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新事業展開型

新サービスのテストマーケティングを通
じた販路開拓の取組
当社は、リサイクルトナーの製造販売業。製品の需要低迷、価格競争激化による収益低
下からの脱却を図るため、当社の強みを活かして作りあげた新たなサービスの販路開拓
を目指した事例である。支援活動をとおしてターゲットと顧客価値の明確化、提案営業
のノウハウの蓄積による営業力の強化を目指した。

関東本部　プロジェクトマネージャー　田川　幸平

エム・シー通商株式会社

【事例の要約】
　新たに開始する「レーザープリンター無償レンタルサービス」について、5名の販路開拓コーディネーター
とアプローチした企業から、今後の市場展開に向けた有益な評価の収集、サービス内容の充実等についての
情報を得、次なる課題についても探索できた。導入促進となる資料作成づくりのノウハウ蓄積が図られ、それ
までの受身的な営業姿勢から積極的な提案型直販体制の基盤づくりにつながったことが大きな成果であった。

企業名　エム・シー通商株式会社
業　種　リサイクルトナー製造・販売
所在地　東京都千代田区岩本町2-1-17
工場等　 東京本社工場・物流センター（千葉県）、

太田工場（群馬県）、東北工場・東北物流
センター（岩手県）

資本金　97,5百万円
設　立　昭和56年8月
売上高　2,962百万円（平成28年7月期）
従業員　55人

　当社は、昭和56年に現社長の内田敏氏によって設
立され、約30年にわたりインクリボンやトナーカー
トリッジのリサイクルに取り組んできた。トナーカ
ートリッジとはプリンター、複合機、FAX等の事
務機器の印字に用いられるトナーを詰めたカートリ
ッジである。リサイクルトナーは回収したカートリ
ッジの分解・洗浄・部品交換・トナー充填・検査と
いう工程を経てリサイクルしたものである。純正品
より価格は大幅に安いが不良率が高い、色の出具合
が純正品と違うなどのマイナスのイメージをもたれ
る。そこで当社では利用者の不安を払しょくするた
め、各種の認定取得と各種品質基準をクリアし、高
い品質を維持している。
　加えて、完全国内生産体制で安定的な製品供給を
可能とし、全国への配送・回収の体制を構築してい
る。プリンターメーカーとの強い協力関係からプリ
ンター本体を低価格で調達できる。
　当社のリサイクルトナーはプリンターメーカーの
純正品に劣らない高い品質を維持しているが、価格
は他社リサイクル製品より割高になる。市場では同
業者や海外製品との価格競争が激しく、販売数量は
伸びていたが、中長期的にみると販売単価が下落す
ることが予想され、収益への悪影響が懸念された。
　この状況に危機感を抱いた内田社長は、取締役を
リーダーにしたプロジェクトチームを組織し、自社
のリサイクルトナーの消費を増やす仕掛けづくりに

企業概要
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東京物流センター東京本社工場



15

エ
ム
・
シ
ー
通
商
株
式
会
社

取組んだ。その結果生まれたのが「レ
ーザープリンター無償レンタルサー
ビス」である。これまでの製品売り
から「レンタルサービス」という当
社にとっては新たなビジネスモデル
の展開が始まった。

　支援のきっかけは、東京都墨田区
両国に本店を置く、東京東信用金庫
からの紹介であった。
　まずは状況を確認するための面談
を銀行担当者同席のもと中小機構・
関東本部で行った。当社が新サービスを展開してい
くにあたって、最も価値を感じてくれるターゲット
はどこなのか、どのように提案をすればいいのかが
自社ではなかなか決めかねているといった販売上で
の問題点を抱えていることがわかった。

