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伝統のこころ 新しいカタチ 

１．代表者からのご挨拶 

 
 当社は明治４０年（1907年）４月に八女の地で創業以来、伝統的な盆提灯や葬具をは
じめ人形や工芸品などの部品としての房を製造販売してきました。 
 
 「房と結びの専門店」として105年の歴史の中で培われた技術や経験を活かして、 

時代の流れの変化に合わせて、その時代その時代の生活シーンに合わせて、お客様
の商品を演出するお手伝いをさせていただいてきました。長年のお付き合いで、お取引
のお客さまも多岐に渡っています。 
  
 いま会社は大きな課題を二つ抱えています。 
 

 ひとつは生活様式の変化に伴い盆提灯や雛人形など伝統的な風習、文化の衰退と
共に需要が大きく減少したことです。 

 この対策として、新しい需要の開拓に努力してまいりました。まずは房と結びを活かし
たアクセサリーとして、携帯ストラップやブローチなど「自社商品」を開発し、直接販売す
る方向を模索してみました。お客様には大変好評で、嬉しい限りです。 
 しかしながら(有)今里の進むべき方向は、やっぱり「パーツとしての房の専門店」だと
信じて、今、オリジナルブランド「IMASATO Accessory Tassels」の商品化に取り組んでい

ます。そして平成２４年２月の東京ギフトショーでのお客様の反応は素晴らしいものでし
た。 
 

 もうひとつの課題は「価格」です。グローバル化の名の下に、中国などコストの安いも
のとの競争になり、太刀打ちできません。 
 ５０年前に私は祖父より「今里長三郎商店」を引き継いで以来、いち早くIT化や法人化

など経営の改善に努めてきました。しかし、肝心の房加工の方法は昔ながらの手づくり
で、家庭内職に全面的に依存するやり方です。 

 房はひとつひとつ手づくりです。当社の商品は、日本人なればこその繊細な美意識を
大切に、素材・形・色づかいなど細かい所まで、品質にこだわっているとお客様に評価し
ていただきながらも、パーツのコストとしては外国商品と競争になりません。八女という
「伝統工芸」の技の集積地が「産地」として長年育んできた環境が、グローバル化の波
で押し流されてしまいました。 
  

 今後、当社がこれらの課題を解決していく方向は「手づくり」のよさを認めていただき、
適正なコストを、適正な利潤で販売できる「オリジナル商品」と｢新しい市場｣の開発です。 
それに伴う社内の体制、ルールなどの見直しを同時に行いたいと思います。 
この「ちからの経営」設計書は当社の歴史と現状と未来を示すものです。 
 
 丹精込めて１００年。古から、今、そして未来を結ぶ。人を結ぶ、縁を結ぶ。 
ご縁を大切にお客様、社員の皆様、地域の皆様と一緒に「夢」を語りたいと思います。 
                  
 

                                 平成24年7月 
 
 
 
 

    

2 



伝統のこころ 新しいカタチ 

 
 

名称     有限会社 今里  
 

代表者    代表取締役 今里 亨 
 

創 業    明治40年（1907年） 
設 立    平成 5年（1993年）  
 

事業内容  房・結びの製造・販売 
 

所在地    〒834-0031 福岡県八女市本町2-320-1    
連絡先     電話 0943-24-3854 
           ＦＡＸ 0943-24-3859 
 

ホームページ http://www.e-fusa.com 
 

ネットショップ「房屋・今里」 http://www.e-fusa-shop.com/ 
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直販店 ギャラリー房屋(八女市本町２４０－１) 

「ギャラリー房屋」は八女福島で一番古い町屋として八女市指定文化財になっています。 

２．当社概要 

http://www.e-fusa.com/
http://www.e-fusa.com/
http://www.e-fusa.com/
http://www.e-fusa-shop.com/
http://www.e-fusa-shop.com/
http://www.e-fusa-shop.com/
http://www.e-fusa-shop.com/
http://www.e-fusa-shop.com/


伝統のこころ 新しいカタチ 

 
●経営理念● 

 
 有限会社今里は  

「房と結び」の伝統ある技とこころで  
現代の「用の美」を創造し  

お客様に新たな生活文化を提供します 
 
 

◆キャッチコピー◆ 
 

伝統のこころ 新しいカタチ 
 
 

