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 新年あけましておめでとうございます。旧年中は格

別のご高配を賜り、心より御礼を申し上げます。皆様

のご要望にお応えできるよう、社員一同気持ちを新た

に努力してまいります。本年も変わらぬご指導ご鞭撻

を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 昨年はコロナ禍の影響を受けながらも多くのステー

クホルダーの皆様と共創し、様々な取り組みを行って

まいりました。本年も「創意工夫」の社是のもと、皆

様のお役に立てるような商品や技術、サービスを構築

すべく努力し続けていきます。今後も事業を通じて産

業界ならびに地域の発展に貢献できるよう、社員一同

全力で取り組む所存です。皆様方のご期待に沿えるよ

うさらに努力してまいりますので宜しくお願い申し上

げます。 

             代表取締役社長 小倉 一郎 

2020年12月 いしかわ男女共同参画推進宣言企業認定書交付式 

・新年ご挨拶 ―代表取締役社長 小倉一郎より― 

・From Strawberry Farm ―いちごファームHakusan最新情報― 

・北菱SNS担当座談会 ―〝中の人“が登場！― 

・Hokuryo News！ ―当社の製品情報をお届け！― 

・HOKURYO SDGs！ ―SDGsの取り組みを紹介― 

・ホクリョーリード紹介 ―創業50周年を迎えて― 

・台湾北菱紹介 ―オンラインインタビューを実施― 

・めんばーとーく ―社外報発行にあたり― 



ー感想を教えてください！ 

CM撮影の時に食べたいちごの栽培を体験できることが本当に嬉しいで

す♪イチゴの栽培は予想以上に難しいですが、愛をこめて育てます♡ 

ー見どころはズバリ？ 

ほくりくアイドル部メンバーのつなぎ姿が見れるのはここだけ！！いち

ごと共にメンバーもみんなで成長していきます！  

ーここだけのウラ話...なんてありますか？ 

第1話で何も知らされず目隠しをして車に乗せられ、寝てますが… 

あれは寝たフリです。笑 どこに連れていかれるのか怖くて寝れません

でした！！  

当社スマートアグリシステム開発室長 

中寺によるご挨拶 

（左から）ほくりくアイドル部 松井様、 

   当社常務取締役 大江、農事組合 

   法人んなーがら上野営農組合代 

   表 中西様によるテープカット 

いちごファームHakusanって？ 

いちごファームHakusan ホームページ  

IoT機器を使用して高級ブランドいちご(うらら・すとろべりー・

ぷりんせす)を栽培するいちご摘み取り体験の観光農園施設です。

ハウス内&高設栽培で衛生的。雨や雪の日でも安心してお楽しみ

いただけます♪ 

リニューアルオープン！！ 

2021年12月18日に本施設はリニューアルオープン！オープンに

先駆けて、12月17日に関係者にて、リニューアルオープン記念式

典を開催いたしました。 

プロジェクト始動！ 

リニューアルオープンしたいちご 

ファームHakusanを一緒に盛り上げ 

ていくため、ほくりくアイドル部の 

皆さんに「ほくりくいちごアイドル部」 

に就任していただきました！それに伴い北菱電興YouTubeチャン

ネルでは、全6回（予定）にわたっていちごの定植から収穫までを

体験してもらうスペシャルな動画を公開します。 

ほくりくアイドル部 松井祐香里さんにインタビュー！ 

ほくりくアイドル部の皆さんによるミニライブ 

ほくりくいちごアイドル部 YouTube再生リスト 

ほくりくアイドル部 ホームページ  

今シーズン、新たに発売するコラボ商品から3つをご紹介！ 

～うららちゃんのテリーヌ～ 

能登ミルクさまInstagramアカウント 

～うららちゃんのモンブラン～ 

和栗白露さまInstagramアカウント 

～能登ミルクジェラート～ 

https://15fh.hokuryodenko.co.jp/
https://youtube.com/playlist?list=PLA9XoxlU7GH7ij07h5tFJrv0-lG3p9KDM
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E3%81%93%E3%81%AE-web-%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AF-internet-explorer-%E3%81%A7%E3%81%AF%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93-8f5fc675-cd47-414c-9535-12821ddfc554?ui=ja-jp&rs=ja-jp&ad=jp
https://hkrk.jp/
https://www.instagram.com/notomilk/
https://www.instagram.com/wagurishiratsuyu/


