッパ各
地の美術館などを巡ることで文化や芸術に触れました。

各地を巡る中で、オランダハーグの港で、北海道産木材が山積みされている
のを見たこと、そして、その北海道産木材にデザインが施され北欧家具として
付加価値をつけて販売されていることに衝撃を受けたと聞いています。

こうした経験から、創業当時（５３年前）からデザイン開発が企業の中心にあり、
渡辺相談役も私自身（藤田会長）もデザインを勉強してきたので、デザインを
常に意識した経営をしてきており、デザインは当社の理念にも入っていると言
えます。

代表取締役会長 藤田 哲也氏

製品開発はデザイナーとともに

現在の当社の開発チームは２０名弱で構成されています。インハウスデザイナーという立場の社員はいません。
当社の特徴として、製品開発の最初から最後まで、「開発会議」には経営トップ（会長、社長）や幹部が、必ず参加して
行われます。経営者会議の次に重要な会議が「開発会議」であり、当社にとって一番楽しい会議とも言えます。

デザイナーと仕事をする際には、当社の開発理念（どのマーケットに、どのような価格、どういった機能、座り心地など）
を全て共有した上で、協業することが大切と考えています。
理念の共有にはとても時間がかかります。最低でも１年、長い場合は１年半から２年かかることもあります。
しかし、デザイナーと一度理念を共有できれば、当社のビジネスの仕方を分かってもらえるので、次からの仕事が早く
なります。デザイナーと一緒に開発するという考えのもと、著名なデザイナーに対しても、当社の思いを必ず伝え、
議論して、互いに歩み寄り、一緒に作っていくのが当社のスタンスです。

デザイナーを選定する上で、一番大切なポイントは実績です。当社とはつきあいがなくても世界でどう評価されているか。
依頼をする前には、デザイナーの過去の作品をできる限り調べるようにしています。当社の依頼を受けても、十分見合う
デザインをしてくれるのではという想定をする。若手で経験則が確認できない場合は、デザインそのものを見ることもあり
ますが、当社は世界トップクラスを目指して製品開発を行っているので、デザイナーの力量は重要な戦略と考えています。

（左）EIGHT（エイト）ダイニングアームチェアーサイドチェアー ONE（ワン）ダイニングラウンドテーブルΦ180 デザイン：倉本仁
（右）KAMUY（カムイ）ダイニングアームチェアー（座張） デザイン：深澤直人
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リデザインのタイミング

製品のライフサイクルとして、ピークを超える前にリデザインするのが良いとされています。概ね10年程度です。
リデザインの際は、営業や市場の意見を取り入れ、デザイナーの意向も確認し行います。
最近では、40年ぶりに機能的な面でのリデザインをする椅子があります。座面の角度を数度調整しますが、それだけで
座り心地が大きく変わります。当社の製品は、芸術品ではなく工業製品なので、時代に合わせて常に良くしていく責任が
あります。完成形は決してないと考えていますので、細かいリデザインは常に行っています。

デザイン経営を取り入れるには

デザインを経営に落とし込むのが難しいのはよく分かります。
社長や幹部がデザインの重要性を理解するまで時間がかかります。 経営者が認識して、経営戦略にデザインを落とし
込むことが大切です。
「デザイン」といわれると分からない、分からないものには経営者は近寄りたくないもの。
デザイン経営を取り入れた企業とそうでない企業との売り上げや社員の定着率の違いが数値で示されています。（※）
デザインを重要視して、デザイン責任者を置くなど、デザイン経営を取り入れたらこんなに変わると数字で示すのが、
一番理解されやすいと思います。

（※）「日本企業におけるデザイン経営の取組み状況」（公益財団法人日本デザイン振興会 2020年11月25日発表）

若手デザイナーへのアドバイス

日本人の若手デザイナーは圧倒的にＰＲ力が不足していると思います。デザインしたものだけでなく、デザイナー自身を
ＰＲすることが大切です。
自分が一緒に仕事をしたいメーカーがあるのなら、経営者に直接ぶつかるのが一番の近道ですが、日本人は遠慮して、
コンタクトをとってくることはなかなかありません。海外の若手デザイナーは、デザイン画などを直接メールで送ってきます。
強い思いでぶつかれば、仕事に繋がらなくても会ってはもらえるのではないでしょうか。
経営者に会うための準備として、そのメーカーの理念、製品、ターゲット、起用しているデザイナー、不足している領域などを
分析することが重要だと思います。自分の思い、デザインだけでぶつかるのではなく、相手の企業を調べ尽くす必要があるの
ではないでしょうか。視野・力量を広げるためにも、海外に勉強に行った方が良いでしょう。

