インタビュー

段ボール業界でいち早く原価見積りソフト「ケースバイケース」を開発
自作のホームページで小ロット、多品種受注の新ビジネスモデルを構築
奥田 敏光 株式会社アースダンボール代表取締役社長
る。今後は、ネット通販のノウハウを生かし、
九州産有機野菜の販売で多角化を目指す。
「お客様とお互いにいい関係で気持ち良く
取引ができ、その上で、お客様の要求以上の
製品を提供し、満足し喜んでいただけるよう
な箱職人を目指したい」と、奥田社長は語る。

１９５３年、衣類関係の箱屋で創業
３代目がネット通販でニッチ市場を開拓
おく だ

としみつ

奥田 敏光 氏

１
９
６
０年 埼玉県新座市出身
８
２年 有限会社奥田製作所入社
９
６年 段ボールのネット通販を開始
９
９年 同社代表取締役社長就任
２
０
０
０年 有限会社奥田製作所から株式会社ア
ースダンボールに社名変更
１
１年 埼玉県第６回渋沢栄一ベンチャード
リーム賞、優秀賞受賞
株式会社アースダンボールは、１
９
５
３年創業
の包装用段ボール箱の製造販売を行う会社で
ある。
三代目の奥田社長は、経験や勘に頼った生
産体制の段ボール業界で最も早く個別原価計
算システムを開発・導入。独自の自動見積り
サービスなど顧客の目線に立ったサービスで
ホームページの充実を図り、着実に業績を伸
ばす。顧客ニーズに応えて１箱からでも、ど
んなデザインや印刷でも細やかに対応、大量
一括受注を基本とする段ボール業界において、
WEB サイトを利用した小ロット、多品種、
短納期のオーダー品も受注可能な新しいビジ
ネスモデル構築が評価され、２
０
１
１年埼玉県第
６回渋沢栄一ベンチャードリーム賞を受賞す
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現在、インターネットを利用して顧客の
あらゆるニーズに応える段ボール箱を製造販
売していますが、創業時はどんな段ボール箱
からスタートされたのでしょうか。
創業者の祖父は戦前スリッパの仕事をして
いました。戦争で新座市に疎開、戦後は米軍
が日本に資材を送るときに使う厚紙の箱を回
収、ホチキスをはずして平らな板にしてから
用途に合った箱に再生し、販売したのが創業
です。
創業当時の主な得意先は、都内の洋服や和
服関係の梱包材料店でした。服の箱ではなく、
その箱を入れるための外箱や運ぶための箱で
す。高度経済成長とともに段ボール箱の需要
も増えて順調に成長しましたが、バブル崩壊
で服の売上が減少、梱包材料店向けの納品も
縮小していきました。
１
９
９
２年に新設された伊奈町の工業団地に移
転した時には、梱包材料店への売上は５割に
減少。しかし、移転を機に工業団地内の製造
業との取引も始まり、縮小と新規開拓をしな
がら３億円ぐらいの売上高をキープしてきま
した。
現在は、私の趣味で始めたパソコンのホー
ムページからネット通販が順調に成長し、小
ロット多品種のニッチ市場を開拓。梱包材料
店向けの売上が１割弱に減少する一方でネッ

ト通販売上が拡大し、顧客数は北海道
から沖縄まで１万をはるかに超え、売
上高は約６億円になりました。

電子手帳用の個別原価計算ソフトを開発
趣味のホームページで既製段ボール販売
ネット通販で段ボールを販売しよ
うとしたきっかけは、何でしたか。
入社して父から教わった段ボール業
界の標準的見積り方法は、仮に生産量
が１か月３
０万!の工場で経費が９０
０万
円だとすると、９
０
０万円÷３
０万!＝３
０
円で１!当たり３
０円の経費となり、１
!の箱の価格は経費３
０円＋材料費とい
うことになります。それをベースに経
験と勘でロット数や箱の大きさ、ある
いは売り先によって安くしたり、高く
したりするかなりアバウトなものでし
た。ところがそれでは経験も勘もない私には
ぜんぜんわからないわけです。
何を基準に原価を決めるのか疑問になって、
ロット数と箱の大きさをそれぞれ統計分析し
ました。すると、ロット数が多いものはやは
り安く売っていることがわかりました。また、
従来の考え方でいくと小さい箱の工賃は、製
造時間は大きい箱とさほど変わらないのに、
大きな箱よりずっと安くなってしまうことが
わかりました。
そこで、簡単な関数を使って、今まで勘に
頼っていたような部分、例えば小さい箱の場
合は面積を０．
７!以下にしないというような
補正のプログラムを入れたソフト「ケースバ
イケース」を開発しました。そして、当時流
行していたシャープの電子手帳に入れて業界
向けに売り出したところ、非常に喜ばれて約
３
０
０セットが売れました。

