本 社…神奈川県横浜市緑区寺山町 863
設 立…1958 年
資本金…1 億円
売上高…35 億円（2020 年度 、グループ）
従業員…275 名（グループ・パート含む）

食品につきものなのが包む容器で
ある。アルミやプラスチック、紙
など素材はいろいろあり、商品ご

人気が爆発 。注文が急増 、販売を開

ナの影響から巣ごもり需要もあって

映えすると評判になった 。新型コロ

がおりがみカップを採用 、インスタ

一昨年より 、ある外食チェーン店

シングをかけて食べることができる 。

を入れ 、開いてからソースやドレッ

カップの中にパスタやサラダなど

だ。

しており 、これまでにない食品容器

できる 。おしゃれな柄を４種類用意

やオーブンでそのまま温めることも

耐水 、耐油性があり 、電子レンジ

りがみの仕組みを利用した容器だ 。

沿って折るとカップに戻るというお

だが 、開くと皿に早変わり 。筋目に

ップ」である。一見、カップ状の容器

その象徴的な製品が「おりがみカ

やく脱しつつあります」

指してきましたが 、ここにきてよう

パンや菓子、デザート、総菜など
始した２０１３年の４～５倍にまで

とに全て形が違うため種類は多

な要求に応えながら、新商品開発
にも積極的に取り組み、
「おりがみ

カップ」というかつてない容器を

Soichiro Yukawa

ヒットさせた。折るとカップ、開

くと皿になるというユニークなも
ので、多くの外食チェーンで採用
されている。同社３代目の湯川惣

クの需要を狙って富士山型のカップ

は東京オリンピック・パラリンピッ

商品を開発したくなる 。シンメイで

柄を工夫できるので 、容器に合った

おりがみカップは自由に形状や絵

ていきます」

の残業で済むよう生産効率を改善し

２交代で生産していましたが 、通常

で生産が追い付かず 、日勤・夜勤の

さらにラインを増設します 。これま

多いので 、今年はロボットを導入し 、

おりがみカップは手作業の工程が

の顧問もやってもらっています 。

その会社の開発部長は 、現在 、当社

イアップの事業化が実現しました 。

その後 、度重なる交渉を経て両社タ

ルとして参考出展していましたが 、

器メーカーは量産ができずにサンプ

て 、面白いと直感しました 。その容

「ある展示会でおりがみカップを見

売り上げが伸びた 。

まさに独創企業で、各業界の高度

代表取締役社長

ない発想で積極的に業態を進化
させている。

撮影＝門間新弥

ンミーのホットサンドが目玉商品だ 。

ていることもあり 、ベトナム風バイ

めた 。同社がベトナムに工場を持っ

同年８月からキッチンカー営業を始

２０２０年にフード事業室を新設 、

事業化も検討すると湯川社長は言う 。

ら始めたが 、将来的にはより大きな

地元横浜でも広めたいという考えか

ンカーの導入だ 。おりがみカップを

きが「シンメイカフェ」というキッチ

脱ハカマ屋を目指すもう一つの動

キッチンカーで
顧客の声を直接聞く

今年より再開を予定している 。

コロナの影響でいったん中止したが 、

社内で英会話教室も開いたという 。

東京開催が決まった２０１３年から

国人に自社製品を説明できるように 、

術が評判になると考え 、来日した外

も試作した 。海外でもこの日本の技

一郎社長は業界の常識にとらわれ

新商品を開発し続け
〝脱ハカマ屋〟を目指す
シンメイの社長室には「食文化を
デザインする」という標語のポスタ
ーが飾られている 。同社の湯川惣一
郎社長（ 歳）はこう語る 。