　国内のトナーカートリッジの年間出荷量は、2009
年ごろまで増加傾向にあったが、2011年から約
2,200万本前後で推移し、2015年は前年比89％と成
長は鈍化した。全体に占めるリサイクルトナーの比
率は2015年度でモノクロが34％（前年比－3％）、カ
ラーが14％（同－2％）、合計で24％（同－2％）で
ある（日本カートリッジリサイクル工業会調査）。
金額は5,500～5,600億円、内リサイクルトナーは300
～400億円と推定される。
　以上のように市場全体の需要が低迷するなか、当
社では出荷量は伸びていたが単価下落によって利益
の確保が難しい状況になっていた。今後狙うべきは、
価格競争の厳しいリサイクルトナー市場ではなく、
76％を占める新品（プリンターメーカーの商標を付
けたもの）や汎用品（ノーブランドの新品）の市場
であり、この市場をいかに切り崩すかが鍵と思われ
た。
　当社は営業部門をもち営業専任者が3名いる。た
だし、販売方法は代理店を使った間接販売が主体で、
電話による対応と販売代理店のサポートに追われ、
末端ユーザーとの接触は少なかった。
　今後の新サービスの市場展開にあたっては、マー
ケティング戦略を立て、自社で考えて行動する提案
型営業への転換と既存ルートと共存可能な直販ビジ
ネスの構築が課題であった。
　この課題解決にあたっては、販路開拓コーディネ
ート事業で行うテストマーケティングを通じて、提
案営業に必要なノウハウの蓄積、提案資料の充実を
図ることが有効であると判断した。

　活動については、取締役営業部長、営業課長、担
当者の3名体制で臨んだ。中小機構・関東本部では
プロジェクトマネージャー、販路開拓チーフアドバ
イザー、サポートする販路開拓コーディネーターの
専門家と職員がチームを組んで支援にあたった。

　販路開拓コーディネート事業を活用した支援は次
の3段階で進めた。
（1）マーケティング企画のブラッシュアップ
　支援の第1段階はマーケティング企画の立案であ
る。営業課長と販路チーフアドバイザーがブラッシ
ュアップシート（＊注1）を使って、以下の観点か
らポイントを整理した。
（＊注1） 製品やサービスの顧客価値をいかに高めるかを順序立てて考

えることで、効果的な販路開拓を実現するための支援ツール

①サービスの特徴
＜製品面＞
・ プリンターの種類が豊富なのでお客様の使用状況
にあった機種の選択が可能

・ 業界唯一の経済産業省特定新規事業に認定さてお
り、製造するリサイクルトナーの品質については
信頼性が高い

＜コスト面＞
・ カラーレーザープリンターは貸与になるので、顧
客の費用負担は高品質リサイクルトナーの購入代
金だけである

・ トラブル時の技術対応、機器のメンテナンス、入
れ替えサービスは無償

＜環境面＞
・ リサイクルトナーなので環境に優しくCO₂削減に
も貢献する

②ターゲットの設定
　カラー印刷を大量にする企業を想定し、ターゲッ

中小機構との出会い

プロジェクトマネージャーの視点と支援課題の設定

プロジェクト推進体制

支援内容と支援成果

売上高と経常利益
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トを、加工食品会社、学習塾、調査会社、各種専門
学校等とした。なかでもこれまでリサイクルトナー
への間違った思い込みを持ち、習慣的に新品を使っ
ている層へのアピールが効果的であると想定した。
③想定した顧客のメリット
・プリント経費の削減効果
　例えば、月間当りカラーとモノクロ印刷を各
3,000枚した場合、複合機で大量にカラーコピーを
している企業では、料金の差は年額で620,760円に
なると試算できる。

複合機 当　社
リース料金 15,000円 0円
保 守 料 金 3,000円 0円
印 刷 料 金 48,000円

（カウンター料金）
14,270円

（消耗品費）
月　額 66,000円 14,270円
年　額 792,000円 171,240円

・管理面の負担軽減
　プリンターが故障、老朽化した場合、無償交換に
なるので買い換えに伴う費用、手間が発生しない。
・環境負荷の低減
　カーボンオフセット付きリサイクルトナーカート
リッジはプリンターが消費する電力量に相当する
CO₂ 排出量をオフセット（相殺）するもので、利
用顧客に購入数量や排出削減量が記載されたカーボ
ンオフセット証明書が発行される
④支援の目標
　今回の支援では課題解決面から次の3つの目標を
設定して支援することとした。
・ 当社が提供する「レーザープリンター無償レンタ
ルサービス」に価値を感じてくれるターゲットの
明確化
・ 想定ターゲットに対する効果的アプローチ方法の
習得
・ 見積書提出による価格面の受容性の確認
　以上を踏まえ、ターゲットとした企業向けにプレ
ゼンテーション資料を作成した。その後、案件採択
会議に上程し、サービス内容の有用性、支援の必要
性と支援終了後も継続した販路開拓活動が可能なこ
とが認められ、採択となった。

