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教えて先輩！

ポータルサイト「niiGET」では、「教えて先輩」で取材した方のさらに詳しい内容を公開中！

　大学生活に何となく物足りなさを感じていた
頃、CDショップで偶然手にしたフリーマガジンに
掲載されていた編集ボランティアの募集に目が
留まり、応募しました。ボランティアとして、郵送
物の封入作業、原稿や写真の受取などの作業
を経験し、媒体作りの面白さを知りました。
　卒業後は都内の編集プロダクションに就職
し、西海岸カルチャー誌やファッション雑誌、フ
リーマガジンの編集を行い、取材で海外に行く
機会もありました。撮影を任されることもあったの
で、写真専門学校で撮影技術も習得しました。
そのプロダクションに３年半在籍した後はフリー

の編集者として、フリー
ペーパーや音楽雑誌な
ど、色々な出版物に関
わってきました。

　都内で働きながらも、私のルーツは新潟にあ
ると思っていたので、いずれはＵターンしたいと
思っていました。そんな時、『月刊新潟
Komachi』を出版している株式会社ニューズ･
ラインの求人を見つけたので、今までの経験を
地元で活かせると思い応募し、採用されました。
　最初に新潟市の本社で2年間勤務した後、
希望していた長岡支局に異動になり、雑誌を通
じて地元の魅力を紹介できることになりました。
仕事では毎月、テーマを考え取材にあたるので、
新しくオープンしたお店や、個人的に気になるお
店があればその都度ノートに書き込んでいます。

また、様 な々飲食店に立ち寄り、新しいものや季
節感のあるメニューを食べるようにしています。
好奇心もありますが食べること自体も好きなの
で、この仕事に向いているのかなと思います。大
好きな地域を紹介して、読者の皆さんに喜んで
いただけることが何よりの生きがいです。

　Ｕターンした頃は、新潟と東京の生活にギャッ
プを感じ、本当に戻ってきて良かったのだろうか
と考えたこともありました。でもそれは、私が新潟
について何も知らなかったからで、人と出会った
り、積極的にイベントに参加したことで解決して
いきました。皆さんも、Ｕターンしたら県内の色々
なところに出掛けて、おいしいモノ、楽しいこと、
魅力的な人と出会ってください。きっと新潟ライ
フが楽しくなりますよ。

地元がルーツだから偶然手にした
フリーマガジンがきっかけで

Ｕターンを考えている方に

偶然手にした
フリ マガジ
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教えて先輩！教えて先輩！

長岡市出身。埼玉県内の大学を卒業後、都内の雑誌編集プロダクションに就職し、取材、撮影の経
験を積む。現在は株式会社ニューズ･ラインに勤務し、編集部に在籍。『月刊新潟Komachi』を担当。

荒木  法子さん （31歳）

　平成14年に、一期生として『聞き書き甲子
園』に参加し、そこで出会った林業の名人の
ある言葉に感動しました。それは、“山に木を植
えてから伐採できるまでに60年はかかる。だか
ら自分が植えた木を伐ることはできない。自分
は先祖が植えた木しか伐れないんだよ”という
言葉。当時の私は高校生で、目先のことしか
考えていなかったため、何てカッコいいのだろ
うと思いました。

　その後、『聞き書き甲子園』の卒業生が中
心となって、『共存の森』※を立ち上げました。
私は大学進学後も『共存の森』の活動を続
ける中で、次第に田舎暮らしに興味を持つよ
うになり、『聞き書き甲子園』のスタッフに高根
集落を紹介していただきました。すぐに高根を
好きになり、3年間通い続けた後、大学を辞め

て移住するこ
とを決めまし
た。住む所も
仕事も決まっ
ていなかったた
め、周囲の人
や高根の皆さ
んからは反対さ

れましたが、時間をかけて自分の想いを伝え、
高根生産森林組合で働かせてもらえることに
なりました。
※『共存の森』：『聞き書き甲子園』の一期、二期生が中心になり
設立した団体。里山・里海等の保全や地域コミュニティ再生
に向けた活動を行う。現在はNPO法人共存の森ネットワーク。