いと考えています 。脱ハカマ屋を目

良いものを誰よりも早く製品化した

え外して 、お客さまに必要とされる

りはありません 。容器という垣根さ

はこのハカマ容器にまったくこだわ

競合はすでにいません 。しかし 、私

ンの要求に応えられるような規模の

うに大手コンビニや大手外食チェー

「ハカマ屋は零細が多く 、当社のよ

ーは「ハカマ屋」と呼ばれている 。

界では「ハカマ」と称し 、容器メーカ

にすると袴に似ていることから 、業

ザの形状の容器である 。上下を逆さ

よく見かけるのが 、側面がギザギ

にも達する 。

シンメイでは登録点数が最大１万点

とに全て形が違うため種類は多く 、

紙など素材はいろいろあり 、商品ご

が必要だ 。アルミやプラスチック 、

あらゆる食品には 、それを包む容器

パンや菓子 、デザート 、総菜など

語にはそんな願いを込めたんです」

中身を発想してもらいたい 。この標

作ってきましたが 、今後は容器から

「これまでは食品に合わせて容器を

49

お弁当のおかずを小分けにして入れ
る容器や、カップケーキなどの調理用
容器を製造。用途に応じてアルミ箔
や、さまざまなコーティングを施した
紙の材料を使い分けている。

「食品をイメージできる容器」を
ユニークな発想で次々と生み出す

湯川社長の後ろに写るキッチンカーは、2020 年から
はじめた新事業「シンメイカフェ」の店舗。

シンメイ
株式会社
吉村克己
文＝

湯川
惣一郎
い。シンメイはこの業界において
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独 創 企 業
企業データ

挑 戦 す る

挑 戦 す る

独 創 企 業

い公園があり 、土日ともなるとけっ

「本社社屋前に長坂谷公園という広
すぐに購入し弊社敷地内や横浜市内

調達や事業運営できることもわかり 、

調べてみると 、低コストで車両の

バックすればパッケージ開発のヒン

こう人が集まっているんです 。その
のイベント 、観光地に出店を始めた 。

横浜市の人気パン店と提携してパン

光景を連日見ていて 、キッチンカー
「キッチンカービジネスを通じ 、攻

トが得られると考えました」

のニーズを思いつきました 。直接エ
めの経営の大切さを学びました 。今

生地を供給してもらっている。

ンドユーザーと接することで貴重な
後 、さらに台数を増やすか 、あるい

容器は現在 、ベトナム工場で主に生

年の中国・上海工場である 。この決

を感じていた 。その後 、自社メーカ
ー色を強め 、現在 、代理店としての
売り上げは３％以下になった 。
この中国工場の立ち上げに奔走した 。

湯川社長は２０００年に入社し 、

考えられなかったため 、業界で『何を
アルミ箔容器を製造する目的だった
が 、なかなか品質が安定しなかった 。
「当初は不良が多く返品の山でした 。
しかし 、売らないと資金が回らない 。
なんとかして結果を出さなければ日
本には帰れないという背水の陣でし
た 。品質が安定して利益を出せるよ
うになるまで３年かかりました」
今では中国工場の技術力も上がり 、
新製品の開発も担えるようになって

