地方創生 事業プロデュース活動紹介（17）
ばね×デザインによるインテリアグッズの事業化（静岡）
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地方創生のための事業プロデューサー派遣事業
特許庁委託事業「地方創生のための事業プロデューサー派遣事業（平成28～30年度）」（本事業）では、新規事業創出の専門人材「事業プロ
デューサー」を公的機関等の派遣先に常駐させ、地域が保有する技術力や知的財産を地域の課題に根ざ した事業の中で活用することにより
地方創生を促進します。「事業プロデューサー」は、地域における事業化機能拡充のため、様々なネットワーク を活用しながら 事業創出環境
活動を支援します。
平成28年10月を皮切りに3名の事業プロデューサーが静岡、埼玉、北九州の3拠点に派遣され、併走型の地域ビジネス促進活動を行っ てい
ます。静岡では事業プロデューサーが静岡県産業振興財団に派遣され、静岡県と設立した「静岡県知的財産活用研究会」（以下、「研究会」）
を通じて県内各金融機関※と連携しながら加盟企業の事業化を推進しています 。
※ 「静岡県知的財産活用研究会」に加盟する金融機関：静岡銀行、清水銀行、スルガ銀行、静岡中央銀行、遠州信用金庫、浜松信用金庫、磐田信用金庫、掛川信用金庫、島田信用金庫、焼津信用金庫、 静清
信用金庫、しずおか信用金庫、富士信用金庫、富士宮信用金庫、沼津信用金庫、三島信用金庫、静岡県信用農業協同組合連合会

遠州スプ リング 事例： ばね×デザインによるインテリア グッズの事業化
遠州スプリングは、圧縮ばね、ステンレススプリング、コイルばね等の試作から量産までを行う 製造メーカーです。部品の一部として使われて
いる「ばね」に光を当てたいという強い想いから地元デザイナーと連携し、「ばね」をベースとしたインテリアグッズ を開発しま した。こ の度、事
業プロデューサーが販売戦略立案、知財戦略立案といった支援を行い、ブランディング向上を主目的としたインテ リアグッズの販路の拡大が
実現しました。
担当事業プロデューサー

企業情報

増山 達也 （所属：有限責任監査法人トーマツ / 派 遣 先 ：静
岡県産業振興財団）
専門性・実績
 地域金融機関における審査や営業、大手企業での銀行
立ち上げ等の知見を活かし、地方でのビジネス開発に従
事。県内事業者の動向やマッチングに関する豊富な知見
を有する。
 会社経営者として全国に拠点を有する組織を経営した経
験から、地域でのビジネス開発や組織運営に強力な専門
性を有する
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遠州スプリング有限会社（静岡県磐田市）
事業内容
 圧縮ばね、ステンレススプリング、コイルばね
等の試作から量産までを行う製造メーカー
 下請けから脱却するため、自社製品を開発
 新ブランド「SPRING SPRING」を立ち上げ、
静岡、東京、インターネットにて販売中
HPはこちら

所在地〒438-0221 静岡県磐田市南平松10-9
（TEL: 0538-66-2354 / FAX: 0538-66-5379）

主力商品であるSPRING VASE(特許出願済）
デザイン性も高く、割れない花瓶として人気が高い

遠州スプ リングのシーズ
 自動車・機械部品の製造で培った「ばね」の高い製造技術
 地元デザイナーと連携して、意匠性の高い各種インテリア・小物等を開発

ペットボトル開口部
に装着可能

 「物品を収容する容器本体と容器本体に設けられた開口部とを有する容器を保持
す る 容器保持 具」 に関す る 特許 出願（ 特願2017-056782） 、 およ び ブ ラン ド 名
「SPRING SPRING」は商標登録済み（登録番号 第5969646号）
事業化における課題
 販売では、展示会出展を行っていたが販売パートナー を見つけることに苦労していた
 知財については 、主力商品の『SPRING VASE』（花瓶）は上記特許出願済であっ た
が、他の商品『 SPRING MA N』（クリップ）と『SPRING FOREST』（アロマディフュー
ザー）をどのように権利保護すべきか悩んでいた

京都タカシマヤでのイベント展示の様子

事業プ ロデューサーによる支援実施へ

事業プ ロデューサーのソリューション
 静岡銀行竜洋支店より依頼を受けて相談を開始
 販売戦略では、大手百貨店のバイヤー との交渉のセッテ ィン グから同席まで携
わり、地方の中小企業が作る工業製品をインテ リア グッズ に転換する面白みや、
イン テ リア グッズ という 新規分野への 挑戦と して の意義、意 匠性、『SPRING
VASE』（花瓶）の新色「ホワイト」の特別感を強調するなど 、交渉を強力にバック
アップ
⇒結果、京都タカシマヤでの春の企画展示（2018/3/28~4/3)の出展が実現し、同
社の熱意に応えたバイヤーが企画展示の目玉商品としての展示場所を確保
⇒今回のため に、新色「ホワイト」 を企画・先行販売し、ここ でしか買え ないという
特別感を演出したことも奏功し、好調な反響と売れ行きを見せた
 知財戦略では、特許庁の産業財産権専門官との相談機会を設定し、意匠権（部
分意匠）の申請方法を指導 。今後、新製品を作る 場合にリリース前に意匠権の
登録出願を検討することとした
今後の展開

 国内ではこの企画展示の実績と事業プロデ ューサーのネットワーク を活用して、
百貨店、インテリアショップでの販売を更に拡大していく

SPRING MAN（クリップ）

 海外展開では、中小企業の海外支援をしている 企画実行会社エイグローブ株式
会社（浜松市）との連携を実施済。同社のネットワーク と語学力を活かして海外展
示会への参加、海外バイヤーとのマッチングを積極的に行っていく
遠州スプ リング有限会社代表取締役 粟屋 紘介様からのコメント
増山プロデューサーには、販売戦略のみならず意匠登録での出願の可
能性などを掘り下げていただくなど指導をいただき大変助かりました。
静岡銀行様には事業プロデューサーをご紹介いただき感謝申し上げま
す。今後ともよろしくお願い申し上げます 。
代 表 取締役
粟 屋 紘介様

SPRING FOREST（アロマディフューザー）

本商品は粟屋社長が現状の事業領域を変えたいという強い思いから生まれた
商品です。当行としては販路拡大が最重要課題と捉え、引き続き当行から様々
なバックアップをしていきます。（静岡銀行）
工業製品である「ばね」が、御社のアイデアと熱意でデザイン性の高いインテリ
ア グッズ へと新たな発展を遂げました。今後ともラインナップの拡充、海外への
販売展開をご支援させていただきます（増山事業プロデューサー）
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