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世界を舞台に商売できる企業になりたい

オリジナル商品の誕生

最近では、オリジナルのノートやメモ IJiI~ を:1iI 1作

している印刷会社は少なくない。でも、 6年前は

どうだろうか。大阪市の株式会社ミラテ yクが制

作 ・販売している iDearCOLORJシリーズは、

政初は小さなオリジナルのメモ帳づくりから始

まった。そのきっかけは、商工会議所から展示会

への出展のお誘いで、出展するからにはオリジナ

ル商品が必要だということで第 l号となるメモ1111¥

が龍生した。

今や iDearCOLORJシリーズはミラテ yクの

オリジナルブランドとして尚品数も泊加。単に手

帳やノートだけでなく、カレンダーやダイアリ一、

スケジュ ール帳など。中には、カラフルな色彩と

W{:りやすい現代訳をつけたお経の 「般若心経jを

R~IIij!，にした rpop HARAMIT A (ポソプハラミ

タ)J、デザイナ やオペレ ターご愛用のカラー

チャート rRealCOLOR PaletteJなど、実m的

でユニークな商品が勢ぞろいしている。

オリジナルの!販促商品は、 「爆発的に売れてい

るということではないのですが、名入れして販促

品として使える商品でもあるため、藤!省:先では蛍

業しやすくなり、蛍業ツールにもなっています」

という。それでも売上げに占める比率は3iWIくら

72 

株式会社ミラテック

社長 滝野賢治 氏

L 、あり、「これからはかなり転換していくのでは

ないか]と期待している分野でもある。

オリジナル商品を生み出していくという作業

は、社員も、技術者も、印刷機も以前のままでは

あっても、 「社内的には画期的な125能転換だったJ
という。自社の技術と設備で自社製品を生産する

自分迷でも販売する物が作れるのだということに

考えが切り管わっていったからだ。

オリジナル尚，~d立、メモ帳やカレンダ一、ダイ

アリーなど、どこでもある前品である。その中で

ミラテソクらしい商品づくりのコンセプ lとなっ

たのが、 『自社ブランドの桝築1ということだっ

た。結果、自社のコンセプトが明確になり、オリ

ジナル性の高い尚品が作れるようになってから、

ミラテックの商品への注目度も上がっていった。

商品づくりで大切にしているのは、 iDearCOLORJ

というブランドの特長である 『色彩jを大切にす

ることである。脂頭にディス プレイされていても

すぐに iDearCOLORJの製品だと'1'11るようにデ

ザインを工夫するなど、制作に対する判lが確立さ

れ、売上げも伸びてきているという。

現在の iDearCOLORJは、色彩と他社にない

コンテンツや機能が特長となっている。単に色を

つけたものではなく、他の会制では作らないよう

なものを生み出している。その一つに 「般若心経J
がある。お経は、 一般的にはノベルティにはなら
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滝 野賢治氏

ないコンテンツで、ほとんど“商品化"されてい

ない。しかし制作してみると評判もよく、その内

容から持った人にとっては捨てられないグッズと

なった。

こうした商品はたくさん売れる尚品ではないた

め、中小企業でないと出来ない商品でもあるとい

う。さらに底鎖に泣いてもらえば効果が則待でき

る。ユニークなオリジナル商品を制作したことで、

ミラテソクは面白いことをしている会社、変わっ

たものを作っている会社だというイメージを持っ

てもらえるようになった。

ユニークな商品開発のベースとなっているの

は、仕事や生活の役に立つもの、あったらいいな

と思うものだ。名入れできる商品はこれまでにも

数あれど、受け取った仰lが捨ててしまったらMJ床

がない。印刷物の中には、チラシなどのように簡

単に捨てられてしまうものもあるが、ミラ yテク

では捨てられない商品を作っていくことに力を注

いでいる。

価値のある印刷物訂正何か

例えば名入れがでーきるダイアリ などは、内容

は全部オリジナjレ尚一品として制作できる。普通の

ダイアリーに比べてコス|高になるが、!!&促効果

は高い。少しのアイデアを加えるだけで特徴ある
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商品となり、高い評価を得ることができる。製粉