◆ 行動指針◆ 
嘘をつかない 約束を守る 
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３．経営理念 



伝統のこころ 新しいカタチ 

４．事業概要～（１）製造工程 

当社は工場加工と内職の方を中心に 
すべて手仕事で房を作っています。 

「多品種小ロット」での仕組みがここにあります。 
＊制作番号は商品によって若干異なります。 

資材の入庫 

半製品 

工
場
加
工
・内
職
加
工
の
た
め
の
準
備 

①入庫伝票およびデータ入力 

②紐きり 

⑤結び 

③かせくり 

⑥あみかけロクロの制作 ⑨撚ミノの制作 

④各内職の方へ担当者が材料配送・指導 

⑦紐通し 

⑧房作り 

⑩染め 

内
職
加
工 

工
場
加
工 
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伝統のこころ 新しいカタチ 

製品 

出荷 

手仕事を支える昔からの道具 

半製品 

⑪房づけ ⑫湯のし 

長さ、糸の量、色、結びの形や大きさなど 
細かい検品作業後、出荷 

かせくりのワク 2尺１寸～ かせくり台 
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伝統のこころ 新しいカタチ 

４．事業概要～（２）主な製品・商品のご紹介 
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 紐は石と並んで人類が最初に使用した道具の一つです。 
紐を使って「結ぶ」という行為は「つなぐ」「束ねる」「固定する」「縛る」「引っ張る」「吊り上げる」 
「吊り下げる」などの「機能」を可能にしました。 
 しかし「結ぶ」という語源が「産霊」ということからも分かるように、 
古来「結び目には神の御心が宿る」ものと信仰の対象として尊んだと伝えられています。 
長い歴史の中で単なる機能を超えて、「結びの形」は花や自然を表現し、 
装飾性の優れたデザインとして発展してきました。 
そして生活用具や人形、美術工芸品の飾りなど、数多くの生活の場面で使われ、 
華麗さや荘厳さ、癒しを演出しています。 
 
 紐の切り口の両端を装飾したものが「房」です。 
房のデザインが加わることでさらに「美しく」「可愛く」「きれいに」発展してきました。 
さらには「房と結び」は、その色、形、などで方角や位階なども表現することがあります。 
 「房と結び」は生活用具にとどまらず、武具や家具、祭礼、寺院、仏具、神具、インテリア、 
アクセサリー、服飾など多くの「様式の美」を表現しています。 
生活様式の変化、用途の変化、素材の変化、染色など技術の高度化など様々な時代の 
変化の中で、「房と結び」も多彩な変化を遂げてきました。 
その一例は「根付」の文化です。日本の伝統文化の一つです。 
印籠、財布など小物を「根付」で飾ることで、単なる「機能」に「装飾」を加え、 
生活を豊かにしてきた一例です。これは現代では「携帯電話のストラップ」や 
小物アクセサリーにつながってきています。 
 

提灯用の房 
盆提灯、神社の献灯提灯、 

お土産用のミニ提灯、インテリア用の提灯など 

人形・節句用 
お正月用、お雛様用、端午の節句用として 

神社・祭礼用 
「よさこいそうらん踊り」用の鳴子の房として  

葬祭用 
 「骨壷」や「棺おけ」の房として  

「結び」や「房」の歴史的背景 

http://www.e-fusa.com/image/narukochirimenfusa-l.jpg


伝統のこころ 新しいカタチ 

TASSEL(房) 

& 

KNOT(結び) 

飾 

謝 
慶 

敬 
願 

・贈答品 
（中元･歳暮） 

・携帯用ス
トラップ 

･神社 

･アミュレット 

 

･キーホル
ダー 

･ボトル飾り 

･ﾊﾟｯｹｰｼﾞ飾
り紐房 

･ペット
用品 

･節句 

･外国人向け 
  観光土産 

･結婚式 
（引き出物） 

･葬祭 

･祭礼 

･美術工芸品 

･インテリア用品 

祝 

禮 

崇 

愛 

信 

・アクセサ
リー 

・カーテン
タッセル 

・ピンブローチ 

・七五三 

・舞踊 

・正月縁
起物 

・相撲 

・婦人ファッション用品 

・武道 

･照明器具 

・茶
道 

(有)今里の原点 

盆提灯 
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４．事業概要～（３）房や結びの多様な使用例・使用用途 

http://www.e-fusa.com/image/husa10.JPG
javascript:void(0)