会社概要
【所在地】 旭川市永山北２条６丁目
【TEL】 0166-47-1188 【FAX】 0166-47-1679   
【事業内容】 住宅・オフィス・コントラクト家具、特注家具及びホームファニシング関連商品、インテリアデザイン・設計・施工等
【従業員数】 278名
【設立年】 1968年
【URL】 https://www.condehouse.co.jp/

ラベンダーダイニングアームチェアー デザイン：中村昇
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株式会社匠工芸（東神楽町）

デザインと安全性を両立した製品作り

日本の経済状況は厳しい状況ですが、「ものあまり」の時代と言われている中
にありますので、生活道具を作っている当社では、椅子は座れれば良いという
だけではなく、機能性や座り心地の良さを兼ね備えていること、テーブルであれ
ば、食事がよりおいしく感じられるといった付加価値がなければ自分たちの製
品を買ってもらえないと考えています。

エンドユーザーが当社の製品を使うと暮らしが豊かになる、そういう風に感じて
もらえるものでなければなりません。

そのためには、デザインや機能性、素材に徹底的にこだわったものづくりを心
がけています。

また、自然素材を使用しているので、素材を活かしたデザインも大切にしていま
す。

デザインを大切にしていますが、生活道具であることから、形だけにこだわるの
ではなく、何より安全性を一番大切にしたものづくりを行っています。

代表取締役 桑原 義彦氏

yamanami

CASE2

社外デザイナーとは
価値観の共有が重要

製品開発は、社内で開発する場合や社外デザイナーが考
えたものを製品化する場合の両方があります。

最近は、社内デザインだけの開発は難しいので、社外デ
ザイナーと一緒に製品開発している例が多いです。

一緒に仕事をしていくデザイナーには、当社のコンセプト
や考え方を十分に理解してもらうことが必要ですし、デザ
イナーの思いも互いに感じあえないと上手くいきません。

製品化に向かって、困難なことも常に一緒に考え取り組ん
でいます。

インハウスデザイナーである業天昭人部長は、デザイン
の勉強をしてきており、入社から３年間は工場現場でもの
づくりに携わっていました。デザインとものづくりの両方を
理解しているので、社外デザイナーとの調整は、業天部長
を通じて行います。

大まかな製品開発の流れは、社外デザイナーからデザイ
ンの提案を受け、工場へ試作の手配を行います。試作の
際には、椅子であれば座り心地や形などを考慮して行い
ます。

また、安全性が最も大切なので、製品の強度試験を重ね、
品質上問題ないか確認します。

こうした中で、デザインの修正の調整もあり、強度などの
品質とデザイン性が両立し、最終的に工場で量産化でき
るまで、約１年かかります。

業天 昭人氏
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リデザインすることで自社を代表する商品へ

当社では、カタログ更新のタイミング（約２年ごと）やユーザーの要望などを受け、リデザインやリニューアルしながら、販売
を続けています。リデザインをすることで、様々な変化が起きた製品をご紹介します。

公共施設や高齢者福祉施設で広く使われていた「マーブルスツール」の座面を一回り小さくし、リデザインした「マッシュ
ルームスツール」は、インテリアショップでも販売され、合計４万脚売り上げるなど、当社を代表する商品に生まれ変わりま
した。

リデザインするきっかけは、アッシュコンセプト株式会社の名児耶 秀美代表取締役から、アドバイスをいただき、座面を小さ

く、ハイスツールで狭い住空間のあらゆるシーンで使用可能な現在の形になりました。マーブルスツールは家具ルートで販
売していましたが、マッシュルームスツールはインテリアショップで販売されるようになるなど、販路にも変化がありました。

マッシュルームスツールは、張地を変えることによって、販売店舗オリジナルの製品として販売されていますし、エゾ鹿革を
使用し、道産タモ材を使用した製品は、東神楽町のふるさと納税の返礼品にもなりました。

会社概要
【所在地】 上川郡東神楽町南１番通２４番地
【TEL】 0166-83-4400 【FAX】 0166-83-4600   
【事業内容】 特注木製家具装備品各種、テーブル、デスク、椅子、飾り棚等の製造・販売
【従業員数】 40名
【設立年】 1979年
【URL】 https://takumikohgei.com/