―皆さんお集まりいただきありがとうございます！本日はざっくばらんにディスカッションを行い、今後の運営に活かせるような気づきに繋がれ 

ばと思います。早速ですが、SNSを運営する上で気を付けていることを教えてください！ 

（中西）お客様に最新の情報をお伝えしたいので、発信時間やスピード感は意識しています。また、楽しんで記事をみていただけるように、 

スマホアプリの機能を駆使して写真を編集しています！ 

―いちごファームの投稿は、社員が見ていてもワクワクするようなものがたくさんありますよね！ 

（中西）摘み取り体験の最新情報はInstagramにて更新しているので、是非ご確認いただければと思います！ 

（藪野）ECADTubeでは、見ていただく視聴者の方を意識し、飽きがこないように動画の長さに気を付けています。 

―各SNSによって様々な特性があり、それを意識した使い分けが鍵となりそうです。次に、SNSを運営していて嬉しかったことはありますか？ 

（中西）(若林) 投稿をみてくれたお客さんがリアクションしてくれるのは何より嬉しいことですね。SNSは、直接お会いできない方とも広く 

やりとりができたり、新たな繋がりができる点が良いところだと思います。 

（山田）動画撮影時のハプニングとして、被写体である社員の私物などが映り込んでしまったのは面白かったです。。笑 

―「映えの裏側」で起こるハプニングは撮影者のみぞ知る、ですね...笑  

（山田）ハプニングはさておき(笑)、実際にお問い合わせをいただいたり、動画を撮影させていただいた「ロケ地」である農家さんに喜んでいた 

だけたのは嬉しかったです。 

―現在更新において苦戦されていることはありますか？ 

（若林）コロナ禍において、対面で実施できるイベントは少なくなったため、NEO-KOTO輝に触れて頂く機会が少なくなったことは少し淋しい 

です。その分SNSでお伝えできる情報は発信していきたいと思っています。 

（藪野）視聴者にとってどうしたら分かりやすい動画となるか常に試行錯誤していますが、今回改めて皆さんの取り組みや熱い思いを聞くことが

でき、気合いを入れ直すことができました！笑  

―短時間でしたが、お集まりいただきありがとうございました。今後も会社全体として一体感をもって取組んでいきましょう！ 

 

 

スマートアグリシステム開発室  

中西夫妻 

いちごファームHakusanの

Instagramを運営。昨年アカウント

のフォロワー数が1万人に！ 

技術開発事業部  

若林達也 

和楽器NEO-KOTO輝の担当 

としてSNSアカウントを展開。 

技術開発事業部  

山田智子 

水田用自動給水機Aquaportの 

担当としてLPやFacebookを展開。 

ICTソリューション部  

藪野真登 

ECADの北陸、東海地区にお

けるPRの一環として

YouTube動画を展開中。 

当社では、Facebook、Instagram、YouTubeなどのSNSを

展開しています。今回SSLの特別企画として、各SNS担

当者間にて座談会を実施しました。社外報では、担当者

の取り組みやノウハウを共有し合ったディスカッション

を一部紹介させていただきます！☺ 

誌面の都合上、紹介はごく一部となりましたが、今後も北菱電興SNSアカウントを宜しくお願いします！ 



Okuryo  

News! 

新しい通信規格であるLoRaWANを用いることで、真空弁ユニット

から真空ステーション間の省電力・長距離通信を可能とし、各真

空弁の状態を監視することができるデバイス 。 

電機営業部 上島 達也 

水田の給水口に設置する装置。センサーで検知した水位に応じ、自動でゲートを開閉することで水管理

（給止水）を行います。  

スマートフォンや通信関係の機器は不要、開水路であれば基本的に施工工事無しで設置が可能です。 

PointS! 
・通信なし、工事なし、電池駆動のため施工費用やランニングコストの負担も少ない。 

・設置も操作も簡単にできる。使う人を選ばないちょうどいい便利さ。 

PointS! 

・4点の接点入力及び1点の接点出力を持ち、2弁式の  

 開・閉、高水位の信号から、外部への信号出力までを 

 1台のデバイス端末で対応可能。 

・硫化水素対策も行っており、下水道設備に特化。 

・サービス提供がオープンな通信規格であり、独自に 

 システムが構築可能。 

・LoRaWANを用いるため、ランニングコストを大幅に  

 削減。 

電機営業部 金山 日向美 

技術開発事業部 高森 正也 

技術開発事業部  技術担当 

松田 啓 

技術開発事業部  営業担当 

福田 淳一 

監視システム｜社会／環境システム事業｜事業紹介｜北菱電興株式会社 

(hokuryodenko.co.jp)  

Aquaport アクアポート｜北菱電興 (hokuryodenko.co.jp)  

https://www.hokuryodenko.co.jp/business/environment/environment4/
https://www.hokuryodenko.co.jp/business/environment/environment4/
https://www.hokuryodenko.co.jp/aquaport/


 

参加者が住民と行政に分かれ、一つのまちを創りあげていくゲーム。

SDGｓにおいて重要な考え方である「バックキャスティング思考」が

ゲームの鍵をにぎります。研修に参加した社員の間では、「目先の事

にとらわれるのでなく、まち全体としての未来を考えて動くべきだっ

た」「ゲームは仮想空間だが、実際の世の中にも同じことがいえると

思う」など有意義な意見交換が行われました。今後も持続可能な社会

の発展に寄与すべく、社員一人一人の意識を高めていけるような取り

組みを実施予定です。 

PointS! 