伝統のこころ 新しいカタチ 

５．外部環境～（１）ライフスタイルの変化 

9 

生活スタイルの変化 

業界内の変化 

当社への影響 

核家族化 欧米化した生活スタイル 

低価格化の進展 海外製品の流入 

需要の減少 
コスト競争 

新商品開発 
需要開拓 

販売チャンネル 

 近年、時代の変化、ライフスタイルの変化に伴い既存の提灯の房などは需要が減っ
てきています。 

 しかし、アクセサリー分野、インテリア分野、ファッション分野など様々な分野で「新
商品開発」に取り組んでおられる方からの問い合わせが多数あり、需要が新しい分野
に広がっていることがわかりました。 

 手作り志向の高まりや和の文化の見直しも合わせて、デザイナーや工芸作家の皆
さんが待ち望んでいたパーツとしてのアクセサリータッセルを今、開発中です。房のﾃﾞ
ｻﾞｲﾅｰ的存在として新しいパーツとしてご提案をさせていただきながら、多くの皆様に
「房の美しさ、楽しさ、面白さをもっとたくさんの方に知って欲しい」。そんな思いで房の
新商品開発に取り組んでおります。 



伝統のこころ 新しいカタチ 

平成9年 
 →平成21年 
約30％減少 

データ出所：福岡県経済データファイル「八女提灯組合」 

当社の房は、八女提灯と共に歩んできた歴史があり、重要な使用用途のひとつでありまし
た。しかし、八女提灯の生産額は年々減少しており、平成９年～平成２１年の１２年間で約
３０％の減少となっております。 

提灯と房の関わり 
 八女地方は山地水明に恵まれ、江戸時代から櫨蝋、提灯、仏壇、和
紙、石燈籠など工芸が盛んな土地です。いわゆる地産地消で、業種
によっては「分業」がなされ「産地」が形成され、職人の技が継承され
てきました。 

 産地の中での職人同士の交流の中で、新しい商品への取り組みが
可能な環境にあり、時代の流れやお客様の要望に、すばやく対応でき
る立地でした。 
  
 福島提灯用房専門店として明治40年4月今里長三郎商店は創業し

ました。その後、提灯の部品業者として、九州一円はもとより、岐阜、
名古屋をはじめ全国に販路を広げてきました。平成5年1月に法人化。
「有限会社今里」となり現在に至ります。 
 

 グローバル化の流れや生活環境の変化多様性で「職人の伝統技」
の継承が途絶えようという危機的状況にあります。 
 
 そのような時代の変化に伴い、盆提灯や節句用の房だけでなく、 
インテリア、ファッションの分野からの注文も多数承っております。 
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５．外部環境～（２）八女提灯の生産額の変化 



伝統のこころ 新しいカタチ 

外部環境の変化の影響を受けて、当社の売上構成比は大きく変化してきました。 

 八女提灯の売り上げの変化とあわせて当社の構成比率でも「盆提灯用房」「コフィン用房
（＊注１）」の変化を受けてます。 

 アクセサリー分野、インテリア分野、ファッション分野など、新しい分野の開拓が必要と
なっています。 

＊注１：棺桶用房 
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５．外部環境～（３）当社の売上構成比の変化 

1996年・2011年の売上を 

比較すると、盆提灯用房は
1/5の売上となっています。 

(平成8年) 

(平成10年) 

(平成23年) 



伝統のこころ 新しいカタチ 

６．これまでの事業展開 創業（1907年）からこれまでの事業展開を振り返ります。 
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Ⅰ期 1907年～1965年 Ⅱ期   1966年～1983年 

 
1907年(明治40年) 4月 
福島提灯用房専門店 

「今里餅房製造工場」として創業。  
 

戦時中 餅房をリリヤン房へ転換 
 
 

1966年(昭和41年) 
2代目 今里亨 正式に承継 

 
旧社屋は「ギャラリー房屋」として活用 

  

Ⅰ期：創業（1907年）～1965年まで 

Ⅱ期：1966年～1983年まで（今里亨、社長就任以降） 

1907年  

 福島提灯用房専門店「今里長三郎商店」と
して八女に創業。八女の伝統的工芸品の提
灯の部品業者として、九州一円はもとより岐
阜、名古屋をはじめ全国的に販路を広げる。  

