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加工ガラスの魅力を
NC加工で実現したい！

（平成初め、５０歳の頃）

志・ビジョンの設定

ミッション 加工ガラスの魅力を、感動商品で伝えたい

色彩の美しさ や

彩りの変化に 感動

ビジョン 美しいステンドグラスを、NC機械加工で工業生産化 専用ＣＡＤ・ＣＡＭの自社開発

魅力は、ガラスピースと
シルエットの

ハーモニー

事業化

創業プラン
経営理念

オンリーワン
技術開発

（２０年経過した）

商品サンプル加工

現在

７０歳からの創業

高齢者の生きがい、助け合いを大切にして、

高齢者が生き生きと働ける、幸せを追及する会社です。

具体的には、

高齢者の自立、 生きがいチャレンジ

生涯現役、 仲間づくり・絆づくり

これらを、

オンリーワン技術・加工ガラスで

創業し、実現したい。

７０歳にもなって、なぜ、創業するの？
私は、もうすぐ７０歳になる。

生涯現役で、加工ガラスの仕事をしたい、と考えている。

気心の知れた仲間達と、

和気あいあいと。 そんな会社を作りたい！
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ハローグラスの経営理念は、三方得の三方幸せ

企業も助け合い

（共生ネットワーク）で、幸せになる。

自分達の幸せとは、

助け合いによる
① 生き甲斐づくり
② きずなづくり
③ 仲間づくり

加工ガラスのオンリーワン技術を深め、
その魅力を、広く伝えることで

三方得の三方幸せを実現する。

（地域の人達の
幸せに

つながる）

（ビジョン）

お客様、
地域の人達、
自分達

（ミッション）

お客様は、感動して笑顔になる。これって幸せ！

http://www.haro-glass.com/rinen.html

加工ガラスの
オンリーワン技術

（強み） 多角形化ＮＣ加工法
特許、ＣＡＤ・ＣＡＭ
加工ノウハウ

ものづくり
下請け金属部品加工業

（強み） ＮＣ切削加工技術
工場・設備

ものづくり連携
で

加工ガラスの製品づくり

（強みの連携）

コラボによる商品開発

共生ネットワークで、企業同士も助け合い、地域も活性化

商品アイデア ＋ オリジナルデザイン
（ガラスピース）

共 同 作 業

地域の仲間で商品化

無縁企業に
ならないように

助け合いで
対等（水平）な

おつきあい

系列（垂直）の下請け ⇒ 仲間（水平）で、「作って売る」一貫したシステム化
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加工ガラスの工業生産化 で 感動商品 の ネット販売

ビジネスモデル と ３つの提案で、創業する

ハローグラス 創業プラン

加工ガラスの
工業生産化を提案します

シーズは、高品質のガラスピース？

オンリーワン技術とは？
どんな特許、どんなソフトウェア

加工ガラスのものづくり
金属部品加工業と連携

感動商品を提案します

ニーズは、感動？

ガラスピースの魅力は？ 感動要素とは？

感動商品づくりのポイント？

感動の仕組みとは？

顧客ターゲット？

ネットショップあおいで販売

なぜ創業するの
経営理念は

三方得の三方幸せ
お客様、地域の人達、自分達

共生ネットワークの構築で
助け合いを提案します

加工ガラスの２．５次産業 ものづくり・ｻｰﾋﾞｽの一体化
限定品マーケッテイングとは？ 希少性によるブランド化

どんな売り方 オーダーメイド販売 から 品揃え・展示販売 へ
インターネット ・ Ｉ Ｔ の活用は ？

感動の仕組み（ネットショップ編とは？）

ものづくり・ｻｰﾋﾞｽの一体化 自分で作って、自分で売る

加工ガラスの ２．５次産業
（加工ガラスの工業生産化 で 感動商品 の ネット販売）

経営理念

経営方針
（スローガン）

志・経営理念
三方得の三方幸せ。

① ミッションは、

② ビジョン

ガラスピースの
オンリーワン技術・
ＮＣ加工を深める

② ビジョンは、
① ミッション

感動商品で、加工
ガラスの魅力を伝える

共生
ネットワークの構築

企業も、
助け合い

オンリーワン技術

ものづくり

インターネットの
活用

① 多角形化ＮＣ加工法
② ＣＡＤ・ＣＡＭ

ソフトウェア
金属部品加工業との

強みの連携で
ガラスピース加工
感動商品の製作

商品コンセプト

デザインコンセプト

① 限定品マーケッテイング
② 品揃え・展示販売
③ 主要商品
④ 接客の心得

① ホームページ
② ブログ
③ 感動の仕組み
④ ネットショップ

加工ガラスピースの
工業生産化

高品質ガラスピースの
ＮＣ加工を深めたい。

お客様に、感動商品
で

笑顔で豊かな生活を
届けたい！

http://www.haro-glass.com/hosin.html

お客様が喜ぶような
感動商品づくり

オリジナル

感動商品開発

売る

③ 助け合いは、
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高品質のガラスピースは、オンリーワン技術で