複雑なデザインの製品作りにも果敢に挑戦

世の中にないデザイン・技術的に難しいデザインを製品化する場合、作り手には難しいものに挑戦したいという気質が必要
ですし、人がやりたがらない難しいことへ挑戦することは、作り手としての技術力の向上にも繋がります。

しかし、簡単に作ることができるものは、作り手の利便性を考え、効率的に製作できるデザインとも言えます。複雑なデザイ
ンを製作することとは違った利点があり、簡単に作れるもの、複雑で難しいもののどちらが良い・悪いということではありま
せん。

何もないところからものを作り出す「無」を「有」にする「ものづくり」は、どのような担当の仕事でも重要であることに違いあり
ません。

マーブルスツール マッシュルームスツール
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株式会社イチムラ（江別市）

デザイン性を取り入れた
新製品開発への取組

当社は、教育施設向けの家具を製造してきた長年の実績から、
北海道の教育施設分野で大きなシェアを誇っています。

私（佐藤氏）が入社した５年前は、デザインを取り入れた商材
の取扱はありませんでした。

デザインを取り入れたものというと、主にお客様からの要望で
持ち込まれた案件や、既に設計事務所などでデザインされた
案件を製造していました。

商品企画部立ち上げのきっかけとしては、当社のオリジナル
製品が作れないかと考え、新しい活動として、自分たちのブラ
ンドを自分たちで開発していこうということが始まりです。

もともとある教育部門の家具のデザインを見直して、一般のお
客様にも受け入れられる製品を作ろうと、まず着手したのが、
約３０年前から学校の多目的教室で使われてきた「Pannello
（パネロ）」という多方向から使える家具の見直しでした。

ウッドデザイン賞に申し込むため、通常より早い期間で形にな
り、滝沢ベニヤ株式会社様の協力もいただき、道産材で木製
品の良さを伝える製品になったと感じています。

ブランド力・技術力の向上

一般消費者向けの製品を開発し始めた際、教育家具メー

カーの当社は、一般消費者への販路がなく、どういったところ
に販促をかけて良いのかも分からない状況でした。

しかし、会社のブランド力を上げていかないと、今ある教育家
具でも価格面などで他社との競争に負けてしまうのではという
危機感がありました。

売れる・売れないよりも自社の持っている技術を向上させなが
ら、ブランドの価値を上げていくことを辛抱強く取り組んでいく
ことが必要と考えました。

デザイン性を取り入れた製品開発を行う際、自社工場にある
機械を見ながら、どんどん作れるものを作っていこうと試行錯
誤しました。

新たな製品開発では、今までの既成概念にとらわれず、つち
かってきたものを捨てるところから始めました。

工場の作り手にとっては、今まで作ったことのない特別な作業
や変わった作業をすることになるので、抵抗感が強かったで
す。

長い時間がかかりましたが、デザインを意識したものづくりに
取り組み始めてから、工場の作り手の技術力ややる気が向
上したように感じています。

Pannello（パネロ）

CASE3
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（左）設計部開発室 太田 昌宏氏
（右）営業企画室 佐藤 愛 氏



会社概要

【所在地】（統括本部）江別市工栄町22-1
【TEL】 011-351-3000 【FAX】011-351-3331 
【事業内容】 教育・公共施設・オフィス・商業施設・一般家具・什器・備品の企画・設計・製造・施工・販売等
【従業員数】 105名
【設立年】 1953年
【URL】 http://www.ichimura-seisakusho.co.jp/

AYATORI（あやとり）

ものづくりに対する情熱を持ち続ける

ものづくりは恋愛みたいなもので、一方通行では上手く行きません。お客様のニーズに応えていることはもちろんのこと、商
品企画と作り手であったり、商品企画と営業であったり、互いの思いが通じていることがとても大切です。一度でも互いの思
いが通じ合ったものづくりができると、喜びも大きく、次へのモチベーションにもつながります。

中小企業では、こうした情熱を持ち続けることは非常に難しいですが、周囲との温度差が生まれないように、コミュニケー
ションを心がけ、社外でも話題に上るような製品開発に取り組んでいます。

「AYATORI（あやとり）」は、商品企画側が細かいところまで設定して作らせたものです。作り手からの抵抗もありましたが、こ

だわった製品が道の駅に並び、メディアで取り上げられた時、作り手が非常に喜んだことを覚えています。この経験が自信
となり、次のステップに進むきっかけともなりました。当社の知名度やファンが少しずつ増え、デザインの力によって人の心
が動かされることを実感しています。

