2019 年 2 月 8 日

PRESS RELEASE

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」

「とりあえず HP エピソード大賞 2018」結果発表
- グランプリは、
〈有限会社 ONE.OFF.PRO / 北海道〉！ 「デザインを通じて、ブランドをつくる」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：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、
「とりあえず HP エピソード大賞 2018」の結果発表を 2019 年 2 月 8 日（金）
に行い、1 次審査を通過した 23 のノミネート作品から、グランプリ（1 団体）、準グランプリ（3 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。

受賞作品発表！
累計利用者数が15,300人を突破し、全国にユーザーが広がる「とりあえず HP」は、デザインを選んで、文字と写真を入れるだけの簡単な
操作で素敵なホームページができあがる、個人事業・小規模な企業向けのツールです。2019 年 1月 29 日に「小さくて無名な価値が、正しく
必要とされる世の中をつくる。」を新ミッションとし、ブランドをリニューアル。今後、このアワードを継続していくほか、スモールビジネスオー
ナーのためのデザインスクール開講、新サービスの開発等、これまで以上に個人・小規模ビジネスのブランディング支援を強化して参ります。

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
2018 年 12 月 17 日〜2019 年 1 月 17 日

エントリー受付期間

て開催。
今年度は「新たな挑戦」をテーマにエピソードを募集。「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

2019 年 1 月 18 日〜1 月 27 日

一次審査
（通過作品 23 作品）

2019 年 1 月 28 日〜2 月 1 日

最終審査
（グランプリ1 団体・準グランプリ3 団体・佳作 7 団体決定）

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。
2019 年 2 月 8 日

結果発表

審査結果は次頁でご紹介

→
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「とりあえず HPエピソード大賞 2018」結果発表
グランプリ「有限会社 ONE.OFF.PRO / 北海道」
作品タイトル

愛犬が生涯を通じ教えてくれた物
北海道在住、主に動物向けの車椅子や立位保持器具の設計、製作、販売を行っている、有限
会社 ONE.OFF.PRO（ワン . オフ . プロ）の高木浩行さん。受賞されたエピソードでは、亡き
愛犬が障害を負い歩けなくなった時に、飼い主として必死に試行錯誤しながら、車椅子を試
作し続けたこと、そしてついに愛犬が車椅子で歩いた、その時の感動、さらには、愛犬との日々
をきっかけとして、動物の車椅子の製造を事業化。出会ったお客様と動物とは「一生のお付
き合い」と日々、使命をもって仕事に打ち込む様が綴られています。

《審査員コメント》
高木さんの今の仕事は、何かに導かれてここに至った、という印象を受けました。愛犬が導い

有限会社 ONE.OFF.PRO

てくれたのかもしれないですね。その愛犬のための車椅子の試作が 67 台。気の遠くなるよう

北海道札幌市。代表取締役 高木 浩

な回数です。けれど、高木さんにとって、この道には、成功も失敗もなくて、ただ愛犬が喜ぶ

行。設立当初は、自動車、バイク等

ためなら何度であろうとやり直す、というだけのことだったのでしょう。私は思うのですが、

の装飾部品、実験用機械などの製造
を手掛けていたが、愛犬が椎間板ヘ

本気の人は、「思い」の前に、いつも「商品」のことを語ります。愛情を顧客とつなぐのは商

ルニアを発症し立てなくなったことか

品ですから、それは当然のことかもしれません。そんな高木さんの本気さに、心を打たれまし

ら、車椅子を製造・事業化。北海道

た。我が家にも 2 匹の猫がいて、それはもう家族なのです。高木さんの仕事は、多くの動物

を中心に、ペット愛好家から注文が

たちの、生涯のそれぞれの時期をトータルでサポートするものへと、発展していくのだろうと

相次いでいる。

思います。

https://www.sanpo-yoshi.jp/

審査員：波多野 卓司

《受賞者コメント》
このような晴れがましい賞をいただきましたことを、深く感謝申し上げます。正直なところ、
弊社の様な未熟な者が、このような栄えある表彰を受けるなど、まったく意外なことでした。
昨年は北海道東部胆振地震で被災し工場内部が一部崩壊し営業再開するまでに一ヶ月程かか
り、お客様に大変、御迷惑をおかけいたしましたが、逆にご心配いただき、沢山の応援メッ
セージを頂きとても感謝しております、その意味で今回の授与は弊社に協力していただいた、
ペット達、そして飼い主様、企業、皆様のご助力があったればこそであります。今後とも、皆
様から温かいご指導、ご鞭撻をいただけますようよろしくお願いいたします。以上、はなはだ
簡単ではありますが、お礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。