どんな形でも、滑らか仕上げで、加工精度０．１ｍｍ

（ＮＣ加工後）

デザイン通りに加工する
技術的には、多角形化ＮＣ加工法で
ガラス板も、金属と同じようにＮＣ加工できるようになった。

さらに、感動を生む デザインで、感性価値を高める。

それは感動要素で、魅せるガラスピースへ

ひかりを浴びて変化する
加工面 と

ガラスピース

ガラスピースの感動要素は、鮮やか、輝き、彩り、形、色

きれいね！
素敵だわ！ と、

わくわく、どきどき、くつろぎを、

生み出す。

これが、感動であり、感性価値です。
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群馬県

笑顔のステンドグラス

（ホームページ用）

感動商品づくりのポイントその１ ステンドグラスを例に、特徴・差別化

従来の
ステンドグラス

ガラスピースは、
道具を使った

㏘澔潴濞 掞で
良かった。

理由は、半田付けで、
加工面が隠れるから。

さらに、デザインを採り入れた

魅せるガラスピースを使った

感動商品づくりへ。

９０㎝ X ９０㎝ X ３ｍｍ厚

４０㎝ Ｘ ６０㎝ Ｘ ３ｍｍ厚

これに対して、ガラスピースの

加工面が見える商品づくり。
接着ステンドグラスを、

提案します。

半田付けから
接着 による 商品づくり

商品の外部仕様

☆素材は、厚さ３ｍｍのガラス板

感動商品づくりのポイントその２ ： 商品の外観（外部仕様）

お隣りのガラスピースとは、等間隔の隙間で すっきり！

均一な隙間（間隔指定する）

一枚板に平面接着する

ぴったりすり合せ（間隔＝０ｍｍ）

加工面同士を側面接着する

商品は、ガラスピースを並べる、重ねる、組み立てる・・・

透明な
接着剤を

使用する

光の加減で変化する境界線

弱い順光

逆光
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感動商品づくりのポイントその３ ： 商品のビジュアルな魅力

光が奏でるガラスピースとシルエットのハーモニー

加工ガラスの魅力（光の魔術）を、感動商品化する

色彩の美しさ や

彩りの変化に 感動

宝石に次ぐ、光とガラスのビジュアル・ライブショー

感動要素を生かす

鮮やか、輝き、彩り
形、色

感動商品づくりのポイント その４ 感動の仕組み

お客様が喜ぶデザインに、感動要素をプラスする

お客様のニーズは、感動 （商品企画・販売）

感動の仕組みを、商品づくりや販売促進に取り入れる

感動（加工ガラス）とは、

１ ほっとするような、安らぎ・癒しがある。
２ あっとするような、驚きがある。
３ わっとするような、喜び・楽しみがある。
４ きゃっとするような、面白さがある。
５ ふっとするような、和みがある。

そして、わくわく・どきどき・
くつろぎを感じ、笑顔になる。

これが、感性価値だと、思います。

お客様のニーズは、この感動です。

この感動を、加工ガラスの感動要素（鮮やか、輝き、彩り、形、色）で実現する。

感動の仕組み（加工ガラス）は、

お客様のこだわりや思いと

感動要素との

出会いです。
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顧客ターゲット（誰が）

お客様は、どんな人？

ＢＴＯＣ

趣味
ステンドグラス、ガラス工芸、
美術、工芸、手芸、園芸、花、デザイン
写真

働く女性 ＯＬ、キャリアウーマン、カタカナ職業
自立する女性、上昇志向の女性

富裕層 専業主婦、シニア

ペルソナ像
都会で働くＯＬ、キャリアウーマンや専業主婦で、洗練された女性。

ＢＴＯＢ

集客目的
介護施設、病院、リハビリー等、厚生施設
喫茶店、パブ、レストラン等のお店
ホテル・旅館等の宿泊・レジャー施設、観光施設
イベント施設、リラクゼーション施設
その他集客施設