社外デザイナーへ期待すること

社外デザイナーとは、いつか機会があれば一緒に製品開
発にも取り組みたいと考えています。

そのためにも、今後、当社が何をやっていきたいのか、軸
決めが必要です。受け入れる側の準備が整わないと、社
外デザイナーとの取り組みは難しいのではないでしょうか。

中小企業にとって、デザイナーの柔軟な発想や、我々の考
え方を180度変えるような提案があると、チャレンジする火

種となりますので、企業とデザイナーとの距離が近づき、
気軽に話が出来る関係になることに期待します。

Plie（プリエ）

８
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株式会社電制（江別市）

デザインを取り入れ
ユーザー目線でのものづくり

目の前に買いたい物が2～3種類あったとしたら、目を引くものから手に

してみるのではないでしょうか。目を引くデザインを考えることはやはり
重要です。

機能がどんなに優れていても、デザインの配慮が足りないだけで三流
品の如く興味すら持っていただけないとなればあまりに残念です。

本来、重要なことは機能や性能ではありますが、第一印象となるデザイ
ンは重要だということです。

当社は品質・性能そして機能性がすべてという産業用装置の開発も
行っておりますが、これからの時代は産業用装置においても操作性とデ
ザインを併せ持つ要求が高まるはずですので、デザインへの要求は今
後益々広がりを見せるものと思います。

代表取締役社長 田上 寛氏

製品デザインの原点は抽象的なキーワードから

当社の製品デザインは、主にデザイン担当社員4名が行っています。

製品デザインに入るときには、具体的なキーワードを提示しないようにしています。製品デザインの始まりのイメージは、
「かわいらしい」「スタイリッシュ」のような抽象的なキーワードにすることが大切です。もし、「丸くてかわいい」などと形状が
制限されるキーワードにしてしまうと、自由な発想が失われてしまうからです。

自由な発想からうまれるいくつものデザイン案をもとに、社内で率直な意見を出し合い、製品コンセプトやターゲットに適し
たものに絞り込んでいきます。デザインがコンセプトとずれているときには、デザイン過程を見直し、とらえ方を改めながら
完成品を作り上げます。

『ルーチェグラス』 を開発した際は、商品企画として「国際便のパイロットやCAなどが、仕事を終えてホテルに戻り『ルーチェ
グラス』を使用した後、室内に置いても違和感がない」 といったストーリーを描きました。デザインにあたっては、「シャープ」

「洗練された」という抽象的なイメージを持たせたところ、ユーザーの方からもかっこいいとの声をいただき、デザインが伝
わっていることを感じました。

ルーチェグラス（ウェアラブル体内時計調節器）

CASE4
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社内でデザインができる環境作り

電気式人工喉頭 『ユアトーン』 の初号機を開発した際は、
外観のデザインを外部に委託し完成させましたが、2号機以

降はすべて社内のデザイナーが設計し製品を開発していま
す。

ものづくり企業として成長するためには、やはりデザインは
重要であり、社内にデザインの出来る人材とデザインを推
進する組織としての環境は必要と考えています。

当社は製品を設計するにあたりデザインを第一に考え、そ
のデザインの中に部品関係が組み込まれるように構造設計
しています。

この様なステップで設計を進めると完成した製品の姿は最
初のデザインから大きく変わることなく満足の製品に仕上が
ります。

社外デザイナーの活用という点では、基本的にはあまり外
部にはお願いしないようにしていますが、それでも時々は社
内デザイナーの思考への刺激のために製品パンフレットの
制作などの際に委託してみることもあります。

動きのある製品を開発するには、デザイン設計者と機構設
計者が必要であり、当社にはその人材と組織があるという
のが現在の強みとなっているのかもしれません。

将来の製品開発に向けて
～ロードマップミーティング～

当社では、異なる部署の若手社員4～5名で数チームを

作り、将来に向けての製品開発ロードマップを作製する
「ロードマップミーティング」を2～3週間に1回、１時間ほど

行っています。私（田上社長）自身もチームから声がかか
るとミーティングに参加します。

このミーティングでは、現在の製品と将来開発したい夢
の製品との２点を線で結び、その途中段階の製品をデザ
インも含めて話し合います。ミーティングメンバーは、他
の人のアイデアを否定することなく自由に議論を重ねて、
毎回、何かしらの結論を導き出しています。

ロードマップミーティングにより、商品開発の心構えと導
入部分を体験し、先の先を見通す力と発想力を高め、夢
の製品に見合う技術力を身に着ける目標を持つことにも
期待しています。

