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＜好事例 2020 年度＞

大野屋氷室本店、四代目大野屋氷室
創業者の知恵を活かし、４代目が挑む『飲むかき氷』がブレーク

大野屋氷室本店では、代々受け継がれた氷室は、昔ながら
の独自の保存方法と扱い方で『生氷 ®』の本来の美味しさを
損ねることなく顧客に届けている。そして、脈々と受け継が
れた『生氷 ®』の素晴らしさを味わってもらうため、2017 年
に台東区上野六丁目にかき氷専門店「四代目大野屋氷室」を
開店した。

住所：大野屋氷室本店：〒 111-0036 東京都台東区松が谷４-27- ２
　　　四代目大野屋氷室：〒 110-0005 東京都台東区上野６-14- １
創業：1945（昭和 20）年
従業者数：10 人 
大野屋氷室本店　　https://www.oonoya-ice.com
四代目大野屋氷室　https://www.yondaimeoonoya.com

東 京 都

2020 年は新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言で 4、5 月は休業を余儀なくされまし
たが、それにより飲むかき氷のネット販売の事業計画を具体化する時間が得られました。コロナ禍によ
る休業で落ち込むだけでなく、これも新たなことへトライするチャンス、そして事業化への助走期間と
気持ちを切り替えました。苦境下ほど、次に繋げていくことの重要性を再認識しました。［４代目店主談］

大野屋氷室本店は、飲食店やバーなどの業務用として氷を販売する氷屋として創業。氷の扱い方や知
識は創業者の時代から代々と受け継がられ、大野屋氷室独自の氷の『生氷 ®』ができた。

この『生氷 ®』とは、冷凍温度を調節し独自の昔ながらの保存方法による、「ガラスのような氷」である。
冷凍庫の温度はマイナス18℃以下が JIS で定められた温度であるが、同社の温度はマイナス10℃前後
だ。これが美味しい氷を生み出す。徹底した温度管理によってできた氷で、簡単に言えば『冷凍しない氷』
なのである。

また氷は、その日の天気や温度・湿度によってまったく別物になってしまうほど繊細なものであり、保管・
管理が大切だと言われている。大野屋氷室の４代目は135kg の氷柱を目利きして、そこから不純物が
なく、味に濁りのない部分を切り出す。それはたった12kg 程度しかなく、これを『生氷 ®』に使用する。
その日の温度、湿度、氷の状態を確かめて、一番適した部分のみをかき氷にするのである。

かき氷専門店の開店と同時に、お客さまの声をもとに店内づくりやメニューづくりに反映させたため、
さらに多くの常連客が来てくれている。開店から３年経ち新型コロナウイルス感染拡大で客足が衰える
なか、緊急事態宣言解除後には多くの常連客が戻ってきてくれた。現在は、無印良品の店舗や歌舞伎座
の喫茶室檜など、多くの場所でかき氷を販売している。

連合会／お客様／営業者の声

背　景
background
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４代目店主は、子どもの頃から日常生活に氷があるのが当
たり前であるとはいえ、事業に対する思いは熱かった。昨今
のかき氷ブームでは美味しいと言われるかき氷専門店へ足を
運び、子どものころの記憶に残る「あの味」のかき氷を探し求
めていたのであった。そういったことを繰り返していたなかで、
2016 年、あるイベントで氷販売を手掛けたところ、子ども
のころの味を再現できたのだった。しかし、味を再現するま
では試行錯誤の連続であったという。いまでは『生氷 ®』の
かき氷を食べたお客さまが喜んでくれた姿や、何度も繰り返
し購入してくれるお客さまを目にして手応えを感じているとい
う。それが確信に変わり、翌年の夏、かき氷専門店「四代目
大野屋氷室」を出店した。

自家製シロップとかき氷専用氷『生氷 ®』を使用したフワッ
とトロける本格かき氷を 4 年前から店舗販売している。「かき
氷専門店の四代目大野屋氷室の味を自宅で気軽に！！」という
キャッチフレーズで、構想 3 年、試行錯誤 2 年の歳月をかけ
て大野屋独自の製法で完成させた渾身の一品で、「飲むかき
氷　大人のフローズン Chururu Shaved Ice」を 2020 年
5 月から販売した。ここで使っているシロップは、Chururu 
Shaved Ice 用として配合を変えたもので、余計な物を入れ
ず素材の味を最大限に活かした新食感のスイーツである。