現在店舗として活用している 
「ギャラリー房屋」である小山田家購入、移転。 
（昭和５年 1930年） 
 
戦時中 餅房をリリヤン房へ転換 

 

①家庭内職での生産体制 
 幸いなことに農村地帯の八女地方では他の伝統工芸も「内職者」での生産体制が整っており、 
当社も内職者とのつながりを強くし、女性ならではの細やかな生産体制を整えることが可能となりました。 
 

②生産方法の改善 
 米を主原料にした「餅房」から「リリヤン房「への転換は画期的なものでした。 
差し込み式にした実用新案の「八媛房」は今の「工芸ストラップ」へと継承されています。 
一人の内職者で全工程をする加工法を「カセクリ」や「結び」の工程などに分解して別工程にするなど 
改善をしました。 

1代目 今里長三郎氏が死去したことにより、2代目 今里亨が1966年、正式に継承。 
1980年 事務所を現在地に移転（八女市本町2-320-1）。 
旧社屋は「ギャラリー房屋」として活用。 

 

（１）Ⅰ期（創業（1907）～1965年まで）・Ⅱ期（1966年～1983年まで）         

蓄積された知的資産～１．ものづくりの強み～ 
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1984年(昭和59年) 1993年(平成5年)1月 1999年(平成11年)6月23日 

オフコンの導入 ＩＴ化、 
データづくり 

法人化して 
「有限会社 今里」設立 

ホームページ開設 

 
①会社の「ものづくり」を支えるシステムの確立  
  当社のオリジナル「原価管理システム」は外注加工（家庭内職）を前提に組み立てたものです。 

手仕事、内職を「システム化」することで、人から人へ「ものづくり」をつたえていく仕組みができあがり
ました。 

 

②多品種小ロット生産の「房」の生産管理・生産プロセス 
  「房」は素材、糸の太さ、長さ、色、芯の素材、形状、直径、結びの形など様々な組み合わせが可
能で、その種類は数千、数万種類に及びます。それをいかに「データベース化」してシステムとして運
用可能にするかが長年の課題でした。 新しい「商品」「市場」「分野」の開発に挑戦していますが、そ
れを支えてくれるのは、高い品質の「房」「タッセル」を作る職人集団の存在と、それをサポートする
「管理システム」です。 

 

蓄積された知的資産～２．多品種少ロットの生産管理～ 

①ものづくりを支えるシステムの構築 
１９８４年のオフコンの導入以来、 

「モノ」の動きをすべて「入庫伝票」「出庫伝票」で管理する
体制を構築し、多品種小ロットに対応できる 
生産体制づくりを進めてきました。 
会社全体の生産管理は「今里原価管理システム」で 
管理出来ています。 
  ・製品進捗状況表 
  ・在庫管理一覧表 
現在、当社とお客様、そして生産体制を支える 
家庭内職者と資材仕入先のすべてを 
伝票及びシステムで管理しています。 

会社 

得意先 
資材仕入先 

外注加工者 

売上伝票 仕入伝票 

受領伝票 委託伝票 

（２）Ⅲ期 （１９８４年～１９９９年 社内体制の整備・法人化）   
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６．これまでの事業展開 創業（1907年）からこれまでの事業展開を振り返ります。 

②経営計画書の作成 
１９８８年に、福岡県中小企業家同友会に入会。 
経営計画の重要性を認識し、 
毎年、経営計画書の作成を行っています。 
（福岡県中小企業家同友会は、２００８年に退会） 



伝統のこころ 新しいカタチ 

2004年～2012年    2008年 2011年10月 2012年5月 

東京ギフトショーへ 
10年連続しての出展 

デザイナーを起用しての 
ブランド構築 ネットショップ開設 

フランスボルドー 
国際見本市出展 

①東京ギフトショーへの出展 

2004年から10年間連続して東京ギフトショーへ出展。 
会社や商品のＰＲ、販路開拓、お客様のニーズの 
収集に取り組んでいます。 

2012年2月 東京ギフトショー出展の様子 

①ﾃﾞｻﾞｲﾅｰとのコラボによるブランド化・デザインの開発 
 福岡県産業デザイン協議会主催の「デザイン開発ワークショップ」に参加することでプロのデザイナー
の助言を受け、「福岡産業デザイン賞」を受賞したことは当社が新しい分野への進路を後押ししてくれる
大きな原動力になっています。 
 また八女商工会議所の伝統工芸ブランド化事業で「八女本流」ブランドに「Momoyama」が認定されま
した。 