会社概要
【所在地】 江別市工栄町８番地の１３
【TEL】 011-380-2113 【FAX】 011-398-6668   
【事業内容】 電力監視制御装置の開発、ダム管理システムの開発、福祉・医療・健康機器の開発等
【従業員数】 111名
【設立年】 1977年
【URL】 https://www.dencom.co.jp/

電気式人工喉頭「ユアトーン」
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株式会社ナカガワ工業（恵庭市）

北海道から全国区の
製品メーカーを目指して

全国的な市場を知らずに事業の危機を感じたきっかけは、平成２２年
に東京ビッグサイトに、「窓下ヒーター」と「竹踏みヒーター」を初出展し
た際、会場と他社のスケールに圧倒され、更に展示ブースを訪れたバ
イヤーから言われた一言『え、これだけなの・・・？』が、とても衝撃的で
ショックを受けました。

当時は製品メーカーとは名ばかりで、実態は地方の域から脱却できず、
特に全国区の製品メーカーを目指すには、製品開発力が乏しいという
現実があり、直面する人材育成と環境づくりの課題解決に、既存の社
屋を研究開発施設「恵み野テクノセンター」にリニューアル、各種支援
制度を活用して、最新の設備を導入し、製品開発体制を強化しました。

その一環として、消費者の声を反映した業界初の湾曲形状アルミWパ

ネルヒーター『イコロ』や、竹踏みヒーターを改良し足元ヒーター『アシ
リ』を開発してきました。

自社製品の開発を推進していく中でデザイン性を最優先として取り入
れ、現在に至るまでプロダクトデザイナーである高橋尚基氏と共に製
品開発に取り組んでいます。

代表取締役 中川 富雄 氏

トイレ暖房パネルヒーター「イコロ」

CASE5

足元ヒーター「アシリ」

デザインの大切さ

製品の性能・品質は必須条件ですが、競合がひしめく市場では、消費者の目線で生活様式にマッチした仕様とデザイン性
が必要で、何よりも製品の外観は消費者のニーズを獲得する最重要ポイントと考えました。

全国区で生存していくには、価格より画期的かつ斬新なデザイン性ある製品を市場に提供しなければ、業界で生き残れな
いと痛感しています。

当社では、製品開発にあたって、“ものづくり”を中心とした発想から“デザインありき”の開発プロセスに転換し、カタログ～
パッケージに至るトータル的なデザインと、「シンプル イズ ベスト」を目標に、大切さを学びました。

価格面で、構造・ものづくりの方法も不可欠ですが、消費者やバイヤーなどが、見た瞬間に「素晴らしい形ですね！」と言っ
ていただけるような斬新な美しさと、感動を与えるようなデザイン性を念頭に推進しています。
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所属 高橋尚基デザイン事務所代表

連絡先 〒061-1261
北広島市希望ヶ丘5丁目10-10
TEL／ FAX 011-377-5992
E-mail naoki@ntdo.jp
URL http://www.ntdo.jp

会社概要
【所在地】 恵庭市大町２丁目４番１号
【TEL】 0123-32-6111 【FAX】 0123-32-6112   
【事業内容】 小型家電製品、省電型補助ヒーター（窓面、足元補助暖房）、アルミパネルヒーター等の製造及び販売
【従業員数】 13名
【設立年】 1991年
【URL】 https://www.nakagawakougyou.net/

高橋尚基デザイナーとの開発会議

新市場参入には
「デザイン力」＋「ものづくり」＋「販売ルート」が必須

当社には、毎年冬になると「トイレが寒くて困っている」「良い商品を開発してほしい」など、消費者の方々から直接電話が
入っていました。当時は室内との寒暖差で発生する“ヒートショック事故”が社会問題化しており、その対策に当社の技術力
を活用し、「お客様の要望に応えたい」との一念と、独創的な発想をスローガンにトイレ暖房製品の開発をスタートさせまし
た。

しかし、トイレ暖房の業界は安価で多機能の海外製品が市場を席巻しており、市場参入には、他社にない画期的な性能
（常識外の省電力で温まる）と、斬新なデザイン性が不可欠と考え、これまで培ったものづくりの技術にデザイン力の融合こ
そが活路であると決断しました。

さらに、販売ルートの確保も不可欠であるため、販売先に開発の趣旨をあらかじめ提案。地元情報誌・報道機関等の支援
もいただいて、地元テレビショッピングでの販売ルートを確保することができ、全国発売の足がかりとなりました。