当初は、2020 年の10 月に販売開始する予定で取り組
んでいたが、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣
言をうけて４、5 月は休業状態であったため、販売開始を前
倒して事業の具体化に取り組んだ。販売開始は Twitter や
Instagram を活用して宣伝したが、かき氷専門店の常連客の
ネット上での口コミもあって、販売開始すると直ぐに完売して
しまうほど盛況となった。

新商品「飲むかき氷」大人のフローズン Chururu Shaved Ice をネットで販売してもすぐに完売して
しまい、購入を希望されるお客さま全員に届けられないのが現状だ。コロナ禍が続くなかでは、計画
が立てにくいが、生産効率を向上させて生産量を拡大していくことが課題だという。４年前に開店した
かき氷専門店は、常連客の要望 ･意見等を取り入れた店づくりを継続してきたが、常連客が日替わりメ
ニューにも親しんでくれている。今後は、中年男性一人であっても気軽に来店できる店にしたいと考えて
いるという。また、日本の生氷の良さを海外の人にも知ってもらうために海外展開を検討していく。

大野屋独自の渾身の「かき氷」が話題に

攻めの姿勢

今　後
future

取　組
action

四代目大野屋氷室の店内には Chururu 
Shaved Ice のシロップが並ぶ

ネット販売用の飲むかき氷
Chururu Shaved Ice
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＜好事例 2020 年度＞

株式会社 クラモト氷業
社員一丸となって移動販売車をスタート、人気の玉露のかき氷

クラモト氷業は金沢で一番古い老舗の氷屋である。100 年近く「変
化と成長」を繰り返し、透明度の高い、雑味のない氷本来の味を引
き出していく。これを『金澤氷室』と名づけ、かつて金沢で冬に氷
室へ仕込んだ雪や氷が江戸へ献上されていたときのように、この氷
もまた手間ひまかけてお客さまのところに届けられる。シンプルな
モノだからこそ、真の味を追求して、長い間、絶えることのない成
長を繰り返してきたのである。だからこそ、商品には新しい価値や
楽しみ方が提供できるのである。

住所：〒 920-0831 石川県金沢市東山３- ２-22
創業：1923（大正 12）年
従業者数：13 人 
https://www.ice-kuramoto.jp

石 川 県

新型コロナウイルス感染拡大が抑止され世の中が落ち着いてくれば、人びとの生活の仕方にも変化
が表れてくることは十分に予想されます。いまは新しいことにチャレンジし、積極的な気持ちで臨むこ
とが重要だと考えます。いまの状況に挫けずに、多くの人と話をして情報交換しながら、そのなかか
ら新しいことを発見し挑戦していきます。こうした前向きな姿勢で、事業の推進と従業員の気持ちを
一つにして進めていきたいと考えます。［社長談］

クラモト氷業は、1923 年に創業した老舗の氷卸販売業であるが、2015 年に工場を建設し氷製造
を始めた。不純物を極力除き、比較的高めの氷点下で 2 日間かけて凍らせて結晶構造が整った良質の
氷を製造している。季節によって微妙に異なる温度管理に気を配り、丁寧に仕上げられた氷の透明度は
非常に高く、水晶のような輝きを発している。
「100％、お客さまの口に入るもの」であることを考慮して、高い品質の維持をめざす HACCP とい

う食品衛生管理法に準じて製造されたものだ。氷は、カットアイス、クラッシュアイス、キューブ状 ･ 球
状のものからアイスクーラー用の大きなもの、そして顧客の要望に応じてカットするオーダーカットなど、
各種取り揃えて幅広い注文に応じている。

加賀藩が江戸幕府に氷室でつくった氷を献上していたという歴史にちなみ、氷の商品名を『金澤氷室』
とブランド化した。それを製造工程とともにホームページや Facebook、ショッピングサイトなどで幅広
く発信している。2019 年には飲食店向けの氷で国内初の氷輸出を始め、ロサンゼルスを中心に全米
のレストランやバーへ向けて『KURAMOTO ICE』のブランドで海外販売を展開している。