②知的財産権の申請・取得 
 「房と結び」に関する新商品に「enmusubi（縁結び）」「IMASATO Accessory Tassels」の商標が登録で
きました。また現在「意匠登録」を３件と「実用新案」を1件申請中です。 
 

蓄積された知的資産～３．新商品開発への取り組み～ 

2011年福岡県産業デザイン賞受賞商品 

（３）Ⅳ期（２００４年～現在：新たな商品分野への進出）    
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６．これまでの事業展開 創業（1907年）からこれまでの事業展開を振り返ります。 

②デザイナーとのブランド構築の取組み 
デザイナーとのコラボレーションにより、商品のブランド構築に着手しています。 
2008年、2011年の２回、 
福岡産業デザイン賞を受賞し、 
伝統の技を現代のデザインに 
活かした取り組みが 
高く評価されています。 

③海外展開の可能性を模索 
2012年5月 フランスボルドー国際見本市 
福岡市ブースへ出展。 
結びのストラップは大人気でした。 



伝統のこころ 新しいカタチ 15 

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰとの連携による 
商品開発力 
デザイン力 

手仕事による 
ものづくりの強み 

多品種小ロットにも対応できる 
細かい生産管理力 

「モノ」の動きをすべて「入庫伝票」「出庫伝票」、およびシステムで管理 

垣田健一郎デザイン事務所 
 垣田氏 

アクセサリー作家：下條恵里氏 

 当社がこれまでに蓄積した「強み」である、①手仕事によるものづくりの強み、②多品種小ロット
の生産管理の強み、③新商品開発の取組みを活用し、さらなる成長に向けて取組みを進めていき
ます。特に生産現場での「計画」と「実績」のギャップへのリアルな対応を可能に出来るようタブレッ
ト端末を活用しての「加工先製造管理システム」の導入を図ります。これは職人さんとのコミュニ
ケーションツールとして生産現場で効果が期待できるはずです。 
 

 また、当社は新たな市場分野を開拓するため、「房のデザイナー」を事業コンセプトとして、取組
みを進めています。 
 具体的には、複数のデザイナーからの指導を受けると共に、全国の伝統工芸との融合(博多織、
京都の金糸、銀糸、高岡漆器）などアクセサリーやインテリア部門の商品開発に着手しています。 

 多くのアクセサリーの工芸作家さんからも新商品「アクセサリータッセル」に期待していただいて
おり、新しい人脈を構築中しているところです。 
  
伝統工芸は日々新しいものへの挑戦であり革新の連続です。 

７．これからの事業展開～（１）当社の強みとこれからの体制に向けて 

今後の事業展開の概要図 



伝統のこころ 新しいカタチ 16 

商品開発力 ものづくりの強み 生産管理力 

様々な分野・用途で使用されている房「これまでもこれからも」 

伝統工芸を支える 

「部品屋」 

部品屋 房のﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 

デザイン力 
ブランド強化 

手づくり志向
の高まり 

× 

工芸ストラップなど 
「伝統工芸を手軽でおしゃれに」 
をテーマにした男性的な商品 

商標登録 
登録第5382560号 
登録第5443801号 

「縁結び」をテーマとした 
和の結びの商品 

商標登録 
登録第5401997号 

 

意匠登録出願中３件 
実用新案出願中1件 

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰとのコラボによる 
房のﾃﾞｻﾞｲﾅｰとしての取り組み、 

新しい高額商品。 

多品種小ロット、細かいオーダーにも応え得る 
手仕事の技とデザイン力の強みを生かした商品ブランド 

７．これからの事業展開～（２）自社ブランド構築 

http://www.e-fusa.com/image/Pc100100-1.jpg
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１、営業力の強化 
○市場開拓 