（2）テストマーケティング活動
　支援の第2段階は、仮説を検証するためのテスト
マーケティング活動である。
＜マッチング会の開催＞
　選定したターゲットにネットワークをもつ5名の
販路コーディネーターが参加して、マッチング会を
開催した。営業課長にプレゼンをしていただき、質
疑応答をとおしてサービス内容やターゲットと提供
メリット、支援目標について理解を得た。販路コー
ディネーターから提出された活動計画書の承認を経
て、本格的なアプローチ活動が始まった。
＜支援の結果＞
　販路コーディネーターが8社のアプローチ先に合
計24回の同行活動を行った。その中で次のような評
価や情報を収集できた。
■食品加工会社
・ 営業部では提案書類、品質保証部では指示書・規
格書などが多く、コスト低減案として有効である。

・ メンテナンス費用が一切不要なことに加え、現状
のカラー・モノクロの印刷代が削減できる。

・ ISO14000を取得し、環境経営を行っている企業
にとってはとても興味深い。

■学習塾
・ 印刷物をコピーからプリンター主体にすること
で、よりコスト削減効果が見込める。

・ OA機器を一括発注している中で、役員専用のプ
リンターやセキュリティ確保のためインターネッ
トにつながないプリンターとして活用したい。

・ 故障について本体変更を迅速に行ってもらえるの
であれば、安心して利用できる。

■市場調査会社
・ プリンターのサイズ、印刷スピード、色の再現性
について利用者の状況を考慮して提案してもらえ
ると良い。

・ 必ずしも無料である必要なく、その分の原資を新
しいコピー機の値引きで使えるなら、そのほうが
よい。

■セキュリティソフト会社
・ 利用にあたって稟議決済が不要なこと、セキュリ
ティ確保の観点から本モデルは利用しやすい。

　このようにターゲットにした企業のニーズや顧客
への提供価値が明確になったことで、市場導入の確
実性が高まった。
＜製品・サービス改良、改善事項等＞
・ 「無料」というとかえって疑心暗鬼になるので、
導入時にプリンターが有料であっても、トナーの
定期交換などきめ細かいサービスメニューがある
と良い。

・ 設置スペースがないため、複合機の上に印刷機を
置けるようなラックを併せて提案してもらえると
検討しやすくなる。

支援活動の中で顧客が抱える問題への解決
策を提案することが経費
削減の強調よりも優先で
あることの気づきを得ま
した。提案の引き出しを
数多くもつことで説得力
を高め、より多くの新規
需要が獲得できることを
期待しております。 

田川　幸平　関東本部　プロジェクトマネージャー



17

エ
ム
・
シ
ー
通
商
株
式
会
社

・ コピー枚数を含む案件別の経費管理を行っている
ため、個人のIDごとに振り分ける機能が必要で
ある。
・ 製品コスト面だけでなく、環境面では具体的に
CO2の年間削減量などパンフレットに記載する。
・ リサイクルトナーが知財面で問題ないことをわか
りやすく説明する。
　支援活動の結果として、アプローチした4社に見
積書を提出することができた。