　高根には、毎年都会に住む多くの人や学生
が訪ねてきてくれるので、今後は一緒に地域を
盛り上げてくれる仲間が増えると嬉しいです。
　田舎暮らしは、なかなか現実的でないと思う
かもしれませんが、その地域に住まないと分から
ないことも沢山あります。私にもできたので、皆
さんも、興味があることには是非チャレンジして
欲しいです。

高根の集落に魅せられて

『聞き書き甲子園』での経験

チャレンジして欲しい

埼玉県出身。村上市高根集落在住。16歳の時、『聞き書き甲子園』※に一期生として参加
し、自然の大切さを学ぶ。平成18年に高根集落と出会い、Iターン。

※『聞き書き甲子園』：毎年100人の高校生が、自然と関わりながら暮らし続けてきた「名人」を訪ね、その知恵や技、生き方を聞き書きし、記録する活動。

能登谷  創さん （27歳）

地域  
長岡市

地域
村上市高根生産森林組合勤務

株式会社ニューズ･ライン  長岡支局勤務

新潟Ｕターン情報
■新潟県内企業の紹介
■就職活動の動向
■就職ガイダンスのお知らせ
　など

送付をご希望の方は、ニイゲットでお申込み、
又は新潟県県民生活課までお問い合わせください

「新潟生活」と「新潟Ｕターン情報」をセットで
無料送付しています。

新潟生活
■新潟にＵ・Ｉターンした先輩の体験談
■新潟の豊かな暮らしや
　魅力的な仕事の紹介
　など

県外在住のお子様を持つ保護者に読んでもらいたい新潟暮らし情報誌

～お子様が帰省された際に親子で将来を話し合ってみてください～

ニイゲット 検 索アクセス

チャレンジする気持ちがあれば

株式会社ニューズ･ライン　http://www.week.co.jp/

　就職した都内のホテルでは、主に接客の経
験を積み、一通り学んだと感じたところで上
越にＵターンしました。それからは実家で日
本酒の販売などに携わっていましたが、次第
に地酒の魅力に気付き始め、それをお客様に
飲んでいただくことに喜びを感じるようにな
りました。
　その後、自らホームページを立ち上げ、「か
じや」のネットショップを開設し、全国のお客
様に新潟の日本酒の魅力を発信するように
なりました。一方で、他店との差別化や、新潟
の日本酒業界の活性化のためには、既存の
銘柄だけでなく、オリジナル商品で勝負する
必要があるとも感じました。そこで、平成24
年秋にネットショップをもう一つ開設し、自ら
開発した商品を販売することを決めました。

　新たに開設したネットショップでは、日本酒
に“楽しさ”や“面白さ”を付加した商品を提供
することで、お客様に笑顔になっていただく
ことを目指し、「まさか！酒
店」という店名にしました。
　第一弾商品として、ペン
ギン型のダンボールクラフ
トに日本酒を入れた、『ペン
吟醸』を開発しました。これ
は、ペンギンのクラフトを
解体すると日本酒が出てく

るという、サプライズ感のある商品なので、お
客様には贈り物用として親しまれています。
　その他にも、“難を避け（酒）ます（枡）”とい
うメッセージを込めた枡付き奉献酒、年賀状
や賞状、似顔絵をラベルにして貼った日本
酒、雪だるま型のケースに上越の雪と日本酒
を入れた『雪だるま豪雪酒』など、独自の発想
を活かした商品を販売しています。

　商品には多くのお客様が興味を持ってくだ
さり、特に『雪だるま豪雪酒』は、雪の降らな
い地域に住んでいるお客様からも人気があ
ります。また、商品を購入したお客様だけで
なく、贈り物として商品を受け取ったお客様