  アクセサリー分野、インテリア分野、

ファッション分野など新しい分野へのア
プローチを具体的にする。 

○提案力(サンプル商品など） 

   ﾃﾞｻﾞｲﾅｰや工芸作家との連携により、

市場を踏まえた商品の提案（サンプル作
り） 

○企画営業担当部門の構築 

○販売チャンネル 
  ギャラリー房屋 

  ネットショップ（国内 海外） 

  専門店 

  ライフスタイルショップ 

○情報発信  

  見本市  

  商談会出展 

  インターネット  

  メルマガ発信 

○体験教室などファンづくり  

２、デザイン力の強化 
  

○外部のﾃﾞｻﾞｲﾅｰによる連携構築 

 一人だけのﾃﾞｻﾞｲﾅｰに頼るのではなく、
その商品にあわせたデザインの提案力の
構築。   

○工芸作家との連携 

 アクセサリーやインテリアなど多くの
分野で活躍中の作家と連携し、弊社商品
をパーツとして使った作品（商品）を提
案してもらい、お客様に紹介する仕組み 

○伝統工芸産地との連携 

 素材、用途の組み合わせ、 

 情報交換 

 

３、データベース化 
  これまでは限られた業界の部品に特化
した部品としての「飾り房」が取扱商品
の主流だったので、特にカタログなどを
必要としなかったが、これからは「ス
ポット」的に単発で問い合わせがある
「ニーズ」にいつでも対応できるように、
これまで、これからの商品を画像として
保存し、製作仕様書のデータを数値化し
てデータベースとして残す。 

 お客様にビジュアルでお伝えできるよ
うな体制作り。 

○商品 

  画像 

 仕様書（部品展開） 

○加工技法 

  ＤＶＤ 

４、内部体制の構築 
○供給体制（生産体制）の構築 

加工先製造管理システム（タブレット端
末の活用） 

内職の確保 

「作りかた」の継承の仕組みづくり（ビ
デオなど記録に残す） 

既存の房部門と新規部門を 

明確にした製造部門の体制作り 

○社内の人事制度の整備 

工場長など責任者の育成 

新規ブランド部門の担当責任者の養成 

ネットショップ担当者養成 

ギャラリー房屋担当者養成 

「就業規則」「賃金規定」の見直し 

○社員のスキルアップ 

「報告」「連絡」「相談」の徹底 

７．これからの事業展開～（３）今後、蓄積すべき知的資産 



伝統のこころ 新しいカタチ 

 ①スケジュール 
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短期(1年後) 中期(5年後) 長期(10年後) 

房
の
デ
ザ
イ
ナ
ー 

○女性的な商品と 
男性的な商品によっての 
ﾃﾞｻﾞｲﾅｰの使いわけ2名 
 ○アクセサリー作家さんと
の関係構築により実例サン
プル５名 
○伝統工芸産地との連携
（素材、用途） 

○アクセサリー、イン
テリア、その他の商品
などオーダーにあわせ
たﾃﾞｻﾞｲﾅｰの選択と連
携構築5人 
○アクセサリー作家さ
んとの関係構築により
実例サンプル15名 
 

○アクセサリー、インテ
リア、その他の商品など
オーダーにあわせたﾃﾞｻﾞ
ｲﾅｰの選択と連携構築
30人 

市
場
開
拓 

 

○アクセサリー市場開拓 
○アクセサリー関係のイベ
ント出展 
○アクセサリー作家、カル
チュア教室などとの関係を
構築 
○ギフトショー出展年1回 
○海外見本市出展（ボル
ドー） 

○インテリア市場開拓 

○インテリアライフス
タイルショー出展 

 

○障害を持っている方た
ちとの新しいタッセルア
クセサリー作りなど 

社会に貢献した新しいカ
タチを今里（八女）から
発信し外に出向くのでは
なく、八女に来てもらえ
るような市場を作る 
 

内
部
体
制
の
構
築 

 ○加工先製造管理システム
（タブレット端末の活用） 
○内職の確保 

（アクセサリー部門・既存
の房部門と分けての人材育
成） 

○新しい商品開発、作成の
システム作り（アクセサ
リー部門の構築） 
○企画営業部門の構築 

○ネットショップ担当人材
養成 

○職人の手仕事を細か
くＤＶＤに録画し映像
で技術を記録する。 
○アクセサリー部門 
○インテリア部門(新
商品開発） 
○既存の房部門の体制
構築 

○後継者 
○会社の体制見直し 

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ 

○メルマガ発信 

○外国語対応ネットショッ
プオープン 

○クレジット機能対応
可 
○海外販売 

○ネットショップ販売本
格化 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
房
屋 

（情
報
発
信
）の
活
用 

 
 