連合会／お客様／営業者の声

背　景
background
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のための緊急事態宣
言が発令された 2020 年４～５月は、主要顧客である飲食
店の多くが休業であったため、氷販売の店舗もほぼ休業状
態になった。従業員には自宅待機者もおり、出社組も含めて
勉強会も兼ねながら毎日リモート会議を開き、営業再開に
向けての意識統一を図ってきた。そして、こういった会議も
通して、これまで通りの営業では立ち行かないと判断したの
である。そこで、緊急事態宣言の解除後には石川県のかき
氷業界を盛りあげるために、県内各地で移動販売車による「ク
ラモトアイス」の販売を開始した。顧客が希望する場所にキッ
チンカーや設備を持っていき、そこでできたてのかき氷を提
供するのだ。

移動販売車は好評で、多い日には１日に 350 人ものお客
さまが購入されるほど人気を集めた。移動販売に使うキッチ
ンカーには冷凍庫、かき氷機などを登載し、その場で氷を
削って提供する。シロップはキッチンエスニカと老舗茶屋「米
沢茶店」（同市東山）の協力を得て、玉露と加賀棒茶といっ
た金沢らしい日本の味を用意した。もちろんイチゴなど定番
のシロップも揃えた。販売にあたり、削る刃や氷の温度、削
る際の氷の向きなどの研究を重ねて、氷メーカーならではの
氷の管理法や削り方を工夫したのである。移動販売の日程
と場所は、クラモト氷業の会員制交流サイト（ＳＮＳ）で告
知して、市内を中心に夏は雨の日以外毎日移動販売を続け
てきた。

2020 年は新型コロナウイルスの影響でイベントもほとんどなく活躍の場が少なかったが、来シーズ
ンのイベントの開催に向けて準備を進めている。そのためにも、さらなる生産性の向上が求められる。
コロナ禍にあっては氷の製造量が落ちることも想定され、さらに地域の氷販売の店舗が少なくなってい
るなかでは、飲食店のニーズに応えられるように、いま以上に幅広い品揃えで氷を提供できるようにし
ていく。

来シーズン（2021年の夏）に向けては米国向けの販売が期待され、その準備を進めていく。2020
年秋に開催されたニューヨークのリモート展示会に参加して、金沢市の歴史や氷などについて紹介した。
また、かき氷「クラモトアイス」は、2020 年は来シーズンに向けての準備段階と位置づけてフランチャ
イズ化などの展開をしてきた。

全社で取り組み、営業再開の一歩を踏み出す

顧客視点

今　後
future

取　組
action

同社が中心となり各分野のプロを集めて立ち
上げたキッチンカー「エス二カ」

クラモト氷業の氷を使用してかき氷を販売して
いる販売者に渡している販促用の暖簾
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＜好事例 2020 年度＞

株式会社 氷屋川久
日本の名水氷をブランド化して、卸販売を広域的に展開

老舗の氷屋として、安全で美味しい、食材としての氷、存
在感のある、記憶に残る、日本各地の「美しい水の名水氷」
をブランド化して提供するとともに、「かき氷」や「けずりい
ちご」も店頭販売し、多くの顧客に親しまれている。

住所：〒 486-0849 愛知県春日井市八田町８- ９- ６
創業：1955（昭和 30）年
従業者数：4 人 
https:// www.kawaq-ice.com

愛 知 県

新型コロナウイルス感染拡大の影響により業務面で時間的な余裕が出て、これを機に決算書の読み
方などの教育を行うことができました。これからは、時代に合った経営をしていくことが重要です。こ
れまでの経営を踏襲するだけでなく、事業の先行きも検討しなければなりません。まずは決算書の読
み方から始め、経営に参画できる人材も育成していきたいと思っています。  

また、このコロナ禍の影響で、閉店による空き店舗が増えていますので、空き店舗を借りて新たな
店舗を展開していくことにしています。ここでは、試飲会や氷の割り方教室、氷の彫刻教室などを開いて、
ブランド氷の良さや美味しさを認識していただくために、アトリエ的な活用も考えています。［社長談］