からも喜びの声をいただくこ
とがあるので、非常に嬉しく思
います。
　最近は、他県の酒造会社が
力を伸ばしている上、日本酒自
体の人気も低迷しているので、
新潟の日本酒のブランド力が
落ちていると感じます。特に

20代の若者の日本酒離れが目立つので、若
い世代に喜ばれるような意外性を付加するこ
とが、新潟の日本酒業界の活性化につながる
と考えています。自分のアイディアを形にし
ていく中で壁を感じることもありますが、日本
酒を通じてお客様の幸せに貢献するため、既
存の商品だけでは出せない魅力を提供でき
るよう、粘り強く開発を続けようと思います。
　開発する商品には全て、上越市内にある同
じ酒造会社の日本酒を使用しています。日本
酒が美味しいというベースがあってこそ、切
り口を変えた商品の提案ができるので、最高
に美味しい日本酒を使わせていただくと共
に、地域同士のつながりも大切にしていきた
いです。

　商品開発においてはお客様の意見に耳を
傾ける必要がありますが、希望通りの商品で
はなく、お客様の期待を超えた魅力ある商品
にできるよう、努めています。
　日本酒の製造は酒米作りから始まるので、
私も農家の稲刈りを手伝わせてもらうことが
ありますが、お客様にも、日本酒は田んぼか
ら生まれることを知ってもらいたいと思って
います。今後は、酒米を育てている田んぼで
田植えや稲刈りができるような、体験型のイ
ベントも開催したいです。
　これからも、新潟の日本酒業界を少しでも
元気にできるよう知恵を絞り、人生をかける
覚悟で取り組むつもりです。

商品開発への思い

“楽しさ”や“面白さ”で勝負

日本酒の魅力に目覚めて

日本酒は田んぼから

日本酒 　“驚き”
プロフィール●上越市三和区出身。高校卒業後、東京の専門学校へ進学し、都内のホテルに就職。5年間の勤務を
経てＵターンした後、実家である地酒販売店「かじや」の仕事に携わるうちに、地酒の魅力に気付く。平成24年に、
日本酒を中心としたオリジナル商品を販売するネットショップ「まさか！酒店」を立ち上げる。
地酒の店 かじや●http://www.kajiyanet.com/
まさか！酒店●http://masaka-saketen.com/ 地酒の店 かじや　宮崎　文徳 さん

上越市



ポータルサイト「niiGET」では、ＵＩターンに関する多くの情報を提供しています。 ニイゲット 検 索アクセス

更なるステップアップ！

　取引先の大手メーカーが賃金の安い海外
に進出し、売り上げが徐々に落ち込んだた
め、自社ブランドで製造・販売できる商品を開
発して、業績を回復させようと試行錯誤して
いました。
　そんな中、三条市で製造された自動車整
備機具が、フォーミュラニッポンのレース会場
で使われていた縁で、人のつながりを頼って、
当社もレース会場に足を運ばせてもらうチャ
ンスをいただきました。
　せっかくの機会だったので、将来的に公式
グッズとなり得るモノを売り込もうと検討した
ところ、日本で様々な技術とアイディアを磨
いたフィリピン人社員の提案で、F１のレーシ
ングカーを型取った缶のオープナーを持ち
込むことになりました。
　レース会場で、キャンペーンガールなど、
様々な人にオープナーを使ってもらい、感想
を聞いたところ、「お金をかけて綺麗にしたネ
イルを割る心配がないので、とても便利」
「もっと可愛いデザインのものが欲しい」と
いった女性ならではの声が多数ありました。

　その後、本格的に商品開発が始まり、「当社
が誇る技術が詰まったもの」「実用的なもの」
「可愛いもの」の３つをコンセプトにしたブラ
ンド『CANGAL』を立ち上げることになりま
した。そして、缶のオープナーを『CANGAL』
の第一段商品とし、形は、レーシングカーの
オープナーを提案したフィリピン人社員の発
案で、磨き上げられたシンデレラの靴をイ
メージしたハイヒールに決まりました。
　また、コンセプトにあるように、当社のすべ

