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最上川の景観を満喫できる舟下り
アフター・コロナに備え改革進める
松尾芭蕉も魅了されたという最
上川の景観を楽しめる舟下り。
四季折々の美しさがあるが、冬
の雪見舟も人気

山形県
戸沢村

会
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員

最上峡芭蕉ライン観光

会社概要●最上峡芭蕉ライン観光株式会社：1964 年設立。観光・飲食・土産物販
売。売上高：約 3 億 8000 万円 従業員数：55 人
（パート含む）
本社：山形県最上郡戸沢村大字古口 86−1
http://www.blf.co.jp/
TEL：0233-72-2001

！
経営者への メッセージ！

経営者の皆様も、ぜひ一度、最上川にお越しください

自然には大きなエネルギーがあります。自然からパワーをもらい元気になります。
世界中が沈んでいる今だからこそ、
ぜひ。

先輩の姿を見て仕事を覚え、やがて自

赤字部門の営業をすぐに停止したこと

中央に設置したテーブルを囲んで座る

分ならではの流儀を確立していく。指

で、大けがにならず、コロナ禍を乗り

スタイルだったが、新しい船では皆が

名制度があり、人気のある船頭にはリ

切る目途が立った」という。

前を向く座席に変更し、中央に通路を

ピーターが付くという。人を育てるた

鈴木氏は営業面の改革にも積極的に

作る。「コロナ対策もあるが、それだ

めには OJT だけでなく、各種研修も実

取り組んでいる。これまでは集客の

けではない。今までの形だと船頭は前

施しているという。

約 7 割が観光エージェント経由だった。

で話すだけだが、通路があれば船頭が

2019 年まではインバウンド需要も

観光業全体が打撃を受けている今、共

移動し、後ろに座るお客様とも親密に

多く、特に台湾からの顧客は全体の約

倒れになりかねないと考え、SNS で発

なれる。旅行はやはり、密な触れ合い

2 割を占めていた。船頭たちは、英語

信したり、YouTube チャンネルを開

があってこそ」

や中国語でも舟唄を歌える。紅葉が見

設したりと直接個人客を呼び込む営業

と、 鈴 木 氏 は

られる 10 月が最も人気だが、雪見舟

活動にも力を入れている。

ア フ タ ー・ コ

ができる冬も人気が高い。正月も毎年
多くの顧客でにぎわってきた。

最上峡芭蕉ライン観光は、船頭の軽快なトークや舟唄とと

もに、最上川の景観を楽しんでもらう舟下りを運営してい

逆境から見えた教訓生かす

る。最もにぎわうのは紅葉の季節だが、2020 年は新型コロ

今年は新型コロナの影響により、例

ナの影響で苦境に立たされている。鈴木富士雄社長は「今
こそ成長のとき」と事業の改革に力を入れる。

（編集部）

年とは様子が違っている。緊急事態宣
個性豊かな船頭がトークと舟唄で場を盛り上げる（写真：尾越まり恵）

言中は営業を停止し、売り上げは前年
同期比で 10％にまで落ち込んだ。「東

本三大急流の一つで、松尾芭蕉が「五

資して 1964 年に設立されたのが最上

林散策など、舟下り以外の体験型アク

ここまで長引いたのは初めて。人件費

峡芭蕉ライン観光だ。

ティビティーも開発した。

が最も重いが、船頭は雇ってすぐ働け

月雨をあつめて早し最上川」と詠んだ

現社長の鈴木富士雄氏は同社の 4 代

現在、舟下りのメインコースは約

るわけではない。雇用調整助成金を受

ことでも知られる。芭蕉がこの歌を詠

目。戸沢村で生まれ育ち、東京の大学

12㎞、60 分の定期航路。このほか予

けながら雇用だけは守ると決めた」と

んだ場所が山形県北部の戸沢村で、古

を卒業後、ホテル勤務を経て 77 年に

約制で、芭蕉が句を詠んだとされる場