当社の主力製品の例

それが入り口となって、もっときちんとし
た段ボール原価計算システムをつくろうと考
え、すべての加工機械のセットタイムと速度
やどの機械を使えば効率的かをシミュレーシ
ョンし、あとはロット数だけを入れれば自動
的に計算できるシステム「箱丸君」を開発し、
段ボール業界向けに販売もしました。それが
１
９
９
０年代のことです。
Windows が普及し始めると、１９
９
６年に趣
味的にホームページを立ち上げ、常時在庫と
してあった既製品の段ボール箱のサイズをリ
ストにしてのせたところ、少しずつ引き合い
が増えてきました。２
０
０
０年以降何度もホーム
ページを全面的に直し、ネット通販専用商品
や在庫品を増やすなどコンテンツを追加して、
ボリュームをどんどん上げていきました。
WEB 上の自動見積りサービスでは、お客
様からの最小の仕様で当社からお得な最安値
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「たとう式ダンボール（やっこ型）
」の一例

を提供するなど高品質な情報提供を心がけ、
お客様のイメージと製品が合致するように設
定しました。さらに箱の許容重量の強度計算
や保管場所の容量計算も可能にしました。
ホームページを拝見すると、非常にボリ
ュームがあって、どんどん奥に入り込んでい
く感じですね。
これは検索エンジン対策でもあります。グ
ーグルの検索エンジンのロボットが当社の
WEB サイトを見に来て、キーワードや構造
からこういうサイトであると判断し、評価し
ます。例えば、お客様が「たとう式ダンボー
ル」を検索すると、検索ロボットは当社の
WEB サイトに記述があったというのを覚え
ていて検索結果を表示する仕組みになってい
ます。
インターネット自体がこんなに使えるよう
になったのは、検索機能がよくなってきたか
らです。今、複合キーワードを入力すれば高
い評価で有効な WEB サイトが検索結果の上
位に出てきます。それはグーグルのおかげで、
自分たちも WEB サイトで商売をしている以
上、グーグルにいかに高い評価を受けるかが
検索対策として重要になってきます。
当社が社名変更をした２
０
０
０年頃は、登録さ
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れた Yahoo カテゴリにおいてはアイウエオ
順に出ていたのでアースダンボールと社名変
更をしました。今は高い評価で有効な WEB
サイト順ですが、どうしたら評価が上がるの
かということは実ははっきりわからないので
す。ですから、用途別、サイズ別、箱形式別
などカテゴリー別にリスト化するなど、作り
込んだサイトにしています。
インターネットビジネスで、収益を上げ
るポイントはどこにありますか。
最初のころ社内事務はすべて手作業で、残
業しても間に合わないので市販ソフトを買っ
て対応していました。次に社内サーバーを立
ち上げましたが、すぐにシステムダウンする
ので二重化するという具合に、データ量増加
に伴い社内業務システムを進化させていきま
した。
現在では、ネット注文でお客様が名前、住
所、電話番号、注文内容等を入力すると、そ
れがコンピューターに登録され、今日中に納
品するもののリスト、宅急便の送り状、納品
書などが自動的に出てくるようになっていま
す。受注から、発送、入金など進捗管理はす
べて自動化しています。
しかし、そこまで自動化しても１箱当たり
事務費は数百円かかります。手作業でやって
いたらネット通販は、よほど高いものを売ら
ない限り成り立たないのではと思います。で
すからネット通販では自動化は欠かすことが
できません。