ペルソナ像
お客さんが、喜ぶような、雰囲気づくり（おもてなし）をする人（施設経営者・管理者）

使用環境 ひかり、光源 太陽光、人口光
動く仕掛け

設置空間 集客施設、洋室、玄関、吹抜け、事務所等の室内

取付位置・方法 窓、壁、間仕切り、鏡
吊るす、置く、掛ける

商品ジャンル 接着ステンドグラス、窓飾り、壁飾り、インテリア、モビール
カッティングシート、間仕切り、ＰＯＰ、看板

目（見る人） どこで見る
どんな光の状態

屋内（屋内に差し込む光）
屋外（屋内から漏れる光）
屋内の人口光
順光の場合、逆光の場合

効果 商品の彩り ガラス自体の発する彩り

シルエットの彩り カーテン、ブラインド、障子等に投影するシルエット
投影空間（壁、床、天井）

顧客ターゲット（使用場面）
シーン設定（どこで、どう使うか？）

商品企画時に、「誰が、どこで、どう使うのか」絞り込む。

商品コンセプトの決定 ⇒ デザインコンセプトの決定



ハローグラス 創業プラン 2011/8/10

8

ものづくり
金属部品加工業
（強み） ＮＣ切削加工技術

工場・設備

（メリット） 異分野参入
脱下請け
稼働率ＵＰ（多角経営化）
モチベーション やる気
技術移転

オンリーワン技術

（強み） 多角形化ＮＣ加工法
特許、
ＣＡＤ・ＣＡＭ
加工ノウハウ

（メリット）ファブレス経営を目指す
強みに集中できる
技術継承も兼ねる

シーズは 加工ガラスの工業生産化

強みの連携

http://www.haro-glass.com/kogyo.html

強み 特 許 ： 多角形化 NC 加工法 （硬脆性材料板の数値制御（ＮＣ）加工法）

特 許 図 硬脆性材料板 凹み処理

ガラス板・石板・セラミック
板・陶板等のNC加工は、
硬くて脆いため割れ易い。
だから、
機械加工が難しかった。

これを、解決したのが
この特許加工法です。

☆ 特徴：多角形化

ＮＣ機械加工 凹凸の多角形化 切断加工 研削加工

ガラス板も、
金属も同じように
ＮＣ工作機械で、

加工できる
ようになった。

http://www.haro-lass.com/tokkyo.html

http://www.haro-glass.com/kozeisei.html

金属部品加工業で、ガラスピースの加工も出来るようになった、実用的な加工法です



ハローグラス 創業プラン 2011/8/10

9

強み ソフトウェア ： ステンドグラス加工用CAD・CAMシステム（自社開発）

システム概要 区分けCAD 多角形化CAM

詳細は、ホームページの“ＮＣ加工法”を参照して下さい。
“ハローグラス”で検索する。

☆ 多角形化ＮＣ加工法を、 CAD・CAMシステム化して、ＮＣ加工を可能にした。

http://www.haro-glass.com/takakunc.html

型紙拡大図

ステンドグラス加工用CAD・CAMシステム

（ガラス板 ＮＣ 加工システム） ① 区分けＣＡＤ
トレース

製 品

② 多角形化ＣＡＭで
ＮＣプログラムを
生成する。

形状データ

型紙 と ＮＣプログラム 作成

型 紙

ＮＣ
プログラム

http://www.haro-glass.com/kuwakecad.html

http://www.haro-glass.com/takakucam.html
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ものづくり・連携 加工ガラスのものづくり と 共生パートナー

