
24 新たなコンセプト“塗る手袋”の新市場開拓の挑戦―「フィルムスキン技術」を活用した保護剤の販路開拓支援―

　当社は、機能性と作業性を両立させた工業用手袋のメーカーである。「手を守り、製品を守る」の思いから、
新しいコンセプトである“塗る手袋”「テアレスキュー」の製品を開発した。しかしながら、エンドユーザ
ーとのコンタクトは少なく、真のニーズの把握に加えて、新しいコンセプトの伝え方、新たな商流の構築と
いった経験が不足していた。本件は、上記の課題解決のため販路開拓コーディネート事業を活用し、本製品
についてのテストマーケティングを実施することにより、新製品展開ノウハウと販路開拓の足掛かりをつか
むことができた事例である。

企業名　ウインセス株式会社
業　種　手袋製造業
本社所在地　香川県高松市香南町横井464-1
資本金　48百万円
設　立　昭和36年1月
売上高　1,032百万円（平成29年12月期）
従業員　19人

　当社は、1937年創業の手袋のメーカーである。防
寒用手袋の生産をへて、高度成長期の国内外の需要
に合わせて工業用手袋の生産に転換した。生産は香
川県高松市と中国江蘇省の2拠点で、国内工場はク
リーンルーム用などの低発塵の手袋を、中国工場で
は一般環境向けの工業用手袋を製造している。当社
製品の特徴は、業種及び業務の環境や作業に合わせ
て、機能性と作業性を両立させた製品を開発し、「手
を守り、製品を守る。現場で働くすべての人々のた
めに」の実現を進めている。
　手袋事業の展開の中で、ユーザーから手荒れの話
を聞く機会も増加してきた。手袋で保護をしている
ものの、皮膚の弱い人にとっては、どうしても手荒
あれを起こしやすい環境下にあり、特に、手を酷使
するプロにとっては、手荒れを抑える保護剤のニー
ズが高い状況であった。こういった課題認識の中で、
アトピー性皮膚炎の治療薬の開発に取り組んでいる
研究者から、皮膚に塗っても刺激がなく、しかも耐
水性に優れる皮膜の存在を知らされたことが契機と
なり、研究を開始、手に塗るだけで手を保護する「フ
ィルムスキン技術」を確立し、『テアレスキュー』
として商品化に至った。
　『テアレスキュー』は、手に塗ることで目に見え
ない極薄のフィルムを皮膚に形成することで、外か
らの刺激を抑制し、肌の自己治癒力を妨げない状況
を作り出す。さらに、皮膚からの水分の蒸発を抑制
し保湿効果を発揮する。また、この皮膜は耐水性に
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優れることから、長時間の使用に耐
えるとともに、ベタつきを起こすこ
とがない。

テアレスキュー

テアレスキュー
使用時の肌の状態

通常の
肌の状態

テアレスキューの保護メカニズム
（イメージ）

　当社では、この『テアレスキュー』は化粧品であ
り、従来の手袋の事業と異なったアプローチも必要
であると認識しており、新たな展開について検討を
進めている状況であった。その一貫として中小機構
が主催する新価値創造展に出展したところ、四国本
部のチーフアドバイザーの訪問を受け、ユーザーニ
ーズを把握するとともに類似する製品の商流を理解
した上で販売戦略を構築していくことが必要である
とのアドバイスを受け、四国本部の経営相談（窓口
相談）を活用することとなった。相談の中で、展開
する上での課題を整理するとともに、テストマーケ
ティングを実施し、新製品展開のノウハウを蓄積す
べきであり、近畿本部の販路開拓コーディネート事
業の活用をアドバイスされた。

　販路開拓プロジェクトマネージャーが当社を訪問
し、社長と面談。手袋製造にあって現場の課題を認
識し製品展開を行う能力や仕様に合わせた生産拠点
の選択、あるいは海外工場のマネジメントなど企業
のポテンシャルの高さを認識した。また同時に、手
袋関連以外の製品を事業展開するための販路開拓の
ノウハウが自社に不足していること、さらに今後の
事業展開において必要である、エンドユーザーに直
接アプローチし、ニーズをヒアリングする体制を構
築したいとの思いを理解した。

　販路開拓プロジェクトマネージャーは、企業ヒア
リングを通じて、優れた特徴を有する新製品の事業
展開の可能性を確認するとともに、販路開拓の支援
が必要であることを理解した。
　これらの状況を踏まえ、今回の販路開拓コーディ
ネート事業では、新しいコンセプトの製品が真のユ
ーザーニーズに沿っているかを分野ごとに検証し、
さらにそれぞれの分野について商流や商習慣の違い
を把握し、ユーザーへの訴求方法を明確化すること
を念頭に、取り組みをスタートさせた。
　支援全体を通じて、新市場への事業展開方法を理
解し、ターゲット企業訪問及び直接のユーザーとの
コミュニケーションを通じて、販路開拓の足掛かり
をつかむことにより、今後の販売展開能力を自らス
テップアップできると考えた。