顧客ニーズに応えて小ロット多品種に対応
工夫により低価格で鮮明な印刷を実現
特注の段ボール箱を１箱からでも注文可
能ということですが、顧客ニーズに応える段
ボールをつくるために、どのような取り組み
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をしていますか。
２
０
０
０年頃、エプソンからインクジ
ェット機が発売されると知るとすぐ
に、秋葉原のショールームに段ボー
ルをもっていき、試しに印刷をして
もらいました。段ボールに印刷した
のは初めてでしたが驚くほどきれい
に印刷できました。７
０万円の汎用機
でしたが、その値段なら小ロットで
もペイできると判断し、業界でいち
早く小ロットインクジェット印刷箱
の受注販売をスタートさせました。
フルカラー印刷は、オフセット印
刷が一般的で、それだと１，
０
０
０箱以
下は何箱でも３
０万円ぐらいになりま
す。インクジェット機は量産効果は
ありませんが、一箱目から完成品が
出てきますし、オフセット印刷より
当社の既製品及びオーダーメイド品を注文するためのネット販売用
も大幅に安くできるのでフルカラー
ホームページ「箱職人のアースダンボール」と当社が受賞した IT 関連の各賞
印刷で５
０箱欲しいというような小ロ
５
０
０円で作ることができます。通常は大体４
ットのお客様には向いています。
工程を経て箱になりますが、それがこの小ロ
また、２
０
１
０年には段ボール印刷機の主要部
ット専用機では２工程で箱になり、１日に２
０
０
分で高精度な印刷を可能とする「アニロック
種類以上が製造できます。コンピューター制
スロール」をオランダ製の「ユニコロール」
御で動き、発売されて間もなく導入を決め、
に改造しました。段ボール印刷では、ベタ印
当社が国内で２〜３台目ということでした。
刷の中に細かい文字を出すことが非常に難し
常に早い決断で、小ロット多品種受注の
いのですが、この改造によってその難しさを
確かな地位を築いてきたわけですね。
克服、段ボール印刷では怖いものなしになり
段ボール箱は外装なので単価が安い方がお
ました。当時、
「ユニコロール」を入れた仕
客様も使いやすいわけです。一方で、通信販
様は日本では第一号だと思います。
売で使う段ボール箱を購入するお客様も多く
さらに、２
０
０
８年に小ロット専用の段ボール
印刷はきれいな方がいいわけです。顧客ニー
製造機械を導入するとともに、
「箱丸君」の
ズには、
「安い」と「きれい」という矛盾し
見積り計算を極小ロットに対応させ、大幅に
た要素があります。そうした要求の中で、１
原価を下げることが出来ました。量産型の機
色の印刷でも精度が高い印刷機なら濃淡を出
械を使った場合、大量生産なら１箱２
０
０円で
す方法などでコストを上げずによりレベルの
できるものが、少量生産だと１箱２，
０
０
０円に
高い印刷が可能になります。そして、それが
なってしまいます。小ロット専用機なら１箱
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新たに始めた九州（福岡県宗像市）産有機野菜を販売する
ホームページ

お客様のニーズを満たすベストな答えという
ことになります。
段ボール業界の本筋は、高性能の機械でハ
イスピードで段ボール箱を大量に製造するこ
とだと思います。しかし、当社は中小メーカ
ーで生産スピードを競うよりも、小ロット多
品種でしかも短納期、工夫によってお客様の
満足を得られるようにするとか、普通の人が
目を付けないところで付加価値を高めていま
す。ニッチな方向にいくというやり方が合っ
ていると思います。特注品を１箱からでも受
けますから、当社の段ボール箱は映画や CM
などにもよく使われています。