２．ＮＣ工作機械で、ＮＣプログラムの指令により加工し、
ガラスピースを生産する。

３．ガラスピースを接着する。

これらの作業は、共生パートナーの機械部品加工業と
協業する。（共生ネットワークを構築）

共生パートナー（機械部品加工業）のメリット
稼働率ＵＰ（ガラス加工で調整できる）
多角経営化（ガラス加工の柱が増える）

異分野参入、脱下請け、モチベーション、技術移転

機械部品加工業と強みの連携で、ガラスピースの工業生産化

加工ガラス製品 の 製作行程

１．ガラス板ＮＣ加工用CAD・CAMで

型紙 と ＮＣプログラム 作成
（詳細は前ページ）

http://www.haro-glass.com/nckako.html

ものづくり 高品質ガラスピースの特徴
加工品質

１．

どんな形（自由形状）
でも

加工できる。

２．
滑らか仕上げで

機械部品並みの精度

加工精度 ０．１ｍｍ

３． 均一な品質で
量産加工もできる。

（一枚でもＯＫ）

４．
ガラスも金属も

同じ機械で
加工できる。

５．

素材の良さ色が
そのまま

生きる。
（材料品質の保証）

多品種少量生産システムで、ロット生産・個別生産

ガラスＮＣ加工用CAD・CAM設備 パソコン（ ） と ＮＣ工作機械

http://www.haro-glass.com/cmqc.html



ハローグラス 創業プラン 2011/8/10

11

け し

接着ステンドグラス の 加工サンプル

花菖蒲

ポピー（表） ポピー（裏）

マーケティング 限定で差別化

限定品マーケティング

加工ガラスの ブランド名は、「加工ガラス・あおい」

オリジナル商品 、 希少性でブランド化

限定（希少性）の内容

１ ハローグラス（製造者）限定
（オンリーワン技術）

２ 生産数量を限定
（多品種少量生産でニッチ生産）

３ 限定販売
（販売拠点はネットショップあおい）

４ オリジナル商品
（こだわりは、加工ガラスで笑顔になる）

５ ２．５次産業（自分で作って、自分で売る）

（企画・製品化・販売の一貫システム）
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私たちは、

加工ガラスで、光彩のおもてなし

を、心掛けております。

そして、お客様の喜ぶ笑顔が

一番の励みです。

１．オリジナルガラスピース

２．オリジナルステンドグラス

３．オリジナル加工ガラス工芸品

４．受注ガラスピース加工

５．加工用ソフトウェア

主力商品は、ステンドグラスとガラス工芸品

接客の心得

オーダーメイド販売 から 品揃え・展示販売 へ

ステンドグラス・ガラスピース 市場 ＆ 生産方法 ＆ 販売方法

価
格

生産数量

高品質のガラスピースを
接着し、

加工面を見せる商品づくり

プロ作家の
半田付けによる
伝統的な商品

生 産
方 法

プロの手作り
個別生産（受注生産）

自由形状ＮＣ加工で
高品質のガラスピースを
ロット生産・見込み生産

海外で手作り・大量生産
（低賃金の人海生産）

販 売
方 法

オーダーメイド販売
（注文販売）

ネットショップで限定販売
品揃え・展示販売

一般の流通経路で販売

既製品・規格品

アート
志向

感動商品

装飾品

多品種少量生産で
品揃え

☆ 競争優位性の検討 ☆
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http://www.haro-glass.com/webaoi.html

パソコン・インターネットの活用で、経営力アップ

ソフトウエアの自社開発 ＩＴ（情報技術）活用

たそがれチャレンジ日記
（サイト内ブログ）

加工ガラスの情報発信

ステンドグラス加工
ＣＡＤ・ＣＡＭシステム

オンリーワン技術開発・サポート
ハローグラス

の
ホームページ

加工ガラスの魅力を
伝える

ＵＲＬ http://www.haro-glass.com/ 「ハローグラス」で検索

http://www.haro-glass.com/blog/

http://www.haro-glass.com/

ネットショップあおい

感動の仕組み 感動要素
品揃え・展示販売 商圏は日本中

希少性でブランド化 ブランド名は「加工ガラス・あおい」
接客の心得「加工ガラスで、光彩のおもてなし」

売り方

感動の仕組みを、 ネットショップ「あおい」 に、組込む
キーワードは、もの より こと

キーワード と ＳＥＯ

インターネットの活用 日本中のお客様

ネットショップ あおいお客様
ニーズは感動

こだわり・思い などの

シーズは、

加工ガラスの感動要素
（鮮やか・輝き・彩り・形・色）

感動商品の品揃え・商品の魅力
ウリ（強みやこだわり）でもある。

キーワードで
インターネット検索

商品の魅力・感動商品
の、キーワード

キーワードの一致

（検索上位表示・ＳＥＯ）

認知して購買する

感動の仕組み（加工ガラス）とは、
お客様のこだわりや思いと感動要素との

出会いです。

ネットショップ
あおいを選択
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オリジナル商品販売 ネットショップ あ お い ネットの利点 日本中のお客様へ

「加工ガラス・あおい」ブランドで、笑顔をお届けします。

加工ガラスで光彩のおもてなし

みなさんに、
ステンドグラスのある
豊かな生活を
提案します。

それは、わくわく感、
どきどき感、
くつろぎ感で、
癒され、笑顔になる
生活です。

高品質のガラスピースで
作った

オリジナル商品。

注文生産も、
お受けいたします。

なんでも、ご相談ください。

加工ガラスの工業生産化 で 感動商品 の ネット販売

ビジネスモデル

ハローグラス 創業プラン

加工ガラスの 工業生産化

オンリーワン技術
特 許 ： 多角形化NC加工法
ソフトウェア ： CAD・CAMシステム
加工ガラスのものづくり（強みの連携）

金属部品加工業と連携
高品質（加工品質）とは、

加工サンプル

とは

感動商品

高品質のガラスピースとは、
（見せる⇒魅せるガラスピース） 感動要素

加工ガラスの感動商品づくり 感動の仕組み

顧客ターゲット
（誰が、どこで、どう使うのか）

（シーン設定）

ネットショップあおいで販売

経営理念は
三方得の三方幸せ

お客様、地域の人達、自分達

共生ネットワークの構築で
助け合い

ニーズは、
感動

シーズは、
ガラスピース

加工ガラスの２．５次産業 自分で作って自分で売る
希少性によるブランド化 「加工ガラス・あおい」で、ブランド化

接客の心得 「加工ガラスで、光彩のおもてなし」
感動商品 の 品揃え・展示販売 へ
感動の仕組みを、ネットショップあおいで実践する

インターネットの活用で 、 日本中のお客様 へ