を引き留めないでくれ』と父に頼み 、

きた 。現在 、世界的にプラスチック

い食品を広く届けられるのではない

まで中国工場で使われていたという 。

で生産することで価格差を縮めるこ

当初 、コストが課題でしたが 、海外
たという 。

も買い付けに来る客がいたほどだっ

屋は人気店となり 、関西 、東北から

容器はプラから紙に変わるでしょう 。 「伊豆屋」という屋号を掲げた 。伊豆

紙・フィルム容器を製造するように

名古屋に子会社の神明紙工を設立 、

に変更 。孝則氏は業容を拡大して 、

１９８７年に社名を現在のシンメイ

２代目の孝則氏が社長に就任後 、

年 。当時採用した社員たちも ～

惣一郎氏が社長になってからすでに

請け脱却が実現したのだ 。しかし 、

り遂げたといえる 。これによって下

いわば 、湯川社長は第２創業をや

りました」

新たに採用した社員と全て入れ替わ

結果的には数年で全員が退職 、私が

作した 。その設備の一部は 、 年前

自ら図面を引き 、金型や設備も製

かと考えて 、食品包装事業を始めた 。

ないことに湯川社長は強いいらだち

安定したが自社では何一つ決められ

を占めていたときもあった 。経営は

代理店としての売り上げが７～８割

なった 。それ以前は大手メーカーの

らメーカーに脱皮させるきっかけと

だが 、この英断が同社を下請けか

いました」

とをやるので 、生意気だと思われて

当社はいつも 、いろいろと新しいこ

しに行くつもりだ』と叩かれました 。

「当時はハカマ屋が海外に出るなど

社長の湯川孝則氏が下した 。

断は 、湯川社長の父であり 、２代目

社会責任も担保している 。

海外への最初の進出は 、２００１

産されている 。

ノイに工場を建設した 。アルミ箔製

同社は２０１７年にベトナムのハ

中国工場の建設が
下請けを脱する第一歩

す」と湯川社長は言う 。

は実店舗を持つかを検討していきま

情報を得られ 、その経験をフィード

ごみが問題になっており 、プラスチ
ックからの代替が課題になっている 。
食品容器業界も例外ではなく 、原

独自路線の新社長に反発し
ほぼ全社員が退職
同社は１９５８年に湯川社長の祖

材料はプラスチックから紙などの別
素材に変わりつつある 。この紙需要

１９６７年には神明箔容器と社名変

創業した 。当初は煮豆づくりを営み 、 更し 、１９７３年には横浜工場でア

父である湯川光雄氏が東京・蒲田で

を果たすことになる。
伊豆・修善寺の出身であることから

とが可能となりました 。後は量産体

「祖父は昔気質で厳格な人でした 。

証してもらっていたので臆すること

しかし 、人事権と給与の決裁権は保

きいてもらえないときもありました 。

「そのことで父とぶつかって 、口を

ていった 。

員は面白くないので 、どんどん辞め

りを独自に始めた 。当然 、古株の社

い 。湯川社長は新たな採用と組織作

員に訴えるが 、みな聞く耳を持たな

製品を持つメーカーになることを社

走り始める 。下請けを脱却し 、自社

湯川社長は入社後 、自らの路線を

０８年に社長に就任した 。

２０００年にシンメイに入社 、２０

繊維商社で５年間武者修行した後 、

代になった 。全社の平均年齢も
・５歳と 、若手社員が不足気味だ 。
「数年前まで人はあまり来てくれま
せんでしたが 、メディアに露出する
ようになって 、ようやく当社指名で

平均年齢を 歳まで引き下げたいと

これから本格的な新卒採用を始めて

現社長である３代目の惣一郎氏は 、 応募してくれる人も増えてきました 。

制の確立が課題ですが 、海外工場が

う。

目な技術者でした」と 、湯川社長は言

なった 。

ルミケースの製造を始めた 。

「おそらく２年後ぐらいには多くの

への転換では海外工場が重要な役割

工場内は徹底した衛生管理が施されている。

自分で金型や設備も作るほど生真面

生産の中心になるでしょう」
同社ではＦＳＣ（森林管理協議会）
認証を得た紙を利用しており 、不法

光雄氏は容器を工夫すればおいし

おりがみカップはデリバリー需要の拡大でフル生産の状態。さらに製造ラインの
増設を計画中。

40
2015 年に稼働した島根工場と、島根県
庁での調印式の様子。
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なく実行しました 。父に注進する社
員もいましたが 、
『辞めるという社員