　支援に当たって、企業側のプロジェクトメンバー
は、橋本社長を中心とした体制で進められた。
　機構側は、販路開拓プロジェクトマネージャー、
担当チーフアドバイザー（四国及び近畿）、職員（四
国及び近畿）が中心となり、プロジェクト体制を構
築した。特に、販路開拓コーディネート事業が終了
した後、事業戦略や体制構築等のサポートの必要性
があるため、四国本部のチーフアドバイザー及び職
員もメンバーとしてプロジェクトを推進した。

第1期＜販路開拓コーディネート事業＞
（平成29年1月〜平成29年12月（12ヶ月））
　本事業は、1）マーケティング企画のブラッシュ
アップの期間と、2）テストマーケティングの実践

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経営課題の設定

プロジェクト推進体制

支援内容と支援成果

支援メニュー H27 H28 H29 支援内容（支援テーマ等）
新価値創造展 展示会出展

経営相談事業 マーケティングに関する相談

販路開拓コーディネート事業
・マーケティング企画のブラッシュアップ
・テストマーケティング活動の実施
＝販路開拓（新市場開拓）
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の期間に分けられる。

第1段階：マーケティング企画のブラッシュアップ
（マーケティング仮説の設定）
①商品の特徴と顧客のメリットの具体化
　販路開拓プロジェクトマネージャーは、本製品の
特徴及び製品が解決する「日々の作業での手肌の刺
激」を念頭に、手を酷使する市場及びそこでの課題
を再度明確化することを助言し、当社に検討しても
らった。また、使用におけるメリットとリスクにつ
いても想定市場ごとに検討を進めるとともに、「手
の保護」をうたう競合商品との差異についても具体
的に整理した。
②アプローチ先分野の明確化
　検討した使用形態をもとに、以下のアプローチ市
場を当社が主体的に設定した。
　・�使い捨て手袋を着用する工場：医薬品・医療機
器、電子部品、食品

　・�手を酷使する分野：介護・医療、理容美容学校
　・�すべりを防止するニーズがある分野：スポーツ
関連

　これらの分野にあっては、実際に作業するユーザ
ー側の考えと、管理側の考えの双方をヒアリングし、
考え方の違いを聴取するとともに、展開のためには
どちらにもアプローチする必要があると当社は認識
した。
③プレゼン資料のブラッシュアップ
　当社がテストマーケティングの目的に合わせて、
すでに整備されていた資料をもとに、会社全体の魅
力的な紹介、当該製品の特徴、利用者のメリットの
明確化等について、重要なポイントを大変分かりや
すく整理し、プレゼン資料としてこれらを使用する
こととした。
④テストマーケティング活動計画の決定
　以上のテストマーケティングのブラッシュアップ
期間を経て、テストマーケティング活動の実施手
順・計画を検討し、今回の販路開拓コーディネート
事業での目標を以下に設定した。
　「手作業の多い作業者に対して新しいコンセプト
の保護剤である『テアレスキュー』の価値を知らし
めるとともに、当該分野の現場ニーズの把握と参入
するためのポイントを探る。」

第2段階：テストマーケティング活動の実施
（マーケティング仮説の検証）
　マーケティング企画のブラッシュアップを踏ま
え、ターゲット分野にネットワークを有する15名の
販路開拓コーディネーターがマッチング会に参加す
ることになった。
①マッチング会の開催
　マッチング会には当社から橋本社長が参加し、販

路開拓コーディネーターに対してプレゼンテーショ
ンを実施した。
　プレゼンテーションでは、販路開拓コーディネー
ターに直接製品を使用してもらうことで、製品の特
徴と訴求ポイントを伝えることができた。さらに、
ディスカッションの中で誤解を与えない伝え方につ
いてのアドバイスも得られた。
　また、スポーツ分野におけるフィールドテストの
提案も得られるなど、展開力向上につながるきっか
けを生み出すことも可能となった。
②活動計画の決定とテストマーケティングの実践
　マッチング会終了後、販路開拓コーディネーターか
ら提出された計画書より20社（販路開拓コーディネ
ーター14名）を選定し、企業訪問をスタートした。本
活動は、再訪問活動を含めたフォローアップを当社の
みで行う方針としたため、同行の販路開拓コーディ
ネーターと企業訪問前に事前打ち合わせを行い、面
談の目的とヒアリング事項を確認すること、さらに
訪問後に打ち合わせ内容を確認することを助言した。
③テストマーケティングの実践結果
　活動の結果19社への訪問が実現し、以下のポイン
トが明確になった。
ⅰ�）介護・医療、理容美容分野へのアプローチでは、
製品の価値・利便性について理解され、テスト使
用も良好な結果であった。しかしながら、個人の
ケアにゆだねるという姿勢であり、組織として取
り入れて行くという動きは見られなかった。