段ボール箱のネット通販で得たノウハウを
活用し、九州有機野菜のネット通販を開始
今後の事業展開はいかがでしょうか。
東日本大震災での原発問題以降、安心安全
なものが食べたいと思うようになり、生産者
を探していたところ、福岡県に建設している
当社の新工場の近くで、有機や無農薬で野菜
を栽培している生産者グループに出合うこと
ができました。JA や国が定めている基準よ
りもずっと高いレベルの無農薬野菜で、虫が
つくと手で取るような栽培をしている希少な
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野菜のネット通販です。
自然の力で育った野菜は、安心安全という
以前に、食べるとそれ自体がおいしくて健康
にいいと感じることができます。価格は一箱
４，
９
８
０円（完全無農薬野菜「究極の野菜セッ
ト」
）と高めですが、定期購入を申し込まれ
る方もたくさんいます。楽天市場にも出店し、
最近は検索順位が上昇、月商１０
０万円ぐらい
になってきました。本業の段ボール箱の売上
に貢献できるところまで育ってほしいと思い
ます。
ネット通販のノウハウがあることによって、
他業種のネット通販の新規参入の敷居も低く、
宅配料金も特別料金で扱ってもらえるメリッ
トもあります。今後は、福岡県鐘崎漁港の魚
もネット通販で扱えないか検討中です

行動指針となるコアバリューを策定
お客様の要求には「出来ないと言わない」
経営理念と社員に期待するところなど、
お聞かせください。
社員が共有する理念を具体化する行動指針
として、社員から募集したものと自分の思い
を合わせた７項目の「コアバリュー」をつく
りました。
１項目目は、
「 おもてなしの心 と 感謝
を感じる ＝人を目指そう」ですが、例えば、
お客様からのどの様なお問い合わせに対して
も「出来ません」という回答をしないように
しようといっています。当社と取引していた
だくことがとても心地よく感じてほしいと思
っています。オーダー品の購入者にはアンケ
ートをお願いしていますが、実際に「仕上が
りが良かった」
「早くてよかった」
「対応が良
かった」などお褒めの言葉が９
０％を超えてい
ます。仕事のやり方として、もしかしたら安
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すければ対応などが悪くてもいいという方向
もあるかもしれません。しかしそうではなく、
適正価格でお互いに気持ちよく時間を共有で
きたらいいと思います。
また、６項目目の「お客様の状況にあった
最高のレスポンス が出来る人に成長しよ
う」は、例えばオーダー品の場合は一方的に
お客様の希望を聞くというのではなく、こち
らからアドバイスをしてイーブンな関係で仕
事を進めることもあります。技術的に高けれ
ば、お客さんの希望以上のところにゴールが
あるかもしれません。お客様にいわれた通り
のことができるのは一人前かもしれませんが、
それ以上の提案ができたら本当に素晴らしい
ことです。そんなお客様に感動を与える仕事
をしようということです。
座右の銘、そして尊敬する人物はいらっ
しゃいますか。
最近、アインシュタインの言葉になるほど
と思うことがあります。
「自分個人、他人と
自分、いろいろな常識などは結局自分自身を
制限するための概念である」というのです。
「すべての人は、本当はみんな同じで、精神
世界の言葉で『ワンネス（ONENESS）』を感
じることが進化の目標である。そして、そう
いうところまでいかないと人類は滅びるかも
しれない」というようなことをいっています。
その他には、
「自分の子供や親を特別な存在
だと感じるのは気のせいだ。他人であっても
同じ生きているという点では共通で、子供や
親は自分自身の生命を守るために必要かもし
れないけれども、特別な存在というのは錯覚
だ」ともいっています。その視点の広さはお
もしろいと思います。
わりと精神世界が好きで、瞑想したりしま
す。瞑想するようになってから、常識にとら
われないアイデアが出てくるようになったと

当社が掲げる７項目のコアバリュー

感じます。
最後の質問ですが、ご趣味は何ですか。
サーキットで運転することです。２
０代前半
からモトクロスなどエンジン付きのものに親
しんでいたのがベースにあります。モトクロ
スで手首を骨折してバイクに乗れなかったの
でパソコンを買い、趣味で始めたのがネット
通販につながりました。筑波サーキットや富
士スピードウェイに走りに行くこともありま
す。
IT を活用し、経営革新を実現された奥
田社長様のお話は興味深く、とても示唆に富
むものでした。
本日はありがとうございました。
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