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中小企業・個人事業主向けクラウド型ホームページ作成ツール「とりあえず HP」

「第１回 とりあえず HP エピソード大賞」結果発表
- グランプリは、秋田県〈まとい工房 南天〉！ ブランディングデザインで企業の課題を解決する株式会社それからデザイン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐野
彰彦）が運営する簡単ホームページ作成ツール「とりあえず HP」
（https://pr.toriaez.jp/）は、
「第１回 とりあえず HP エピソー
ド大賞」の結果発表を 2018 年 1 月 15 日（月）に行い、1 次審査を通過した 19 のノミネート作品から、グランプリ（1 団体）、
準グランプリ（4 団体）、佳作（7 団体）を決定いたしましたので、お知らせいたします。

累計利用者が 13,000 人を突破し、全国にユーザーが広がる「とりあえず HP」は、
「誰でも簡単に使える」ことを実現したホー
ムページ作成ツールです。今回の「エピソード大賞」をはじめ、個人事業主や中小企業の皆様のビジネス発展を支援する企
画を今後も実施するとともに、日々ユーザーの声に耳を傾け、サービスを拡充して参ります。そして、日本の経済を盛り上げ
ていけるサービスになるべく努力してまいります。どうぞご期待ください。

エピソード大賞概要
本アワードは、中小企業・個人事業主向け簡単ホームページ作
成ツール「とりあえず HP」が、ユーザーの皆さまを対象とし

審査の流れ
2017 年 10 月４日〜 11 月 21 日

エントリー期間

て開催。
ホームページ作成・活用のエピソードを表彰させていただくこ
とで、「とりあえず HP」を使ってホームページを作成されてい
る皆さまの日ごろの「がんばり」を「栄誉」に変え、ユーザー
様のビジネスの発展の一助となることを目指しています。
また開催にあたっては、そのエピソードが、同じようにホーム
ページを作成されている全国の中小企業や個人事業主の方々
にとっての原動力になればという想いが込められています。

2017 年 11 月 22 日〜 11 月 30 日

一次審査
（通過作品 19 作品）

2017 年 12 月 11 日〜 15 日

最終審査
（グランプリ1 団体・準グランプリ4 団体・佳作 7 団体決定）

2018 年 1 月 15 日

結果発表

審査結果は次頁でご紹介

→
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「第１回 とりあえず HPエピソード大賞」結果発表
グランプリ 「まとい工房 南天 / 秋田県」
作品タイトル

生活のすべてを変えてくれたホームページの効能！！
30 年間勤めた消防職を早期退職した店主の渡部さんが開所した「まとい工房 南天」
は、火消しの魂である「纏（まとい）
」のミニチュア等を製作販売されています。受賞
されたエピソードの中では、纏づくりと工房のホームページ作成が第二の人生の活力
となり、ご病気が快復されたこと、初孫の名前が「纏ちゃん」であること、そしてホ
ームページを通じて、火消しとつながりの深い建設業の方からの注文が入り、人との
つながりが生まれていく様子が綴られています。現在全国からの注文が相次ぎ、ま
たテレビや新聞等でも取り上げられメディアからの注目も集めていらっしゃいます。
《審査員コメント》
江戸時代の火消しの道具の一つである纏のミニチュアづくりを軸としながら、必要
に迫られ手探りで始められた「ホームページ作成」をきっかけに、さまざまな物語
が展開していく、「自分で何かを始める、取り組む」ことの楽しさや素晴らしさを感
じさせてくれるエピソードを評価いたしました。（コメント一部抜粋）
審査員：飯島 章嘉
まとい工房 南天

《受賞者コメント》

平成 27 年８月、秋田県秋田市に開設。

グランプリの受賞に大変な驚きと嬉しさで一杯です！ 私は「シンプルなハイクオリテ

江戸時代の火消し道具の一つである

ィー」をコンセプトにホームページを作成してきました。例えば字数を少なくしたり、

纏と和風 家屋等ミニチュアの製 作販

写真を大きくしたりなど、パソコン操作が不慣れな方でも、気軽にキレイに見てい
ただけるよう心がけています。またホームページを作成したことによって、生活のサ

売を行っている。纏は「災いを防ぐ」
「昇り調子の機運を高める」縁起物と
して、建 設・土 木 会 社や鳶 職の方々

イクルが順調に推移したことは、本当に嬉しい限りです。
「とりあえず HP」様に心よ

を中心に、全国から注 文が 相次いで

り感謝申し上げます。これからも心を込めて、真摯にホームページの更新を行ってい

いる。

きたいと思います。この度は本当にありがとうございました。

https://www.nanten64.com/

準グランプリ（4 団体）
小川ようこピアノ教室 / 北海道
作品タイトル

嫁ぎ先でピアノ教室再開

地縁のない土地でゼロからピアノ教室を始
める際に作ったホームページをきっかけ
に、生徒さんが増えていったという、チャ
レンジ精神が伝わってくるエピソード。
https://www.ogawayouko-pianokyoushitu.com/

