
  

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コラボしがインキュベーションを卒業し、高島市にオ

フィスを構えている TRENSYS 代表 上田 大介 氏を訪問

してきました。上田氏は平成 20 年 11 月に創業準備オフ

ィスに入居し、その後、創業オフィスに移り、マーケテ

ィングやデザイン、広告宣伝などを活用したホームペー

ジ制作を主要事業として取り組んでおられました。  

創業当時に上田氏の手掛けたホームページでは、アク

セス数が増え、スタッフのモチベーションも上がり、売

上アップに貢献する仕組みを作られていた印象が残って

います。SNS を使うことに長けている社員がいれば、そ

の社員の SNS を活用するノウハウを活かしたり、写真撮

影が趣味の社員がいれば、その社員の撮影技術を活かす

など、会社にある人材等のリソース（資源）を活用する

ことも忘れなかったそうです。 

仕組みづくりを得意とする上田氏に、「中小企業白書」

（2016）の、ホームページを持っている中小企業は多い

が、その約半数が売上に貢献していないという結果につ

いて、では、どうすれば、売れるホームページがつくれ

るのかを訊いてみました。 

「クライアントの要望をヒアリングし、強みを把握し

た上で、それらを活かしたホームページとすること、売

れる流れを作ることなど、制作ポイントは多岐に渡りま

すが、一度作ったホームページを、更新し続けることが
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重要です。また、実際に、良いホームページを作成し、

売上向上のために『今日から毎日ホームページを更新す

るぞ、メルマガやブログを書き、SNS を投稿する』と決

意しても、三日坊主では意味がありません。継続するた

めには、無理をしないで更新する仕組みをつくること、

そのためには、組織のリソース（人材）の活用がポイン

トだ。」と教えてくださいました。 

TRENSYS には他にも大きな柱に育ってきた事業があり

ます。それは、オリンピックに出場するトップアスリー

トや J リーグ、トップリーグなどの若手から一流選手、

企業幹部を対象とした SNS 対策研修などの研修事業です。 

一流の選手が投稿する SNS は、影響の範囲が大きく、

たとえ悪気はなくても、誤解を招くような表現でバッシ

ングされてしまうこともあります。そのようなことのな

いように、リスクマネジメントを徹底する研修です。口

コミで評判が広がり、全国から研修依頼が殺到している

とか。このように活躍されている姿を拝見することは、

私たちにとっても嬉しい限りです。今後の、ますますの

ご活躍を祈念いたします。 

-------------------------------------------------- 

企業名 TRENSYS  http://www.trensys.jp/ 

代表者 上田 大介 

所在地 520-1217 滋賀県高島市安曇川町田中 3920-16 

------------------------------------------------ 

■ 自社ホームページと SNSの連携がカギ！新規顧客獲得の

すゝめ 

-------------------------------------------------- 

4月 19日（火）滋賀県立文化産業交流会館で平成 28

年度 1回目の「ビジネスカフェあきんどひろば in文化産

業交流会館を開催しました。 

今回は中野 IT活用診診断事務所 代表 中野 雅公 氏

に「自社ホームページと SNSの連携がカギ！新規顧客獲

得のすゝめ」と言うテーマで講演していただきました。 

 今、情報発信と情報拡散のツールとして注目されてい

る LINEや Facebook、Twitterなどの SNS。今では人と繋

がる手段として多くの方が利用されています。今更聞け

ない SNSの基本やうまい活用 SNSの選び方などからそれ

ぞれ特徴と強みを説明していただきました。また、SNS

と自社のホームページやブログを連携させて新規顧客を

獲得する戦略を、成功事例を交えてわかりやすくお話い

ただきました。 

SNS を成功に導くステップとしてのホームページ制作、

SNSと POP活用、集客、各 SNSの効果的な運用方法に加

え、情報の拡散効果がグンと UPする裏ワザまで教えてい

ただき、参加いただいた方々からも「早速実行してみま

す！」とのうれしい感想をいただきました。 

 

【セミナーの様子】 

 

【講師の中野氏】 

 

 

-------------------------------------------------- 

■草津パールプロジェクトで夢をカタチにするお手伝い 

--------------------------------------------------

○日時 平成 28年 5月 10日（火）13：00～15：00 

○場所 カルチャー＆コミュニティサロン C&Sわくわく 

草津市・草津パールプロジェクトが共催する「セレンデ

ィピティタイム」でワークショップを当支援プラザが担当

しました。   

夢をカタチにするお手伝いとして、夢を実現するために

は何が必要なのかを、お茶を飲みながらのリラックスした

雰囲気と、対話の中から気づくための場づくりをしました。 

ある参加者からは、ボランティアとしてスタートした自

分の夢だったが、経済的にも体力的にも継続できず断念し

ていた。しかし、今でも夢は捨てきれず、事業化に向けて

何から手を付けてよいかわからなかったが、多くの人と話

せて、いくつもの気づきをいただけたという声を聞きまし

た。 

夢をカタチにするには、楽しいことばかりではありませ

ん。困難も多くあると思います。そういった方は、ぜひ、

支援プラザへ相談してください。お待ちしています。 

 