当社にとって、デザイン力はまさに製品開発のキーポイントであり、 試行錯誤を繰り返す中で、一言では表現できない高
橋デザイナーの熱意と情熱がなければ、「イコロ」も「アシリ」も完成することはなかったと考えています。

プロダクトデザイナー 高橋尚基氏

「イコロ」改良の変遷

デザイン分野 プロダクトデザイン、ブランディング、
クラフト、パッケージ、デザインマネジメント、
開発手法

業務内容 製品開発における企画・デザイン、ブランド戦略
及び事業計画の立案、商品開発手法を軸とした
人材育成の実施
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株式会社IHIアグリテック（千歳市）

農業機械へのデザイン導入

農業機械の先進国はヨーロッパやアメリカであり、機能美も含
め、外観も美しく、機械の形ですぐにどの会社の製品と分かる
ものが多いです。

こうした先進国の例にならって、当社らしさを出すために、現在
の道総研工業試験場に相談し、ワーキンググループを立ち上
げ、デザイン性を取り入れることにしました。

競合他社がある中で、必要最低限の機能を備え、当社らしさ
を出すことが重要です。

以前、農業機械の色は、赤と決められていました。規制がなく
なり、当社はプロジェクトを組み、現在の黄緑色に変更していま
した。

ワーキンググループでは、印象を大きく左右する色の変更も検
討しましたが、定着したブランドイメージを変えることにもなるの
で、まずは、色の変更はせずに、当時、製品に無秩序に貼られ
ていたロゴマークのステッカーの改善に取り組みました。

農地の中で遠くから見ても識別可能で、当社らしさをアピール
できるシンプルなロゴステッカーに変更しました。

開発部の皆様

外部デザイナー活用の難しさ

当社は、工業デザイン専門のデザイナーと製品開発に取り組んだことがあります。

企業は限られた開発費の中で、利益を出さなくてはなりません。そのためには、コストを抑えつつ、売れる製品開発が必要
です。デザイナーは自由な発想で製品デザインを考えるので、製造現場で実際に作れるデザイン、採算が合うデザインと
は限りません。設計者側とデザイナーとの考えるベクトルが少しずつ違ってしまい、提案されたデザイン活かして製品開発
を行うことができませんでした。

デザイナーからは機械の角張った形をスタイリッシュにするデザインを提案してもらいましたが、鉄板で曲線を作ることが難
しく、何度かデザインのやり直しにも対応してもらいました。最終的に提案されたデザインの一部を取り入れて製品化しまし
たが、外部のデザイナーとの製品開発の難しさがありました。

今後、外部デザイナーとともに仕事をする際は、ものづくりをする工場の設備などについて、事前に良く理解してもらうこと
が大切だと考えています。

ロゴステッカーの改善

CASE6

改善前 改善後
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デザイン性を取り入れた製品開発への挑戦

農業機械は、デザイン性を取り入れられるものばかりではありません。当社の製品では、ロールベーラには機械本体に大
きなカバーが付いているので、デザイン性を取り入れやすいのではないかと考え、自社で開発を進めることにしました。

営業部門からも要望があったカバーの部分に丸みを持たせたデザインにするため、鉄製から樹脂製のカバーに変更しまし
た。

現在の形は、開発部の社員がデザインしたものです。当社には、デザインを専門に勉強してきた社員はいませんが、国
内・海外の様々な製品を研究し、社内の様々な意見を取り入れながら、現在の形になりました。このデザインは、見た目だ
けでなく、メンテナンスのしやすさを兼ね備えており、設計者ならではのデザインになったのではないでしょうか。

強度を持たせるためにFRPを使用していますが、採算の関係から海外で製造しており、なかなか仕様どおりの製品ができ

てこず、試行錯誤を繰り返しながらやっと完成したのを覚えています。中型タイプの開発から始め、現在は大型タイプにも
展開し、ラインナップに統一性を持たせています。

販売に至るまで大変苦労しましたが、こだわりを持って作り上げたデザインは、ユーザーの皆様からも非常に好評をいた
だいています。

会社概要

【所在地】 千歳市上長都1061-2
【TEL】 0123-26-1122 【FAX】0123-24-6711
【事業内容】 農業機械、芝草管理機械、殺菌・脱臭機器などの設計・製造販売
【従業員数】 800名
【設立年】 2017年
【URL】 https://www.ihi.co.jp/iat/