■スモールスタート S-mileゲートウェイにて、様々な通信制約を持つ機器からデータ収集しクラウドにアップ 

 ロード。これにより初段は単一センサー等スモールに見える化を始め、徐々に収集する情報を増やしたり、 

 見える化以上の分析機能の拡充するといったステップバイステップでのDX改善が可能。 

■レトロフィット 無線センサーとクラウドサービスを用いる事で、既存装置への変更ゼロを目指します。 

 このため生産設備を止めることなく改善を行う事が可能。 

■SmartSmileFactoryと連携した、体感型ラボ工場による提案  

 当社いなほ工場内で動作している商材を体感可能。 

 更に工場内で技術者と共に顧客課題や利用シーンの共創も行えます。 

■商社の地の利を活かした、柔軟なセンサーデバイスの提案  

 多数メーカーと代理店契約を結んでいる北菱電興ならではのバラエティー豊かな商材群を提案可能。  

・多様なデバイスを用いて設備及び環境情報を収集「S-mileセンサー」 

・収集データを集約しクラウドへアップロード「S-mileゲートウェイ」   の3要素で構成！  

・クラウド上で状態監視「S-mileクラウド」 

センサーや状態監視モニターのレイアウトはニーズにあわせて柔軟に変更が可能。 

その為、顧客の既存生産ライン設備を活かしたソリューションを組立てられます！ 

AI・ビジョンリーダー  

東本 貴武 

DXリーダー 

宮本 達矢 

機器事業部 DX担当 

森 拓也 梅村 祐貴 

 

当社では2019年よりSDGsへの理解促進を目的に、全社員を対象に社内研修を実施しています。昨年には、県外勤務等の社員

を除き全社員が受講を完了しました。研修においては、カードゲーム『SDGs de 地方創生』を題材に理解を深め、自身の仕

事とSDGsとの繋がりを考えました。 

中堅・中⼩企業の製造業向け工場見える化ソリューション「S-mile（ミル）」をリリー

ス - お知らせ｜北菱電興株式会社 (hokuryodenko.co.jp)  

五堂 伸也 

機器事業部 

亀田 充 

https://www.hokuryodenko.co.jp/2021/07/2441/
https://www.hokuryodenko.co.jp/2021/07/2441/


#社外報発行にあたって・・・ 

SSLではこれからもホクリョーリードの最新情報をお届けいたします。乞うご期待！ 

タイワン ベイリン グウフェン ヨウシエン ゴンスー 

首 頁  |  台 灣 北 菱 股 份 有 限 公 司 

「会社の温かい雰囲気」 

オンライン取材ではありましたが、台湾北菱の温

かい雰囲気を感じました！SSLメンバーとは初対

面ですが色々な話も出来非常に楽しかったです！ 

台湾北菱は台湾台北市にある北菱電興の関連会社です。合計9名の社員（台湾人8名、日本人駐在員1名）が在籍し、調達ビジネ

スや翻訳・通訳ビジネスを専門とする会社です。  

「女性社員の割合」   

台湾では、仕事でも日常においても、男女の枠に 

とらわれずに考える文化が根付いているそうです。 

「オフィスの立地が非常に良い」     

駅のすぐ近くにあり、非常に便利だそうです。 

オフィスは16階建ての建物にあるので、屋上から

台北101が見えるのだとか！ 

北菱電興関連会社である株式会社ホクリョーリードが2022年で創業50周年を迎えました。  同社はこれを記念して、会社ロゴ

を一新！ロゴは会社のシンボルであり、企業を印象づけるとても重要なもの。沢山の熱い思いを込めて作られるロゴなのに意

外とその思いを知らないことが多く、ステークホルダーの皆様に是非とも知っていただきたい...そこで！今回はNewロゴに込

められた思いを教えてもらいました！   

ロゴには、北菱電興の企業理念にある「人と人の繋がりを大切

に・・・」という言葉、そして当社の事業ビジョンにつながる

「人が対面でサービスを行うホスピタリティ産業界に貢献してい

く」という想いが込められています。また、当社事業の基礎とな

るネットワーク技術を活用し、「顧客としっかり手を取り合って

成長していきたい」という想いから、人と人が向かい合って大き

な輪（ネットワーク）の中で繋がるイメージを形にしました。今

後はこの新しいロゴのもとで心機一転、社会に貢献する企業を目

指して、より一層の努力を重ねてまいります。 

※ホクリョーリード 新ロゴ 

ホクリョーリード 事業開発本部  

高倉 崇 

https://hokuryo.com.tw/?lang=ja