○イベント実施 
○2月3日房の日のタッセル
コンテスト 
○アクセサリータッセル制
作講座(月1回） 

○ギャラリー房屋の常
設店舗展開  

○ギャラリー房屋の常設
店舗展開  

ギャラリー房屋修理 

 
「売れる仕組み」づくり 

 

７．これからの事業展開～（４）これからの事業計画 



伝統のこころ 新しいカタチ 

 ②ＫＰＩ（重要業績指標）の目標 

ＫＰＩ 

現在（２０１２年9月） １年後（２０１3年9月） ３年後（２０１5年9月） 

既存分野（2011.9＝100） 2.56％ 6.97％ 19.53％ 

Ｅｎｍｕｓｕｂｉ 1.28％ 1.87％ 6.98％ 

ｱｸｾｻﾘｰﾀｯｾﾙ 0.12％ 2.09％ 6.98％ 

セレクトショップ等 0.23％ 2.33％ 4.65％ 

ネットショップ 0.35％ 2.33％ 11.63％ 

ギャラリー房屋 

   

0.35% 0.70％ 1.40％ 

目標売上伸長率 4.89％ 16.29％ 51.17％ 

提携デザイナー数 １人 ２人 ５人 

提携アクセサリー作家数 ２人 ５人 15人 

提携伝統工芸産地 2 4 8 

新規商品アイテム数 20 50 150 

新規取引先開拓目標 ５社 10社（１社/月） 30社（１社/月） 

展示会出展回数 1～2回 1～2回 ３回 

ギャラリー房屋イベント ５回/年 6回/年 12回/年 

盆提灯用房 49.6％ 44.0％ 38.46％ 

コフィン用房 25.0％ 26.6％ 23.08％ 

その他の房 22.0％ 25.2％ 26.15％ 

その他の商品 3.4％ 4.2％ 12.31％ 

計 100％ 100％ 100％ 

目
標
売
上
伸
長
率 

商
品
開
発 

販
売
強
化 

目
標
売
上
構
成
比 
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７．これからの事業展開～（４）これからの事業計画 



補足資料① 

• 経営図表 機能概観図（商談から製品仕上げまで） 

伝統のこころ 新しいカタチ 20 



補足資料② 

• 経営図表 機能概観図（納品から支払いまで） 

伝統のこころ 新しいカタチ 21 



補足資料③ 

• 経営図表 経営体系図 

伝統のこころ 新しいカタチ 22 



伝統のこころ 新しいカタチ 

問い合わせ先  

  

 現在、企業競争力の源泉は土地や建物、機械などの有形資産から、企業風土や組織
力、ブランドや技術、ノウハウなど、いわゆる見えない資産（知的資産）に移行して
います。 

 

 知的資産経営とは、持続的に利益を生み出すために、自らの有する固有の能力（見
えない資産）を強化し進化する経営手法を意味し、利害関係者との情報共有を図るこ
とを目的に文書化したものを知的資産経営報告書と呼んでいます。 

 

 平成１７年１０月、経済産業省は「知的資産経営の開示ガイドライン」を発表し、
報告書の構成や評価指標について指針を示しました。福岡県中小企業団体中央会は、
ガイドラインに準拠した文書を「ちからの経営」設計書と名づけ、地域中小企業への
普及を推進しています。 

ちからの経営＜知的資産経営＞とは   

 

 記載内容は、本書の作成日現在において入手可能な情報をもとに、当社の判断にて
記載しております。取り巻く経営環境の変化によって、これらの記載内容などを変更
すべき必要が生じることもあり、当社が将来にわたって予想する業績等を保証するも
のではありません。 

本書の取扱について   

 

この本「ちからの経営」設計書の作成にあたっては、本書記載内容につき、 

その客観性を維持・向上させる趣旨から、次に掲げる専門家・機関のご支援を賜りま
した。 

 

・ユアブレイン・オフィス 代表（中小企業診断士） 千葉真弓氏 

・福岡県中小企業団体中央会 企業支援室  

 

有限会社 今里 

             担当：代表取締役 今里 亨 

住  所 福岡県八女市本町２－３２０－１ 

電話番号 0943‐24‐3854 

ＵＲＬ  http://www.e-fusa.com 
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