35

おりがみカップはさまざまな大きさや柄に対応。オリジナルデザ
インも作成可能だ。
2017 年稼働のベトナム・ハノイ工場。

43 50 13

15

「おりがみカップ」は閉じればコンパクトに持ち運ぶ
ことができ、ふたも付けられる。食べるときに開け
ばそのまま皿になるというアイデア商品。

伐採などから森林を守るという企業

2001年に稼働した中国・
上海工場。業界初の海
外進出だった。

２０１７年には名古屋にある神明
求されます 。そこで国内３拠点を整

様も変わるので 、当社も瞬発力が要

り替わります 。そのたびに容器の仕

デザイナーの社員が作成したポスタ

企業の顔といえるエントランスにも

装も内装もオシャレで室内が明るい 。

オフィスの改装もおこなった 。外

員向け教育プログラムも開始した 。

そこには創業者時代の歴史も書いて

の名古屋工場とした 。これによって 、 備し 、加えて中国 、ベトナムの工場

紙工の製造部門を分割し 、シンメイ
で対応していきます 。どのように生
ーが毎月新たに作られ掲示されてい

「近年は売れ筋商品であっても商品

新工場を立ち上げたのも大きな決断
国内は横浜 、名古屋 、島根の３工場
産体制を組んでいくかが当社のノウ
るなど楽しげな雰囲気が漂っている 。

が 、生産が軌道に乗ったので 、新た

だった 。同社はコンビニや外食など
体制が整い 、東・西・中日本での注
ハウといえます 。当初は各工場に同
「かつては古めかしい一般的な事務

考えています」

全国チェーンと取引しているので 、
文を柔軟に受けられるようになった 。
じような能力を持たせたいと思って
所でしたが 、私が社長になってから

ある 。今年から外部講師による全社

供給を止めるわけにはいかない 。物
「私は５年間をビジネスのスパンと
いましたが 、今はそれぞれの強みと

サイクルが短く 、頻繁に新商品に切

流を考えると全国に工場を設置する
して考えています 。島根工場は 、５
特徴を生かしてほしいと考えるよう

に用地を取得し 、２０２１年６月に

必要があった。
年目に賃貸から自社物件へ変更する
になりました」

新工場が稼働する予定だ 。

電力供給を分散させることなどか
ことを決断しました 。ベトナム工場
湯川社長がそう思うのも 、従業員

島根 、名古屋に工場を新設
国内３工場体制に

ら本州の西の県に候補を絞った 。島
も今年で４年目を迎えており 、今後
が相応の力を身につけてきた証拠だ

◦大きさ 3 種類

◦ふたやトレーも用意（別売り）

◦デリバリーという顧客ニーズに着眼

特徴を生かしてほしいと考えたのだ 。
これまでも自ら考え行動する従業
員になってほしいと 、いろいろな手
を打ってきた 。たとえば 、会社の批

筒を作って全員に配りました 。直後

「そこで 、私宛の料金受取人払い封

書は来なかった 。

ことにした 。それでも 、なかなか投

１件当たり５００円の謝礼金を出す

いと「目安箱」を作り 、１通ではなく

するような環境作りを目指していき

これからもさらに楽しく 、ワクワク

採用時も応募者にいい印象が残る 。

にも興味を持っていただけますし 、

すいハードをまず変える 。お客さま

を変えるにはソフトよりもわかりや

リニューアルしました 。社員の意識

判や意見を社長に率直に訴えてほし

は来たのですが 、最近はあまり来な
ます」

軽量・小口化 、③レンジアップ

打ち破ってきた湯川社長の次の手が
楽しみだ 。

とである 。
全国の大手コンビニ 、スーパ

これらのことから 、社長の言

することは 、顧客から選ばれる

客の要求にスピーディーに供給

ーを販売先に持つことから 、商

葉にあるデザインは 、単に外見

ための重要な条件となる 。

ラスチックによる環境対応など 、

や見栄えが美しいというもので

「どこで作っても 、同じ品質の

品サイクルの短い 、多種多様な

はなく 、デザインが本来持つ「設

ものができる 、輪切りの生産体

さまざまなニーズへの対応が求

計する」
「立案する」
、いわば「問

制を目指しています」（湯川社長）

ラインナップを必要とする 。顧

題を解決する」といった広義の

２００１年 、業界に先駆けて

考力を変化に対応するための重

すなわち 、同社がデザイン思

内３拠点 、海外２拠点で 、金型

たようであるが 、現在では 、国

当初は 、品質の安定化に苦労し

海外（上海）に工場を設立 。設立

要なコンピタンスとして位置付

を共有したり 、人員のシフトを