鈴木氏は話す。Go To キャンペーンが

くから水害や豪雪に苦しめられており、

入社、99 年に社長に就任した。

所を経由する航路や滝を見る航路もあ

始まり、少しずつ顧客が戻ってきては

村には産業がなく人々は貧しい暮らし

ピーク時は年間の乗船客が 30 万人

る。舟では個性豊かな船頭が軽やかな

いるが、コロナ前は 1 日 5 便だったの

を強いられてきた場所。とはいえ、川

を超えていたが、鈴木氏が社長に就任

トークでガイドをし「最上川舟唄」を

を今は 1 日 3 便に減便している。

の景観は美しく、紅葉の季節になると

した当時は 22 万人ほどで、団体旅行

披露する。従業員 55 人のうち船頭は

だが、鈴木氏は今「この逆境から得

村人たちは農家に頼んで田んぼに浮か

の減少が業績に影を落としていた。
「今

25 人。
「最上川の景観が売りだが、一

た教訓もある」とあくまでも前向きだ。

べる小舟で最上川の景色を楽しんだと

後は個人旅行のお客様に満足していた

番の観光資源は人。景色は 1 回見れば

「苦境のときこそ、人間の真価が問わ

いう。この景観を売りにすれば、外か

だけるよう、付加価値を高めたサービ

満足するが、この人に会いたいと思え

れる。窮地に立たされ、全部門の数字

ら人々を呼び込み、観光業が成り立つ

スが必要だ」と考えた鈴木氏は、舟下

ばリピーターになる」と鈴木氏は語る。

を隅々まで必死に見直した。一時はど

のではないかと考え、地域の人々が出

りのコースの見直しや、そば打ちや森

船頭のほとんどはもともと未経験で、

船の改良も進めており、1 月中には
2 艇が新しくなる予定だ。これまでは

ロナを見据え
ている。

トップの思い
最上峡芭蕉ライン観光代表取締役社長 CEO

鈴木 富士雄 氏

すずき・ふじお 山形県戸沢村生まれ。1973 年専修大学経済学
部を卒業後、日本ビューホテルに勤務。77 年、最上峡芭蕉ライン
観光入社、95 年に同社専務、99 年から現職

自然のエネルギーで
人々を元気にしたい

日本大震災のときも営業を停止したが、
最上川は山形県の中央部を流れる日

そば打ち体験など、舟下りと併せて楽しめるアクティビティー
も充実している

企業の存続を決めるのはトップの力量です。コロナ禍でかつて

ない逆境に立ち、人間力を高めなければならないと気を引き締め
ています。まずは私自身が日々研さんを積んでいくしかありませ

ん。従業員たちには常に「感謝に勝る能力なし」と伝えています。
私は、最上川の観光事業に人生のすべてを懸けて生きてきまし

た。座右の銘は「一隅を照らす、これ国の宝なり」です。皆が気
づいていない片隅にスポットライトを当て、「何とかしよう」と

変化を起こす人が国の宝という意味です。最上の景色も国の宝だ
という思いで、この地に貢献したいと思います。そして、私の最
大の使命である後継者を決めるまで、踏ん張っていきます。

自然には大きなエネルギーがあります。私も気分が落ち込んだ

ときは船に乗り、川からの景色を眺めます。そうすると、自然か
らパワーをもらい元気になるのです。世界中が沈んでいる今だか
らこそ、人々を元気にできる会社でありたいです。

（談）

こまで赤字が増えるかと不安だったが、
（特記以外の写真提供：最上峡芭蕉ライン観光）
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「FishRanker」
はiPhone 用釣果投稿アプリ。釣っ
た魚のサイズによってランクが上がっていくなど、
釣りが楽しくなるようなゲーム性を持たせている

会

新潟県
柏崎市

SIIG（シーグ）

会社概要● SIIG 株式会社：2016 年設立。Webサイト制作、釣果記録アプリ
「Fish
Ranker（フィッシュランカー）
」の開発。従業員数：5 人
本社：新潟県柏崎市鯨波 542−2
https://siig.jp/