会社のダイアリーを制作したH寺は、装側のペ ジ

に料理!にあわせた粉はどれを選んだらいいのかと

いうような 「粉」に|刻する情報を盛り込んだ。こ

のダイアリーは販促品としても配布されている

が、販売値当者が説明しなければならなかった解

説をフォローする資料となり、蛍業ツー/しとして

も活用できている。オリジナlレの改良をすること

で、企業活動に武献する印刷物に進化した商品と

なった。

また咋年は東日本大震災があった年だった。ピ

ンチをチャンスに変えるのもミラソテクのモソ

トーだ。 日本は世界各国から様々な支援を受け

た、そのお礼の気持ちを込めた商品として、世界

中の言葉で 「ありがとうJと書いてある日本手ぬ

ぐいを制作した。 日本ならではの尚品でもあり、

海外によく行く企業や、海外のお客様が多い企業

などに好評だという。日本らしいメ ソセージ性の

ある、“思い"を伝える商品となった。

この商品を製作したことで、集客や捨てさせな

いものを作るということに加え、メソセージ性の

あるものを作る大切さも感じるようになった。印

刷技術を持っているところから始まったl仮{宝物の

生産が、今では、印刷物で何を伝えていけるのか

を考えさせるビンネスへと変わっている。
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商品つくりで標準化も実現

最近新しく開発したオリジナル尚品の一つに、

IReal COLOR PaletteJがある。これは、グラ

ブイ yクデザインや印刷物制作の際に、迷うこと

なく仕上がりを想定した作業を行うためのカラ

チャート。印刷会社らしい商品で=もあり、中身は

9，317色のカラ チャートをコート、 Y''J卜、上

質、再生紙の 4種類の紙で印刷している。ジャパ

ンカラーに司計処して1'.["J!jJiJされているということも

あり、実際に活用しているのは、デザイナーが多い。

このi商品は一見するとどこにでもありそうだ

が、罫線をひいたらどのような色表現になるの

か、平網で白抜き文字を放せるとどうなるか、と

いったことが1確認できるようになっている。最近

は、デザイナーなどはコンピュータの函而上で色

再現を確認はしでも、実際の仕上がりを見る機会

が少ないため、賞、結!や網の指定で失敗するケース

が多々ある。そうした作業現場を想定して作られ

たもので、これを制作作業をする上での判断基準

に活用すれば、印刷物にしても問題がないように

作成されているので、このi鴻品を通じて技術共有

をすることで、発注元となるデザイナーとの関係

強化にも役立っている。

Dear COLOR'--'リーズの開発は、 ミラテック

のコンセプトワークをPRする効果もあったとい

う。また技術的な装っけにもなって、蛍業的にも

良い影響を及ぼしている。色々と教えを515L、なが

ら制作に取り組んで独自としてTl~ I~1化した結果、

自社の品質基準も椛築できた。「印刷業務として際

準化は必要です。それもやるならば全社的に取り

組むことが必要です」。

撚準化の必EZ!性は、，~fi~1~t維持にも繋がる。 オリ

ジナルの販促ツールを作るようになってから、銀

座の文具脂 伊東屋のよ うな絡式のあるお脂の庖
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nï~で販売できる尚品っくりがしたいというのが目