ⅱ�）食品工場へのアプローチでは、工場への持ち込
み品を厳しく管理しており、導入のハードルは非
常に高いことが判明した。

ⅲ�）スポーツ分野へのアプローチでは効果の判定が
しづらい他、使用時の手間の問題など、展開のた
めには製品改良が必要であるとの結果が得られ
た。（後に新商品として開発・上市された）

　特に、当該製品はユーザー評価が高いものの組織
として導入するにはハードルが高く、まず、個人向
けとした展開を図るべきであるという結果を得るこ
とができた。（販路開拓コーディネート事業の目標
の達成）
　さらに、橋本社長ほぼ一人での活動にも関わらず、
大変熱心なフォローアップもあり、ユーザーヒアリ
ングの中で、新たな分野のニーズもヒアリングする
ことができ、製品化に向けた検討を実施することが
できた。
　一方、フォローアップが十分に行えなかった部分
については、四国本部でのフィードバック報告会で
橋本社長自ら言及され、継続したフォローアップを
実施することと、展開を図るための体制強化につい
て再検討することを確認した。また、これらの活動
では四国本部を中心に中小機構のサポートを活用し
たいと要望であった。
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スポーツ（ゴルフ）向けに開発・上市された新製品

　以上のような支援により、当社はエンドユーザー
に直接アプローチすることで、真のニーズと導入す
るためのポイントを考え、そこから展開していくこ
とを実践、経験した。ここで培った能力は、構築で
きたネットワークと合わせて今後の事業展開の大き
な動力になるものと考えられる。
　フィードバック報告会で橋本社長が話したように、
　①コンタクト先への継続したフォローアップ
　②展開のための企業としてのステップアップ
　③組織体制の強化
　が課題として明確になり、今後これらの課題への
対応を着実に進めていただきたい。

今後の課題

プロジェクトマネージャーの総括
　当社は、自社生産の大部分を中国工場に移転しており、早くから海外展開のノウハウを
お持ちである。これにより、作業用手袋で汎用品はコスト競争力のある中国生産で対応し、
高付加価値商品については国内生産で対応するという事業のやり方を行ってこられた。さ
らに自社の事業領域で差別化できる高付加価値商品の展開を目指し、今回の対象商品を考
えられた。橋本社長は若く、エネルギッシュで、お人柄、営業センスにおいて秀でておられ、
今回の販路事業においても強力なイニシアチブをとって展開された。今回の活動をきっか
けとして今後の事業のご発展を期待したい。

田上　和生　近畿本部
販路開拓プロジェクトマネージャー

経営者のことば
　中小機構四国本部にて販路開拓コーディネート事業の説明を受け、当時新製品として
生まれたばかりの商品「テアレスキュー」を、個人のお客様や、既存のお取引先だけで
はなく、新しい業界―様々な工場、介護施設、病院、スポーツ関係などへご紹介いただき、
商品の可能性を調査したく、支援をお願いしました。
　フィールドワークが始まるまでに、希望訪問先や商品の強み、競合品の再調査などア
ドバイスをいただきながら、改めて深く考えることによって、お客様像をより具体的に
想像することができました。
　ご同行いただける販路開拓コーディネーターの方々は多数在籍しておられ、ご経歴は
様々。その中でも、商品概要を知っていただいた上で、ご自身の意思で支援を申し出て
くださった方々とのミーティングは、質問が的確で、これまでのご経験やお客様の立場
にたった視点からのご指摘は厳しく、実際のユーザー様への同行までにプレゼン内容やデータづくりが大幅にブ
ラッシュアップできたと実感しました。
　商品としての課題が見つかり改善案を検討する一方で、またお客様への提案を通じて、当商品の新しい用途の
研究が進み、医療機器や機能性化粧品など、さらに広い範囲の人々に喜んでもらえるような試作品が完成しまし
た。
　商品開発のスピードは中小企業の強みと考えていますが、弱みであるネットワークやマーケティングの知識、
資金的な体力（上市までの時間）を補うことができる素晴らしい支援事業です。通常の営業手法ではリーチが極
めて難しい優良な潜在顧客層へ、迅速にアプローチができ、ユーザーの反応をダイレクトに得られるという非常
に大きなメリットがあることは言うに及ばず、各企業のキーパーソンとのコンタクト情報や、事業を通じてアド
バイザー、販路開拓コーディネーターの方々から学べた商品特性の伝え方や仮説の立て方は、他の事業にも応用
できる非常に役立つフレームとなり、それら全てが、これからの自社の成長を支える貴重な資産となると確信し
ています。

代表取締役
橋本　勝之 氏