○お問い合わせは 

 滋賀県産業支援プラザ 経営支援部 創業支援課 

（公財)滋賀県産業支援プラザではコラボしが２１インキュベーション（創業準備オフィス、創業オフィス）、草津 SOHO ビ

ジネスオフィス、米原 SOHO ビジネスオフィス、滋賀県立テクノファクトリーを運営しています。創業や新技術開発など、イ

ンキュベーション・マネジャー（IM）による成長段階に応じた支援を行っています。 

 

 
創業をお考えの方は、（公財）滋賀県産業支援プラザ 創業支援課まで ０７７－５１１－１４１２ 

コラボしがインキュベーション 卒業企業 訪問 

売れるホームページの仕組みづくり TRENSYS 上田 大介 氏 
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■米原 SOHO ビジネスオフィス 

〒521-0016 滋賀県米原市下多良 2-137  

文化産業交流会館４F 

TEL：0749-52-9200 

E-mail：maibara@soho-shiga.jp 

 

■ 滋賀県立テクノファクトリー 

〒525-0055 草津市野路東七丁目 3番 46号 

TEL：077-516-0410 

 

 

 

■ コラボしが２１インキュベーション  

〒520-0806  滋賀県大津市打出浜 2-1 

コラボしが２１ ４階 

TEL：077-511-1412  

E-mail：in@shigaplaza.or.jp 

 

■ 草津 SOHO ビジネスオフィス    

〒525-0032  滋賀県草津市大路 1-1-1  

エルティ 932 4階 

TEL：077-566-8121 

E-mail：kusatsu@soho-shiga.jp 
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創業をお考えの方は、 

滋賀県産業支援プラザ 

創業支援課まで 

神保真珠商店 

 地域資源 「ビワパール」を活用した 

アクセサリーおよび雑貨の新商品開発事業 

1、びわ湖真珠の特徴 

 びわ湖真珠は、長さ 20cm 程度の池蝶貝（アコヤ貝

は 10cm 程度）に、出来上がりをイメージしながら貝

の細胞を入れて真珠を成長させる。有名なアコヤ真珠

が、球状の核の周囲に真珠層を成長させるのとは対照

的だ。そのため、アコヤ真珠と比較して、いろんな形

状の真珠を形成できるので、形のユニークさが特徴で

あり、真珠層が厚く耐久性に優れているのも特徴だ。 

 

2、店舗オープンに向けた思い 

 店主の伊吹さんは、長年、店舗を持たずにびわ湖真

珠の営業を行ってきたが、娘の杉山さんに強く背中を

押され、2 年前、県庁前に店舗を構えた。 

 杉山さんが、西武デパートや日本橋の高島屋で展 

示販売会を行っていた時に、「びわ湖で真珠が採れ

るの？」、「採れることは知っていたけど、今でも採

れるの？」、「どこで売っているの？」といった質問

を多く受けたそうだ。杉山さんは、需要はあると感

じ、びわ湖真珠を多くの人に知ってもらい、身に着

けてもらうために、店舗を構える決意をした。その

結果、養殖屋のバックアップが強くなり、いろんな

人とのつながりが増え、新商品の展開も増えてきた

という。 

 

3、新商品のコンセプト 

 「きず」や「くすみ」により商品化が難しかった

真珠を活用して、若い人達に興味を持ってもらえる

ような新商品を作り、びわ湖真珠を普及させたいと

いう思いから、開発を開始した。開発当初、不具合

部分を塗って隠すことを試みた。しかし、その手法

では特徴を出せないことがわかり、塗るのではな

く、取り除くことに活路を見出した。業界では、真

珠をカットするのはタブーだったが、敢えてそれを

打ち破った。 

新商品のコンセプトは、以下の 2 つである。 

①細長い真珠をカットして、断面を見せることで

付加価値を付ける。「めのう」のような風合いがあ

り、真珠層が厚いびわ湖真珠ならではの特徴だ。 

 ②真珠が貝にくっついたものを、カットして磨く

ことで、自然の息吹を感じさせ、独特の風合いを出

した商品にした。 

 どちらも、これまでにないユニークな商品であ

り、多くの人に親しまれることを期待したい。 

 

       ファンド担当 長谷川正幸 

店主の伊吹敏明さんと、娘の杉山知子さん 

滋賀県庁前にある神保真珠商店の店舗 

池蝶貝と、今回開発した新商品 