！
へのメッセージ！
経営者への
員

釣り好きの経営者とつながりたい

釣りが好きな方、
ぜひFishRankerを使ってみてください。趣味の世界から、経営者
同士がつながっていくのも面白いと思います。

MEMBERS

FEATURE

釣り好きの熱意やプライドに注目
ゲーミング釣果投稿アプリを開発
SIIG は 2020 年 11 月に釣り人が釣果を投稿するスマート

ザーなどから、リリース初日に 1000

谷川氏は高校時代にオンラインゲー

は経験の積み重ねだと考えている。海

件の投稿があったという。「大物をひ

ムをきっかけに Web の世界にのめり

外サイトも含め、日々さまざまなサイ

たすら追い求めている釣り人たちが、

込んだ。勉強より楽しくなったために

トのデザインを見てきた蓄積が、今の

過去の釣果を生き生きと投稿。初日に

高校を中退し、独学でプログラミング

仕事につながっている」と言う。

ここまでの反響を得たのは想定外だっ

と Web デザインを習得。17 歳のとき

「FishRanker も、釣り好きの人に愛

た」
（谷川氏）
。アプリのレビューでも

には初めて知り合いの雑貨ショップの

着を持って使ってもらえるよう、サー

高評価を得ている。来春には Android

EC サイトの制作を請け負った。フリー

ビスを印象付けるデザインや快適な

版もリリース予定。

ランスとして活動してきたが、2016

操作性にこだわった」（谷川氏）。1 年

年に法人化。18 年からは業務委託と

後に月間のアク

してサイバーエージェントの Web 制

ティブユーザー

今のところ、魚のサイズや種類は

作チームに所属してきた。谷川氏の強

を 1 万 人、2 年

ユーザーが入力するが、スマホカメラ

みは Web デザインで、「デザインは先

後 に は 50 万 人

で自動計測する機能や AI で魚種判別

天的なセンスだと言われがちだが、私

を目指す。

ユーザー数を 2 年で月 50 万人に

する機能の付加にも取り組んでいる。

フォンアプリをリリースした。釣果の記録だけでなく、特

また現在は無料だが、1 年後をめどに

大サイズが釣れた場合のバッジ付与やランキング機能な

マネタイズしていくという。

ど、ゲーム性を持たせたのが特徴。釣り人がさらに釣りを

好きになれるようにという思いを込めている。 （編集部）

その方法は 2 つ。基本機能は無料で、
アプリ
アプリで、釣った魚の魚種と写真、サイ
で、釣った魚の魚種と写真、サイズを入力
ズを入力し、釣った場所の位置情報
し、釣った場所の位置情報
を付加
を付加して投稿。リアルタ
して投稿。リアルタイムで順位が表示さ
イムで順位が表示される
れる

どこでどんな魚が釣れているのか、精
緻な統計データから釣果予想情報を有

2016 年に創業、企業のWebサイトの

釣り人を思い浮かべ、
「既存の釣果を

ズ（ランカーサイズ）を登録したユー

る。もう 1 つは、釣り具を扱う EC サ

受託制作を手がけてきた SIIG は、20

記録するだけのアプリでは、釣り人の

ザーには大物バッジが付く。また、瞬

イトと連携、どの魚を釣るのにどの釣

年 11 月に釣り人が釣果を投稿できる

熱が感じられない。父も友人も、大き

時に順位が表示され、大物を多く投稿

り具が使われていたのかをリンクし、

iPhone 用アプリ「FishRanker（フィッ

な魚を釣ったときは目を輝かせてうれ

した人はランクが上がっていく仕組み

釣り具の販促につなげて手数料収入を

シュランカー）
」をリリースした。

しそうに報告し合っていた。そんなポ

で、釣り人の自尊心をくすぐるのが特

得ることを検討中だ。どの釣り具を使

ジティブな感情を共有できるような世

徴だ。ゲーム性の付加によって行動を

えばいいか分からない初心者や、どう

界観を目指したい」と考えた。

促進させる「ゲーミフィケーション」

しても狙いたい大物の魚がある人など

という手法だ。

をターゲットとする。「ここでは、ど

佐渡市は釣り人にとっては楽園。父も
無類の釣り好きで、幼少期から身近に

FishRanker は、釣った魚の写真を

釣り人を多く見てきた」と話す。会社

撮影し魚種とサイズを入力、釣った場

父をはじめ、釣り人の意見を聞きな

の道具で釣ったかをユーザーに登録し

は同県柏崎市に登記、地元の釣り事業

所の大まかな位置情報を付加して仲間

がら開発を進めたものの、
「ゲーム性

てもらう必要があるが、いい道具を

者の Web 制作を請け負う中で、どこ

と共有する。基本機能は既存のアプリ

を重視した FishRanker が果たして受

持っていることは釣り人にとって一つ

でどんな魚が釣れているのかという釣

と同じだ。これに加え、例えばアジ

け入れられるのか、不安もあった」と

のステータス。そのひと手間もきっと

果情報に対するアクセス数が多いこと

は 30cm 以上、スズキだと 70cm 以上

話す谷川氏。だが、それは杞 憂だっ

惜しまずやってくれるだろう」と谷川

に注目。谷川氏はこれまでに出会った

など、魚種によって基準値以上のサイ

た。事前に告知をしていた SNS のユー

氏は話す。

トップの思い
SIIG

代表取締役

谷川 奨 氏

たにかわ・しょう 1991 年新潟県佐渡市生まれ。Webデザイナー・
ディレクターとして国内外のクライアントワークを経験後、2016 年
ショウデザインワークス（現 SIIG）設立