組み替えたり 、柔軟な生産体制

としているかを知り 、それを誰

大切なことは 、時代が何を必要

「こだわりなんかありません 。

まな商材を提案する商社を設立 、

ともに 、海外から日本にさまざ

場の自動化をいっそう進めると

近年では 、ロボット化など工

は 、同社の強みとなっている 。

よりも早く提供することです」

ーによる〈シンメイカフェ〉を立

また新規事業としてキッチンカ
同社のデザイン思考は 、組織

（湯川社長）

アジャイルな組織デザイン

けていることがわかる 。

ものと思われる 。

意味を持たせて使用されている

められている 。

対応拡大（耐熱・耐寒）
、④脱プ

社員の意識を変え 、業界の常識を

いので少しは改善に役立ったと思っ
ています」と笑う 。
社内の教育制度も未整備だったの

コンセプトを人に伝えるために
も 、戦略の重要な要素といえる
ものだ 。
「食文化をデザインすることに

失敗を恐れず 、俊敏にトライ

ち上げる 。
言で言えば 、俊敏に柔軟に動く

アンドエラーを繰り返す 。同社

運営にも見ることができる 。一
アジャイルな組織作りだ 。アジ

が目標とする「グローバル・ニ

より 、私たちが生み出す多くの
くの食卓に大きな笑顔の花を咲

ャイルの要諦は 、トライアンド

ッチ・トップ企業」への歩みを

製品や商品よって 、世界中の多
かすこと。これが最終目的です」

エラーを繰り返し 、製品をいち

（湯川社長）

（浜銀総合研究所顧問）

止めることはないようだ 。
容器・包装市場においては 、
①使いやすさ 、持ちやすさ 、②

給し 、フィートバックを得るこ

早く開発し 、短いサイクルで供

出所：2021 年 1 月 29 日の社長インタビューを参考に筆者作成

で 、まずは会社マニュアルを作った 。

◦特許を専売で使用許諾契約締結

商品やサービス 、店舗や施設の

◦デザイン柄あり、オリジナルデザインも作成可能

社長就任後 、島根県やベトナムに

根県庁に直接相談したところ 、熱心
の方向性を検討している最中です」

できなくなってきた 。また単な

◦耐水・耐油性がありテイクアウトに最適

ろう 。従業員を信じられるからこそ 、

に提案してくれ 、補助金も得られる
する考え方も変わってきた 。

拠点が増える中で 、生産体制に対

引かれる。

「食品容器のデザインにも工夫

る価格競争では 、海外の企業と
そこで 、五感を刺激し 、その

を凝らせば 、食べることがもっ
本社にお伺いすると 、同社の

商品の持つメッセージを伝える

◦そのままならカップ、開けばお皿として使用可能

商品のみならず 、本社の外観 、

の体力勝負に陥ってしまう 。

おいては 、それだけでは差別化

おこなわれてきたが 、成熟期に

向上を中心にイノベーションが

従来 、商品の差別化は 、品質

■〈おりがみカップ〉の特徴と成功のポイント

デザインの力が注目されている 。

◦日本の折り紙文化とフィット

ことになったので 、２０１５年に工

スイーツを入れるカップ、

〈おりがみカップ〉というヒット
商品を生み出し 、ニッチなマー
ケットで存在感を放つ企業がシ
ンメイである。
１９５８年に煮豆屋として創
業 。容器を工夫することで食品
を「もっと安全に 、もっとおい
しく食べてほしい」という創業
者（湯川光雄氏）の思いとアイデ
アのもと 、食品メーカーから食
品容器メーカーへ業種転換 。現
在では 、食品包材の分野でトッ
プクラスのシェアを誇る同社の
強みを探った。

中が工場とは思えないモダンな外観の横浜本社工場。

シンメイのアジャイルな経営と組織

と楽しくなる」
（湯川社長）

問題解決のための
デザイン思考

食文化をデザインする

社内に掲示されているポスター

◦デザインだけでなく、力学計算も実施

場を新設した 。当初は賃貸で始めた

に

弁当のおかずの仕切りや

学ぶ

最近では 、お皿にもなるカップ

お

独創企業

ビジネスにおいてデザインは 、

本社内には、同社の祖業である煮豆店の「伊豆屋」の看板などが展示されて
いる。


◦１
 枚の紙から容器を作ると、どうしてもシワができる。
そのシワを「折り目として、綺麗にたたむ」アイデアの具現化
成功の
ポイント

独 創 企 業

など洗練されたデザインに目を

◦電子レンジ・オーブン使用 OK
特徴

寺本明輝の

20
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PBT ／晒クラフト紙
材質

挑 戦 す る