標にある。その12:7頭でl仮売されているものをみれ

ば、よく~，Il られたブランドが並んでいる。 しかし

それは、それだけの重みと制li値、日1 1~tが維持され

ているからで、 「まだまだだと 141 っています。 ，~

頭に並んでいる商品と、どこが迷うのか。それが

質感や使い勝手なのか、何なのかと常に研究して

L 、ますJという。

ノベルティ尚品は、印刷会むがこれまで行って

きた完全受注の制作と、既製品を提案していくカ

タログ型!販売の中j=!:Hにあるものだとも言う。自十J

尚品を基準となるサンプル日lとして提案し、顧客

ごとにカスタマイスしていく 。ある税、受注尚品

でもあるため、基準となる商品を作っておくこと

が求められる。なぜなら、ノベルティを発注する

ときに、 「何を作ろうか」から始まったのではお

客様に 「考える負担Jを強いるからだ。また、基

準となるn:¥j品を見れば、お客械の方からアイデア

が出てくることも多L、。

物つくりの心

滝野村長がミラテックに入社したのは1992年、

それまでフィギュアスケートの選手として世界で

活脱していたが、父の急死で会社に入社した。父

が亡くなった時にはちょうど海外におり、死に目

に間に合わなかったという。そのため 「父から経

蛍を教わるごとができませんでした。だから経営

に関しては、まだまだです」という。

賢治氏が社長に就任したのは2004年だが、沌野

社長が入社した頃から、 1'.[1刷産業は徐々にデジタ

ル化に向かっていっており、カラー化を進めるH寺

だった。実際、文字の部分は顧客先が作るような時

代となり、デザインの入った印刷物が増えていく。

デジタル化を)lliめながらも、昔から大切にして

きた価値のあるものを作りたいという思いは、 i詰



初からずっと思っていたことだったという。「美

しいもの、価値のあるものは売れますし、欲求さ

れます」と断言する沌野社長。同じ紙製品を作る

のならば、価値のあるものを作りたい。紙は、自

然の恵、みから与えられた大切な資源でもあるが、

それが価値のあるものになるか、 liiなる 「紙くず」

になってしまうのかは作り手次第。ならば造形的

に美しいもの、インテリアにもなり、長く人の役

に立つような紙製品を作っていきたい。

11歳からフィギュアスケートを始めた泌野村

長。l輸息を直すために始めた道だった。Miの影響

もあって東京に上京し、指!iとペアを組んだアイス

ダンスの種目では、 89年から92>1三まで4巨l、全日

本チャンピオンとして君臨した。その最後の年に

はオリンピ yクのチャンスがあり、 2年後にはリ

レハンメ jレオリンピックという l時に、父が他界

し、スケー卜の世界を離れることになった。

フィギュアスケー卜は、 1芳自に 1 ;:J:.(:!i ~il二見える

が、精神的にも大変なスポ ツであり、音楽、衣

装、振り付け、感情表現などトータjしなクリエイ

テイブ性が求められ、体力也必!&tな競技。その

フィギュアスケートで学んだことは、今の仕事の

センスに~~がって L 、ることは多L、という。

フィギュアスケー卜のチャンピオンになると 世

界中に訪れるチャンスを得ることができた。ロJが

美術品のようなブダペストの美しさなど、その場

所に行かないと体感できないものを自分の日で児

て、 実物に触れることができたととは大きな経験

だったと振り返る。また海外の文呉屋さんなどに

並んでいる尚品は、長く 生き残っている尚品が数

多くあり、そうしたものは絡調も両く品質も高い

ことを指摘する。

海外の伝統あるステーシ ョナリーを専門に扱っ

ているところでは、 「日本のものは白けないjと

言われたことがある。デザインも良く、持つこと

がステイタスとなり、白いていてきれいなもの、
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WJ待される品質を遥かに越えた{詰高のものではな

くてはならない、というのが製品づくりへの視点

である。

商品として販売するものは、品質の良さだけで

なく、機能伯という裏づけも大切だという。フィ

ギュアスケートでも、 美 しい衣装と良い音楽、良

L 、 J眠り 1τl けがあ っ ても ~i~fifti となるスケーティング

自体が高品質でなければ芯川ミがなt¥0だから 「心

J主・ 体J三Zてが揃っている、そういうものを作っ

ていきたい。それは、 WIJえば 「今まで以上に仕事

がしやすLリ II!Iii促効果があるJI持っていたおか

げで助かったJということ。当たり前のようでも

きちんとした機能性にほ寸1た物を作ることで、 「ミ

ラテ yクで作ったこれが必要だJと言ってもらえ

るレベルにしていきたいのだという。

沌野社長が I~I 指しているのは、世界で販売でき

る物づくりだ。「大げさかもしれませんが、仕事

を始めてからず、っ と、日本中、世界中で尚売をし

たいと思っているのです。そのためには自分の商

品が必嬰です。今はまだ夢のまた拶ですが、地J)J，

の裂側の1Jjや空港で、なんか見たことがある商品

が;白いてあるなと!ぶったらDeal"COLORだった、

ということが拶ですJという。

実際に、世界中で販売されている尚品は世の中

にあるわけで、そうしたR:H品っくりをしていきた

い。自分迷が作った商品がJt!!J，!，上のあちこちで販

売されていたらと思うと総しいし、ワクワクする。

「夢があるからこそ、 今は、安月給ですが、大変

だけど皆遅くまで会キjで1:1::;;JTをしていますJと詰

る。社内では、 「ミラテ yクの庖ができたらいい

なJと諮り合うこともあり 「世界で商品を販売 し

ている企業もありますが、それは簡単なことでは

ありません。でも、強烈!な願望があれば思いは

具現化すると信じています」 と夢を世界へ羽ば

たかせている。
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