準グランプリ（3 団体）
毛豆菜園 緑八 ( みどりや )
青森県

思春期ブルー相談室

訪問はりきゅう・マッサージ 和・彩・日

千葉県

宮城県

作品タイトル

作品タイトル

作品タイトル

小さな菜園の大きな夢

私にとってのホームページ

事業開始初年度は、ホームページからの

同じ境遇の人に、私の経験を
伝えるために始めたホームページ

資格を活かして開業する！と決意し、子

注文は「ゼロ」
。そこで一念発起し、販路

不登校・引きこもりになった娘。苦しん

育てをしながらの起業家支援サロン通い。

開拓をめざしてホームページに工夫を重

だり、悩んだりした経験を活かし、同じ

「思い」を「事業」に変えていく過程、そ

ねた結果、ついに、予約注文のメールが

境遇の親たちと分かち合える「相談室」

こで味わう苦労と楽しさが伝わるエピ

…！

をつくることに挑戦するストーリー。

ソード。

https://www.midoriya-saien.com/

https://www.umino-ssbluesoudan.com/

https://www.wasabi-go89.jp/

佳作は次頁でご紹介

→
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佳作（７団体）
いやし堂 諏訪本店 / 長野県

まとい工房 南天 / 秋田県

作品タイトル：模索から躍進、そして挑戦へ。

作品タイトル：妻と二人三脚で為し得た工房開設奮闘記

https://www.iyashido-suwa.com/

https://www.nanten64.com/

ひさと / 兵庫県

小代焼 中平窯 / 熊本県

作品タイトル：脱、隠れ家！

作品タイトル：小代焼 中平窯の新たな取り組み

https://www.hisato-2005.com/

https://www.nakaderagama.jp

大西洋ツーリスト / 兵庫県

NPO 法人はらから / 千葉県

作品タイトル：お客様と当社との絆に活用できました
https://www.taiseiyotourist.com/

作品タイトル：これからも、はらから
https://www.harakara-8.com

箱の浦自治会 / 大阪府
作品タイトル：わたしの自治会ホームページ

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://www.hakonoura.com

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／とりあえず HP エピソード大賞 審査員長

「とりあえずHPエピソード大賞 2018」へご参加いただき、誠にありがとうございました。また日頃から「とりあえずHP」を支えていただいて
いる全てのユーザー様にも重ねてお礼を申し上げます。
「とりあえず HP」のユーザー様を対象とし、
「あなたのがんばりを栄誉に変える。
」とい
うスローガンを掲げてはじめた本アワード、今年で合計４回目となりました。
「とりあえず HP」はホームページ作成のサービスですが、私たちが本当に提供したいのは、ホームページ作成を通じてユーザー様の素敵なビ
ジネスを支援することです。そのために私たちができることはどんなことか、この一年は様々なことを考え、実行に移してまいりました。
2018 年は、
「とりあえず HP」専用のスマホアプリをリリースしました。本業の忙しいユーザー様の負担を軽くすべく、ホームページの更新を
スマートフォンで気軽に更新できるようになりました。また、
もっと魅力的なホームページに育てていけるよう、
ユーザー様向けの情報サイト「と
りあえず HP サポートサイト」もリニューアルし、内容を充実させています。
本アワードも、スモールビジネスを営むみなさんの応援をするための活動のひとつです。昨年に引き続き、今回も素敵なエピソードがたくさん
ありました。審査員一同で、全作品を丁寧に拝読させていただきました。
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も、すべて「その人らしさ」が表れていて、大変感動いたしまし
た。ユーザーの皆様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。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

《審査員》
波多野 卓司

守山 菜穂子

永井 史威

中小企 業 診 断 士／仙 台市起 業 支 援 セ

株 式会社ミント・ブランディング代表

株式会社それからデザイン執行役員／

ンター「アシ☆スタ」ビジネス開発ディ

取締役／ブランドコンサルタント

Webディレクター

レクター

とりあえずHPについて
「とりあえず HP」は文字と写真を入れるだけの簡単な操作で、素敵なホームページができあがる、個人事業・
小規模な企業向けのツールです。2019 年 1 月、新ミッション「小さくて無名な価値が、正しく必要とされる
世の中をつくる。」を掲げ、ブランドデザインをリニューアル。累計利用者数は 15,300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
デザインを通じて、ブランドをつくる会社。自社サービスの開発・運営事業と、企業から依頼を請けるブランディングデザイン事業を手がけ
ている。また、東京・原宿のクリエイティブラウンジ「TURN harajuku」を運営。
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

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-33-14 #1F-201 （担当：渡辺・中村）

TEL : 03-6712-6461

FAX : 03-6712-6462

Email : press@sole-color.co.jp
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