ての技術が“見える“商品にすることが重要で
あり、手間を掛けない商品はすぐに模倣され
るリスクがあることから、高価格でも品質で
勝負することにしました。
　試作品を作り始めてから半年後に、ようや
く納得できるものが完成しましたが、37工程
もかけているので、製造できるのは１日４個
程度がやっとです。

※『CANGAL』の名称の由来・・・「缶」と「できる」を掛けた‘CAN’、
ネイルを楽しむ世代の女性をイメージした‘GAL’を合わせたもの。

　次に、どうやってハイヒールを可愛くしたら
いいのか考えていたところ、同じ燕三条青年
会議所に所属していた知人の女性から、デコ
レーションしてはどうかとネイリストを紹介し
てもらいました。
　ネイル業界も競争が激しいため、新しい取
組として引き受けてもらうことができ、当初
は１人のネイリストにお願いしていましたが、
今では、県内外の１０社とデザイナー契約を
交わしています。デザインは、インスピレー

ションで作るため、
ネイリストの数だけ
種類があり、商品は
基本的に一点もの
です。
　また、当社の技術
が“見える“この商
品がきっかけで、実

際に技術力の高さを認めてくれる企業が増
え、今まで取引がなかった企業からも受注を
いただくようになりました。
　他にも、購入したお客様から、メールでたく
さんの御礼の声をいただくので、会社にとっ
ても、職人達にとっても、非常に励みになって
います。

　オープナーは１日に１個でも２個でも販売
できれば、それでいいと思っていますが、リ
ピーターの方が今以上に増えたら嬉しいで
す。そして、購入していただいた商品は、でき
るだけ長く使ってもらいたいと願っています。
　また、今後も『CANGAL』ブランドとして、女
性が困っていることを解決できるような、“ベ
ンリで可愛い”第二段、第三段の商品を開発す
る予定です。その際も、当社の弱点をカバーし
てもらえる企業と組むなど、互いの強みを活
かせるコラボレーションを考えています。
　そして、メイド・イン・
ジャパンの技術力の
高さを世界中の人達
に知ってもらいたい
ので、いずれは、海外
で自分達の手で直
接、販売・PRしたいと
思っています。

異業種コラボレーション『CANGAL』立ち上げ

自社ブランドの開発に向けて

今後の展開

　県内には、企業の異業種連携や、企業と学生による商品開発など、WIN－
WINの相乗効果が期待できるコラボレーションに取り組む企業があります。
また、既成の枠にとらわれない独創性を付加した商品で勝負し、消費者の注
目を集めている企業もあります。
　そこで今回は、これまでの手法にひと工夫加えた「コラボレーション」や
「オリジナリティの付加」によって、更なる飛躍を遂げた取組をご紹介します。

新潟には、学生との様々なコラボレーションの事例があります。例えば･･･

大学の鉄道研究部が、展示品につ
いて助言するなど協力。学生　　

製造業 　ネイリスト

有限会社 石田製作所　専務取締役　石田　康史 さん

商店街活性化を目指し、学生が空
き店舗に駄菓子屋をオープン。学生　　

学生と共同で、地域特産の酒粕を
利用した食品を開発。学生　　

発想の
転換で

企業概要●ATMの部品や田植え機のパーツなど、精密板金加工や部品加工に強みを持ち、金型から組立・出荷まで、
一貫した製造工程を持っているのが特徴。2011年には、開発事業部「ISHIDA FACTORY」を新設し、初の自社ブラ
ンド『CANGAL(キャンギャル)』を立ち上げ、缶のオープナーの製造・販売を開始。
石田製作所●http://ishidafactory.com/