細井輪店 / 埼玉県
作品タイトル

心と心を繋ぐホームページ

いやし堂 諏訪本店 / 長野県
作品タイトル

開業から２年…
２店舗目を出店致しました
独立後、2 店舗目を出店するまでの決意と
熱意、ホームページの存在がお客様やス
タッフからの信頼に繋がったエピソード。
https://www.iyashido-suwa.com/

三箇株式会社 / 北海道
作品タイトル

『めんどくさそうな、隣のオジサマ』

経営者としての視点でホームページの意義
や目的を客観的に分析しながら、ホーム
ページが紡いだお客様との心温まる交流を
盛り込んだエピソード。

テンポよく読ませる文体で綴られた、ホー
ムページの作り手側の「温度」が、全国
のお客様に広がっていく様子をまとめた
エピソード。

https://www.hosoirinten.com/

https://www.sanga-soybeans.com/

佳作は次頁でご紹介

→
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佳作（７団体）
太陽卓球スポーツ少年団・太陽卓球クラブ/ 静岡県
作品タイトル：毎日感謝と指導に情熱をもって、「楽しい毎日です」
https://www.taiyo-tt-club.com/

毛豆菜園 緑八（みどりや）/ 青森県
作品タイトル：緑広がるホームページに
https://www.midoriya-saien.com/

難関中学受験専門塾 TOP/ 東京都

有限会社三共リブレ/ 東京都

作品タイトル：「幸せな受験道の架け橋を。」
https://www.nankanchutop.jp/

作品タイトル：眠れない夜から眠らない夜へ
https://www.sankyolivrer.jp/

NPO 法人はらから/ 千葉県

人形の石川 / 岐阜県

作品タイトル：私たち法人の思いを伝えていくためのホームページ
https://www.harakara-8.com/

作品タイトル：続けることの大切さ
https://www.ningyou-ishikawa.jp/

NPO 法人 グリーンパーク熊取 / 大阪府
作品タイトル：「ホームページが出来ちゃった！」
https://www.greenpark-kumatori.com/

受賞作品の全エピソード・審査員コメントの全文はこちらで公開しています。（https://pr.toriaez.jp/award/）

審査員長総評
佐野 彰彦
株式会社それからデザイン代表取締役・ブランドデザイナー／とりあえずHPエピソード大賞 審査員長
小規模ビジネスを支援し社会を元気にしたいという想いから「ホームページを簡単につくれるソフト」の開発
にチャレンジし、「とりあえず HP」と名付け 2009 年からサービスを開始しました。サービススタートからここ
までの間、日本は「機能がよければ売れた」「価格を下げれば売れた」という時代は過去となり、メッセージ
のあるモノ・サービスが選ばれる時代となりました。今回、グランプリに選出させていただいた「まとい工房
南天」様をはじめ、とりあえず HP のユーザー様には、熱い想い、メッセージが宿っているモノ・サービスを、
ホームページを通じて伝えていらっしゃる方がたくさんいます。今回のエピソード作品を読ませていただき、熱
い想いを持つ方を支援することが、社会を元気にすることにつながると改めて確信することができました。
受賞された方、おめでとうございます。また残念ながら選出に至らなかった作品の中にも、素敵なエピソード
がありました。ユーザーの皆さまの活動に最大の敬意を払い、これからもとりあえずHPを発展させていきます。

《審査員》

《審査風景》

西山 美紀

飯島 章嘉

ライター・コラムニスト/
ファイナンシャルプランナー

株式会社ハーフピクセル代表 /
インタラクション・デザイナー

とりあえずHPについて
「とりあえず HP」は個人事業主や中小規模事業者向けに特化したホームページ作成ツー ルです。必要な機能
に絞り込み、ユーザーインターフェイスを極力シンプルに構成することで、「誰でも簡単に使えるホームページ
作成ツール」を実現。累計利用者数が 13,000 人を突破しており、ユーザーに愛されるサービスとして成長
を続けています。
オフィシャルサイト：https://pr.toriaez.jp/

株式会社それからデザインについて
「ウェブサイト」をプラットフォームとして、企業や商品、サービス等のブランドをつくるクリエイティブカンパニー。ブランド構築方法「ウェ
ブブランディング」のパイオニアとして、企業・商品・サービスのブランディングの他、自社サービスの開発も手がけている。
オフィシャルサイト：https://www.sole-color.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社それからデザイン
TEL : 03-6712-6461

東京都渋谷区神宮前 6-33-14 #1F-201 （担当：杉山）

FAX : 03-6712-6462

Email : press@sole-color.co.jp
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