（3）フィードバック報告会
　支援の第3段階では、支援期間中の活動結果と成
果を報告書にまとめ、支援期間中に出てきた新たな
課題と対応策について具体的な提言を行った。
＜支援の成果＞
　市場での仮説検証により、多くの貴重な情報と評
価、助言を得ることができ、当初設定した3つの支
援目標に対して、次のような成果を得た。
①対象サービスに価値を感じるターゲットの明確化
　顧客へ提案を行う営業部門、書類を多数プリントし
て保管する品質保証部門、セキュリティが重視される
特定部門で専用プリンターとしてのニーズがあった。
② 想定ターゲットへの効果的アプローチ方法の習得
　リサイクルトナーへの不信感をもつ顧客は「無料」
によって何か制約があるならば、有料でも特典をつ
けるとか、交換前のプリンターのバージョンアップ
など細かくかつ柔軟な設定があるとユーザーも安心
して活用できる。コストだけでなく、ネットワーク
につながないことでセキュリティ面の安心感もアピ
ールすると効果的なことがわかった。営業部門では、
コストダウンよりも予算内であれば、今まで以上に
営業ツールを多く使えるメリットを強調することが
有効となる。
③見積書の提出による価格受容性の確認
　価格面の受容性は、メンテナンス費がかからずラ
ンニングコストも低減できるのであれば、受容性の
あることが確認できた。
　以上のように、販路コーディネーターのリードに
より自社だけではなかなかできない体験を現場で積
むことができ、今後のサービス改良や営業展開に貴
重な情報を得た。
　当初は「ハードはただ」という低コストを顧客メ
リットとして追求していけば導入は容易に進むので
はという考えもあった。しかし、実際の活動からは、
顧客の抱える制約、例えば設置スペース、出力の仕
上がり調整（色・フォント・文字配列等）、用紙サ
イズの選択、予算、入れ替えタイミング、取引上の
しがらみといったものが様々あり、導入してもらう
ためにはそれらの障害をいかに乗り越えるかが価格
提示以前に重要だということがわかった。
　この気づきは今後の当社の営業活動に非常に重要

な意味をもつものである。なぜなら、説得のための
切返しの引き出しをたくさんもつことが提案力を高
めることになるからである。
　また、販促用に写真を多用する食品会社、コピー
枚数の多い個別指導の学習塾といったターゲットが
有望であることが明確になり、実りの多い活動にな
った。

　支援活動の中で今後に向けて解決していかなけれ
ばならない次のような課題も出てきた。フィードバ
ック報告会では、その対応策について提言を行った。
課題1： 顧客ニーズにきめ細かく対応できるサービ

スメニューの充実
・ 同様なビジネスモデルは純正トナーでは既に行わ
れていることから、プリンター診断を含めた定期
無償メンテナンスサービスを提供価値として差別
化を図る。

・ 対応機種の拡大、サービスメニューの充実、わか
りやすい資料の作成などにより、成果のあったア
プローチ企業を中心にして、周辺分野を中心にし
た販路開拓を目指す。

・ アプローチ後の継続したフォロー体制を構築する。
課題2： リサイクルトナーへの不信感解消を図るた

めの資料づくりと提供
・ 一般的にサービス商品は真似されやすく、一見類
似と思われることもよくある。差別性がわかりづ
らいことから、顧客への提供価値をより具体的に
したプレゼン資料の充実を図ることが肝要である。

・ 低コストを打ち出す前に、スタンドアローンであ
ることから情報漏えい対策になる安全性をアピー
ルするのが効果的である。

・ 最終的な成約につなげるために顧客からいただく
要望へ迅速かつきめ細かく対応する。

　上記の課題に取組み、今回のアプローチ企業を中
心に関連企業へ横展開し、顧客獲得にまい進される
ことで、「レーザープリンター無償レンタルサービ
ス」事業のさらなる発展を期待したい。

今後の課題

経営者のことば 代表取締役　内田　敏社長

　中小機構の皆様には販路開拓コーディネート事業
を通じて大変お世話になりました。ありがとうござ
いました。ブラッシュアップシートの作成や提案活
動により、当社にとって新しい試みである「プリン
ター無償レンタルサービス」のターゲットや提供価
値が明確となりました。また、コーディネーターの
方々にも貴重なご意見やアドバイスを頂くことがで
きました。この経験を活かし、さらなる販路開拓に
努力してまいります。