釣りを楽しむ自分を
好きになってほしい

料提供するプレミアムプランを導入す

代表の谷川奨氏は「出身地の新潟県

FishRanker を開発した SIIG のメンバー（左端が代表の谷川氏）

私は 17 歳のときから Web 制作に携わってきました。もちろん

お客様の利益創出は大切ですが、それだけではなく、Web 制作
を通して、お客様自身が自分の事業の価値を再発見し、
誇りを持っ
てもらいたいという思いがあります。

FishRanker の開発も同じ思いで取り組んでいます。釣り好きの

父の周りには、釣り仲間がたくさんいました。大きい魚が釣れる
と集まって見せ合ったり、魚拓を取ったりしているのを私は小さ

い頃から見ていました。みんな過去の武勇伝をうれしそうに語り、
お酒が入ると止まりません。父は昔、小笠原諸島で 1m50cm の

キハダマグロを釣ったという自己最高記録があるのですが、その
話を私はこれまでに何度聞いたか分かりません（笑）
。

この 10 年ほど、釣りの市場は伸びています。釣り人たちに、

ぜひこの FishRanker を使っていただき、釣りを全力で楽しんで
いる自分をもっと好きになってほしいと思います。

（談）

（写真提供：SIIG）
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MEMBERS

MEETING

オンラインミーティングに参加してくれた経営者３人。
①の沢さんは帰社途中の空港から参加してくれた

省力・無人化装置製造 3 社ミーティング

「小さな一歩を踏み出してほしい」

①沢宏宣氏
三和ロボティクス代表取締役
https://sanwa-robotics.co.jp/
②星場俊之氏
岡部機械工業代表取締役
https://www.okabekikai.co.jp/
③田中章夫氏
日本省力機械代表取締役社長
http://www.n-s-k.co.jp/

1

2

3

今号からスタートするメンバーズミーティング。会員経営者がオンラインで集まり、
1つのテーマについて語り合います。経営者同士のリアルな会話から、日頃の経営や、

経営者としての生活を考えるときの視点を見いだしていただければと考えています。
併せて、ミーティングに集まった経営者同士だけでなく、このページをきっかけとし
て読者経営者からもネットワークの輪を広げてもらえればと思います。第１回は、製
造業の永遠の課題といえる「省力・無人化」をテーマにしました。