鉄製カバー

ロールベーラの改良

FRP製カバー
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株式会社トリパス（札幌市）

はじまりは、
架空のアウトドアブランド

立ち上げから

当社は70年以上、板金事業をメイン業務としてきました。

現在は、アウトドア製品の開発及び販売を行う「トリパスプロダク
ツ事業」にも力を入れています。

この事業は、ものづくりが好きな社員数名でスタートしました。

板金事業以外で何か面白い事業を行いたと考えたところ、幾つか
の候補のうち、最終的に「板金屋さんがアウトドア商品を開発し、
販売したら面白いのではないか」となり、架空のブランドを立ち上
げました。
架空のブランドでしたが、2018年の北洋銀行主催「ものづくりテク

ノフェア」に出展したところ、反響がすごくあり、これで手応えを掴
み、2019年4月20日に「トリパスプロダクツ」を立ち上げました。
テーマは「タノシメタル」です。

立上げ当初は販路なども無く、地元のお店数店に置かせて頂く程
度でしたが、発売から1週間程で全国のお店から「扱いたい」と沢
山のご要望を頂き、現在全国50店舗以上のお店で展開していま
す。
SNSなど時代に即したマーケティングとブランディング、何より金属

のプロ集団がこだわり抜いた製品が新しい価値観として認知され
た結果だと思ってます。

我々のワクワク感と技術力の結晶は唯一無二をモットーに、ユー
ザー様に永く愛用されることを願っています。

製品開発風景

成功体験を社内で
共有することを大切に

「トリパスプロダクツ」の立ち上げを数名で行ったこと
もあり、当初会社全体に我々の熱量が広がっていな
かったように感じていました。

ですが、徐々にアウトドア好き社員などを集めてキャン
プをしたり、工場前で焚火をしながら実験をしたり、社
内の意見も活発に取り入れ、今では製品は全社のア
イデアと技術力の結晶だと感じています。

また最近では社内で定期的に「ものづくりプロジェクト」
を開催しています。すると40～50名ほどの社員が参加
したいと意欲を示したので、6～7人を１チームとして、
プレゼン力や試作品のレベルを競いました。

「熊の檻」や「コロナ対策関連商材」の２つを開発する
とともに、チームで１つの試作品を作り上げたことで、
製品開発の苦労と楽しさなどを広く共有することがで
きたと思います。

また、社内の意識改革が図られ、ゼロから考えること
で、職人としてのレベルアップにも繋がり、本業である
板金事業にも良い影響を与えることができました。

ブランドイメージ

CASE7
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会社概要
【所在地】（本社工場）札幌市清田区北野２条３丁目１１－１ （石狩工場）石狩市新港西３丁目７５０－７
【TEL】 011-881-5211 【FAX】011-883-6130 
【事業内容】 板金加工、機械加工、塗装の一貫受注加工、アウトドア製品の開発及び販売等
【従業員数】 77名
【設立年】 1961年
【URL】 https://tripath.co.jp/

https://products.tripath.co.jp/

「GURU GURU FIRE」誕生

令和２年度の北海道新技術・新製品開発賞ものづくり部門開発奨励賞を受賞した「GURU GURU FIRE」は、精密板金加工技

術を活用し、黒皮鉄板をレーザーカットで切り出した１５枚の平面ピースがコンパクトに収納でき、組み上げるとデザイン性
に優れた立体的なフォルムになる焚火台です。

デザインは、機能を先行して考え、無機的な形から、有機的な曲線へと変更していきました。
当社には、工場がすぐ隣にあり加工できる強みがあります。何度も試行錯誤を繰り返して、現在の形にたどり着きました。

商品のネーミングについても誰もが覚えやすくインパクトを与えること、その姿とのギャップを心がけました。
また、「トリパスプロダクツ」のロゴやWEBも、ビジュアル的にインパクトを与えるため、多くの時間をかけた部分です。
ここは道内企業と一緒になってワイワイ楽しくやらせて頂きました。