　以前から、既存の事業にとどまらず多分野
の活動を展開する県内企業を見て、私達も新
しいことに挑戦する必要があると感じていま
した。そんな中、産学連携で開発した食品
フェアの企画など、学生とのコラボレーション
事業を手掛ける業者と商談会で知り合い、柏
崎市内の大学を紹介してほしいと依頼された
ため、新潟産業大学（以下：産大）と連絡を取
るようになりました。これを機に、産大に対し
て、私達とも共同で商品開発をさせてもらえ
ないかと提案し、コラボレーションが実現しま
した。
　実際にコラボレーションしたのは、棚田で
米作りをしている経済学部の学生達です。新
野屋は製造技術を、学生は商品の材料として
棚田米をそれぞれ提供し、共同で『網代焼』
の特別版を開発しました。限りある高価な棚
田米を原料の一部として使用すると同時に、
調味料も最高のものを選んだので、納得の
いく商品に仕上が
りました。商品は、
風に吹かれて育っ
た棚田米をイメー
ジして、学生が『風
の味 たな米』と命
名しました。

　『たな米』は、昨年10月に長岡市内で開催
されたフェアで初めて販売し、その後、産大か
らの依頼で再度製造し、今年５月に東京で行
われたフェアにも出品しました。
　コラボレーションは双方にメリットがあるべ
きなので、学生には、実社会を体験する場とし

てフェアを活用してほしいと思い、メインの販
売活動を任せました。経済学部の学生なら商
品開発にとどまらず、実際にそれを“販売す
る”経験が大切だと考えたからです。
　学生にとって、お客様に商品を勧める仕事
は初めてだったので、当初は苦心していまし
たが、若者ならではの向上心で工夫を施し、
売上に繋げていました。実際、『たな米』は予
想以上の売上を達成し、新野屋店内で販売す
る予定だった分もフェアで売れた程でした。

　私達にとって、普段は“お客様”でもある学
生と身近にやり取りし、消費者目線の率直な

意見を掴めたことは、
コラボレーションの中
での大きな収穫です。
さらには、学生から販
売活動にも携わっても
らったことで、いつも
以上に厚みと話題性
のある商品ＰＲができ
ました。
　また、東京のフェア
で、柏崎出身のお客様
が『たな米』購入のた
めに口コミで集まって
くださったことから、柏

崎に縁のある人同士の“出会い”や“再会”の
きっかけを作ることができたと感じます。
　学生とのコラボレーションは初の試みだっ
たので、多少の苦労や知恵を要しましたが、
私達と学生にとって、非常に大きな成果があ
りました。

　『たな米』は、今年秋に開催されるフェアに
向けて再び製造したいと思っています。その
際は地域の他の企業も巻き込むなどして、さ
らなる出会いを生み出せる取組に発展させた
いです。既存の事業を超えた新しい試みには、
今後も情熱を持って挑戦しようと思います。
　また、お店としてはこれまで通り“手軽で美
味しく、地域に根付いたもの”を提供し、お客
様に広く永く愛される販売スタイルを徹底す
ることが目標です。これからは、インターネッ
トなど様々な媒体も利用することで、新野屋
の技術や商品について分かりやすく説明した
り、お客様のご希望にきめ細かく対応できる
ようなシステムを整えたいです。

コラボレーションを通して

学生にもメリットのある取組に

『風の味 たな米』の開発

今後の目標

老舗菓子屋 　地元大学生

株式会社 新野屋　専務取締役　新野　良子 さん

企業概要●明治27年、柏崎市で創業。米菓と羊羹の製造・販売を手掛ける老舗菓子屋。米菓『網代焼』は、明治36年か
ら作り続けられている名物である。平成24年、同市の新潟産業大学の学生と共同で『網代焼』の特別版を開発し、産学
連携商品をPRするフェアに出展した。
新野屋●http://www.aranoya.co.jp/

「学生」×「○○」で
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