（編集部）

―今後力を入れていきたいことは？
■田中：今後も樹脂成型ラインの無人化に注力していきま

―今回は、省力・自動化装置を製造している 3 社の代表に
集まってもらいました。まず、それぞれの会社の事業内容
を紹介してもらっていいですか。

■田中章夫氏（以下、田中）
：日本省力機械の田中です。
群馬県伊勢崎市で創業し、40 年になります。今メインで

プログラムを教え込むところから無人化できる仕組みです。

■星場：これまで汎用のカメラで検査の省力化をしてみた

これは樹脂成型だけでなくあらゆる業種でお役に立てます。

ものの、ダメだったと諦めたお客様が多数いらっしゃいま

中堅・中小企業が多いですね。

―最近の顧客からの引き合いの状況はいかがですか？

■星場：当社では今、「画像検査 .com」のコンテンツを充
きます。また当社の技術者が生産技術セミナーを開催して、

で、ハードルが高いと思っている案件でも、相談してもら

お客様に集まってもらい、直接、困りごとを聞いたり、解

えればと思います。

しています。バリ取りを無人化できますので、お客様側で

う少し仕事が増えてから決めたいと言われるなど、受注が

■沢：お客様の中には、自動化はしたいけれど、価格面や

はバリを容認する低コストの成型法も可能になります。

後ろに倒れている印象はあります。ですが需要が蒸発して

運用面に不安があり導入を躊躇されている方が多いんです。

■星場俊之氏（以下、星場）
：岡部機械工業の星場です。

しまっている感覚はありません。

何とかその導入のハードルを下げていきたいですね。最初

■星場：当社は半導体関係や製薬会社がお客様なので、新

導体や製薬業界向けに、生産設備や検査機などの設計から

です。もし読者の商社さんで、画像検査に興味のあるお客
様を担当している方がいれば、ぜひお声がけください。

■田中：今はロボットがロボットを作る時代です。自動化

型コロナの影響は少ない状況です。投資意欲は鈍っていま

に真剣に向き合うことが、高収益の創出につながっていく

提案して、お客様の生産技術や生産管理が前進するような

と思います。人の力だけに頼るのではなくロボットを活用

せん。特にリチウムイオン電池の市場は伸びており、2 年

お手伝いをしていきたいと考えています。

する、工場を無人化していくことで勝ち組になれます。ロ

先まで受注があるような状態です。あえて言えば、今年に

田中さんがおっしゃるように機械へのティーチングも一

高機能化と普及に力を入れています。検査システムは例え

なって受注が落ち込んでしまった自動車関連会社が、製薬

つの壁になっていますし、画像検査ができないかという相

ば、薬剤の瓶の欠けやヒビを探すといった大企業が手がけ

など好調な業界に営業攻勢をかけてきているため、装置製

談を受けることもあります。自社で解決できることだけで

ないニッチな分野に力を入れていきます。専用サイト「画

品の価格が下がるといった二次的な影響はあります。

はないので、強みを持つ企業と連携しながらやっていける

■田中：私たちのお客様は、まさにその自動車業界の会社

が圧倒的に多いので、受注は下がっています。とはいえ、
一時期の落ち込みに比べれば、少しずつ大きい仕事も入る

たちは、長野県飯田市で工作機械周辺の自動化を手がけて

ようになってきました。自動車業界では EV 化の流れから

います。主力製品は、工作機械に材料を自動で搬送し、作

軽量化が求められ、樹脂化が進んでおり、それに伴った製
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当社は技術者が営業しているので効率が悪いことが課題

からいきなり無人化といかなくても、まずは省力化からご

を活用した自動の検査システムを開発しましたので、その

業後に製品を自動で取り出す装置です。加工機の治具やプ

す。もちろん 100％解決できるとはいきませんが、お客様
のニーズに合わせていろいろな提案ができると思いますの

決策を説明したりしています。

会社は徳島県阿南市にあり、創業 50 年目になります。半

いただければと思います。損はさせません。

実させて、同サイトへの流入を増やすことに力を入れてい

と感じています。ただ初めて導入されるお客様からは、も

■沢宏宣氏（以下、沢）
：三和ロボティクスの沢です。私

に踏みきれない会社には、まずは小さな一歩を踏み出して

います。お客様はこれから自動化をしていこうとしている

トリミング加工など、樹脂成型ラインの無人化をお手伝い

ているところです。

社のような地方企業でもやってこられましたので、無人化

ボットの「ティーチングレス」を進めます。自動化装置に

■沢：コロナ禍の状況ではありますが、引き合いは底堅い

像検査 .com」を立ち上げ、いろいろなニーズにお応えし

納期などで強みを持てるよう省力化を進めてきました。当

ログラム、工作機械と連動させるところまでお手伝いして

製造しているのは、樹脂成型品の無人化装置。バリ取りや

据え付けまでを提供しています。特に今は、画像処理技術
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すが、より自動化のレベルを上げるために AI を使ったロ

■沢：当社も部品加工の部門があり、私たち自身が原価や

造ラインの無人化の需要が増えています。

といいなと思っています。
―皆さん、さまざまなお客のニーズを聞いている中で、自
社では応えきれないものがあると思います。そうしたニー
ズを共有できるといいですね。最後に Monthly を読んで
いる会員経営者へのメッセージをお願いします。

ボットだけでなく、多彩な技術がありますので、ぜひ無人
化にチャレンジしていただきたいと思います。

メンバーズミーティングに参加していただける経営者を
募集しています。経営者のこんな声が聞きたいという
ミーティングのテーマも募集中です。テーマは、経営
者に関わる硬軟あらゆる事柄からご提案ください。
応募先は10 ページをご参照ください。
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