１６
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北海道立総合研究機構

ものづくり支援センター支援機関

ウェブサイト「企画づくりツールボックス」

１．製品開発支援 ２．ものづくり人材の育成

３．デザイン活用のための研究 ４．デザイン試作関連設備

「こんなモノを作りたいんだけど、デザイン

はどうすればいいの？」とお悩みの方に、道

内外のデザイナーなど専門家の協力も得なが

ら、企画・コンセプトづくり、リサーチ、ア

イデア創出、デザイン評価、プロモーション

戦略づくりなどをお手伝いします。

「こんなモノを作って世に出したい！」とい

う思いを持って新製品開発に挑む“ものづく

りチャレンジャー”の皆さまのために、スキ

ルやマインド向上に役立つツールや場づく

りに取り組んでいます。

３Dプリンター、5軸NC加工システム、UV

プリンター、非接触3次元測定機など、デザ

イン開発の過程で行う各種試作が行えるさ

まざまな機器類を揃えております。どうぞ

ご活用ください（有料）。

デザインを活用して魅力的な製品やサービ

スを企画し創り上げていくための方法論や、

その実践をサポートするツール。簡易なデ

ザインモックアップから最新のAR/VR技術

を活用したものづくりの手法開発、などの

研究に取り組んでいます。

商品開発を学べる塾活動

非接触3次元測定システム

デザイン支援の４つの活動

デザイン関連の企業支援を行っています
道総研（地方独立行政法人北海道立総合研究機構）は、道内企業のための公的支援機関です。

「ほっかいどうの希望をかたちに！」を基本理念として、研究開発や技術支援を通じて

夢のある北海道づくりに取り組んでいます。

道総研のものづくり支援センター（札幌市）は、道内ものづくり産業の発展のために、

技術相談、依頼試験・分析、試験設備・機器の開放や技術情報の提供を行っています。

また、このものづくり支援センターには、皆さまの製品開発やデザイン活用の支援を行う、

開発推進部があります。

開発推進部

道総研の要覧

工業試験場（ものづく
り支援センター）の要
覧

開発支援事例
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ご相談は無料です。いつでもお気軽にどうぞ
デザイン活用に関する次のようなご相談をお受けしております。

ご相談は無料ですので、お気軽にメール・電話などでご相談ください。

まずはお話を伺い、一緒に考えることから始めさせて頂きます。

【ご相談の例】

・どんなモノをこの先作ればいいか一緒に考えて欲しい

・今考えているモノをまずは形にしてみたい

・作ったモノの良さを、顧客などにちゃんと伝えたい

・デザイン試作設備をご自身で使えるようになりたい

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構
ものづくり支援センター開発推進部
ものづくりデザイングループ

〒060-0819 札幌市北区北19条西11丁目
TEL：011-747-2377（直通） FAX：011-726-4057

ご相談窓口

デザイン試作などにご利用頂ける設備

○ 3Dプリンター（a）

PLA・ABSで簡易的なモデルを製作する

○ 光造形システム

紫外線硬化樹脂を積層して精密なモデルを製作する

○ 金属粉末造形装置

金属粉末を積層して金属部品や金型を試作する

○ 5軸NC加工システム（b）

樹脂、複合素材などを切削加工する

○ 真空注型装置

ゴム型で立体コピーを製作する

○ 真空成形機（c）

PET板等を用いて包装用トレイなどを試作する

○ 非接触３次元測定システム

立体物を3Dスキャンする

○ レーザー加工システム

木・樹脂・ゴムなどを切断・彫刻加工する

○ UV印刷システム（d）

厚みのあるプラスチック部品などにカラー印刷する

（a）

（b）

（c）

（d）

設備使用に関するお問い合わせ先

ものづくり支援センター 工業技術支援G

ＴＥＬ：011-747-2348

ＦＡＸ：011-726-4057

iri-sodan@ml.hro.or.jp

設備利用の方法
料金などの情報
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参考

デザインに関する支援制度

○新商品開発などに取り組むものづくり企業へのデザイン等に関する専門家の派遣

問合せ先

ものづくり技術力強化
エキスパート派遣制度

一般社団法人北海道機械工業会

〒060-0001 札幌市中央区北1条西7丁目北一条大和田ビル4階

TEL:011-222-9591 FAX:011-251-4387

○デザイン人材の育成や製品開発に係るデザイン開発費等への助成

問合せ先

中小企業競争力強化
促進事業費補助金

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

企業振興部助成支援グループ

〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階

TEL:011-232-2403 FAX:011-232-2011
北海道中小企業
新応援ファンド事業

デザインに関する道の取組

北海道デザイナーリスト
（プロダクトデザイン関連）

道内ものづくり企業がデザインを活用した付加価値の高い製品開発に取り

組む際の参考としていただくために作成したもので、道庁ホームページで

公開しています。

北海道プロダクトデザイン
オンライン展示会

道内ものづくり企業等のデザインにこだわった製品を道庁ホームページで

ご紹介しています。是非ご覧ください。
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北海道経済部産業振興局産業振興課ものづくり産業係

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目

電話：011-204-5323（直通） FAX：011-232-2139

E-mail:keizai.sangyousinkou1@pref.hokkaido.lg.jp
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