氷屋川久が創業した昭和 30 年代は木製冷蔵庫が主流の時代、町の氷屋として家庭用氷を提供し、
長らく親しまれてきた。その後、電気冷蔵庫の普及で家庭用氷需要が激減してからは、飲食店の飲み物
用氷の卸業に業態変更してきた。現在、全国の製氷会社を訪問して氷を食べ比べ、厳選した「信州上高
地氷」「中央アルプス氷」「加賀白山氷」「三重美里氷」「上越妙高山氷」など、「日本各地の名水氷」と
してブランド化して全国の飲食店に販売・発送を行っている。

氷屋川久の取り扱う名水氷は、日本各地の名水を 48 時間かけてゆっくり凍らせたワンランク上の氷
と評価されている。ミネラルを含んだ名水を攪拌しながらじっくりと凍らせることで、純粋な水の部分
だけが結氷し、不純物の排除された透明度の高い氷ができあがる。同社は、日本各地の「名水」と呼
ばれる地方の厳選したきれいな水を使用し、衛生管理の行き届いた確かな製氷工場でつくった。こうし
た氷のブランド化は、全国の高品質な美味しい名水を氷にするという新たなジャンルを開拓していく。
2021年春には販売予定である。

連合会／お客様／営業者の声

背　景
background
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緊急事態宣言が出されて、卸販売の売上は減少した。
かき氷等は繁華街の店舗での販売は減少したものの、郊
外の店舗での販売は維持できた。インターネット上の EC

（電子商取引）サイトでの氷の販売は年々伸びてきており、
コロナ禍でも売上が落ちない状況である。

名古屋市中区の大須に「かき氷屋川久」を 2015 年に
開店して、かき氷ブームもあって大行列ができるほどの大
人気店となった。同年には、別業態として、「けずりいち
ご屋川久」も開業し、全国各地で販売を行っている。既
存の経営資源を活用して事業化した「けずりいちご」は、
移動販売車での販売で全国のアウトレットモールへ出店
し、今年のコロナ禍でも販売は盛況であった。コロナ禍
の前に立ち上げた事業が、激変する経営環境のなかで経
営の根幹を下支えしてくれたのである。

先を見越して、2018 年からは海外出店も開始、世界
のかき氷市場に挑んでいる。

さらに食品の衛生管理に大きな関心が寄せられる時代
になってきているため、氷を食品として扱う工場として
ISO を取得して徹底的な衛生・品質管理に取り組み、氷
の美味しさを本格的に追求している。このようにつくられ
た本当に美味しい氷は、食材の味を邪魔せずに、それど
ころか口触りやのど越しに違いを生み出す。名水の氷のブ
ランド化によって、その良さ・美味しさを認識してもらえ
るような取組をさらに進めていく。

氷雪販売の店舗が少なくなってきているものの、氷の市場は大きい。販売店が縮小していくなかでも、
需要が激減することはなく、今後も氷の供給を絶やさないように事業を広域的に展開していくという。
さらに氷屋川久の事業戦略としては、「日本各地の名水氷」としてブランド化した氷の販売や、他社ブラ
ンドでの氷の OEM（相手先ブランド製造）販売、そしてかき氷などの消費者向け販売はフランチャイ
ズ化するなどで、経営環境の変化をキャッチしながら、利益重視の経営を展開していくという。

そうしたなかでインターネット上の EC サイトでの販売は確実に今後も伸びていくので、EC サイトで
の受注から発送 ･ 配送の物流を広域的に迅速化させるように整備したいと考えている。それとともに、
Instagram や Twitter などの SNS を活用して、消費者に直接商品情報を提供できるよう、ホームペー
ジ上で主要な商品をよりわかりやすく丁寧に説明していくことも心がけたいという。

ISO 取得、徹底した氷の衛生・品質管理に取り組む

攻めの姿勢

今　後
future

取　組
action

ISO 取得によって、厳重な衛生・品質管理による
製造工程を実現した

けずりいちごの移動販売車（三井アウトレット木更
津店）




