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株式会社飯倉商会
～豊富な品揃えで、お客さん一人ひとりの要望にキメ細かく対応～
創業以来、「純氷専門店」として「お客様に支持される氷屋」を目
指して、純氷の品質管理や加工はもちろん、配送サービスにも力を注
ぎ、お客様一人ひとりのご要望にキメ細かく対応し、お客様に迅速で
的確な質の高いサービスを提供している。

住所：東京都港区虎ノ門 3-18-16
創業：昭和 2 年
従業者数：12 名
URL：http://www.iceshop-iikura.com/

●取組の概要

●取組の背景

キメ細かな対応 ･ 配送サービスで、お客さん
の相対評価ではなく、絶対評価で「お客様に
支持される氷屋」を目指す

創業以来培われてきたキメ細かな氷加工の技
術による豊富な品揃えで、お客さんの要望に
キメ細かく対応

飯倉商会は、昭和 2 年より東京タワーの真下、東京
メトロ神谷町駅のすぐそばで営業してきた。社員は殆ど
が 20 代と若く、全員が正社員で、いつもアクティブに
活動している。
また、
「お客様に支持される氷屋」になるべく、最高
の品質の純氷を、キメ細かくお客さんの要望に対応して、
キメ細かい配送と適正な価格でお届けできるよう努めて
きた。特に、銀座・赤坂・六本木・西麻布・青山方面は、
毎日午前・午後の２便体制で配送している。そして、各
種イベントにも氷用具のレンタルサービスを含めて対応
している。
お客様の相対評価ではなく、絶対評価で「お客様に
支持される氷屋」を目指している。

東京都心という市場性の高い地域には、バー ･ ホテ
ル ･ 飲食店等や時折開催されるイベント会場などがあ
り、高級なものから大衆的なものまで様々である。東
京都心でもあり、規模的に大きな同業他社もある。
飯倉商会は、様々なお客様の一つひとつの要望をしっ
かり聞いて、キメ細かな提案をしてきた。創業以来、純
氷一筋に「純氷専門店」として培ってきた氷加工の技術
で、お客さんの一つひとつの要望にきっちりと応えられ
るために、グラスの数だけの商品ラインナップと、旬の
氷をそのままに、お客さんの声を大切にして、満足いた
だける質の高い「氷屋純氷」を提供し続けている。

ホームページより
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

●取組内容
グラスの数だけ氷があるように、豊富な品揃
えでキメ細かく提案
飯倉商会では、氷屋純氷にはグラスの数だけ氷があ
ると言われるように、優れたコストパフォーマンスで
様々な用途に使える特選ブロック氷、フワフワのかき
氷には特選かき氷用ブロック氷、様々なシーンで活躍す
るかち割氷には機械仕込み、かち割氷の最高級品の特
選キューブ、ロックグラスに極上の一粒の特選ブロック、
グラスの中の小宇宙でラグジュアリーなひと時を楽しめ
るボールアイス、コリンズグラスに一本の氷のスティック
アイス、５ミリ単位で調整するキュービーアイス、ソフト
ドリンクやカクテルに最適な小粒状のクラッシュアイス
とフラッペアイス、３㎝角のキューブ状のダイヤアイス、
寿司ネタケース･ 氷皿用のサイズ指定氷、冷却用クラッ
シュアイス、装飾用氷華、ドライアイスなど、豊富な品
揃えで営業を続けてきた。創業以来、純氷一筋に「お客
様と共にある氷屋」を目標に営業している。
同社では、冷凍庫で一晩ゆっくりと寝かせた純氷を、
その品質のままに、冷凍車でお客さんへ配送している。
配達エリアは港区およびその周辺区で、配送エリア
内は 1 日 2 〜 3 便体制にて、キメ細やかな配送を心掛
けている。そして自社配送エリア外でも、提携同業者と
のネットワークによる納品代行システムで配送できる。

●取組による成果

●今後に向けて

ホームページより

お客さんへのキメ細かな対応が信頼につなが
り、お客さんとのお付き合いが継続化
お客さんの一つひとつの要望にキメ細かく対応し、迅
速で的確な質の高いサービスを提供ていくことが、お客
さんとの信頼につながり、次の年の取引につながってい
くことになる。また、イベント対応では、純氷の提供だ
けではなく、氷用具のレンタルサービスも併せて行って
いくことが店の対応力として信頼されて、次の取引につ
ながっていく。
今後も、キメ細かな対応サービスでお客さんに信頼
されて、お客様の相対評価ではなく、絶対評価で「お客
様に支持される氷屋」を目指していく。

豊富な品揃えで、お酒本来の味を壊さない常
に新鮮な純氷を提供
新しい取引は、インターネットでの問合せによる取引
が 6 〜 7 割程度で、お客の紹介による取引が 3 割程度
となっている。
これまでには、バーや和食店等 1000 以上の飲食店
との取引があり、店ごとに氷に対するこだわりや用途が
違うため、これまでのノウハウを生かして 1 件 1 件の店
に合わせた「純氷」の提案を心掛けてきた。
同社では、冷凍ストッカー各種、どぶづけ、保冷ボッ
クス、かき氷機、アイスピック研ぎなどの氷用具のレン
タルサービスも行っており、町内会祭・コンサート・会
社打ち上げ・フェア等のイベントに利用いただいている。

営業者の声
社員が働きやすい環境を整備していくことが、
お客さんへのキメ細かな提案 ･ 対応にもつながり
ます。業務はシフト勤務体制で、チームワーク編
成で役割分担をして、一人ひとりがどの業務も対
応できるようにスキルアップして、多能工化を図っ
ています。今後も業務の平準化を進めて、働きや
すい環境整備に努めていきます。
また、配送 ･ 料金回収を含む提携同業者とのネッ
トワークによる納品代行システムの一層の活用や、
それ以外の業務分野（例えば、引換チケットの票
券の活用など）での同業他社との協業化は、業界
全体での効率化につながりますので、業界全体で
の取組みが重要です。
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野毛産業株式会社

先代から受け継がれてきた「街と家業は一体である」という想いで、
一人でも多くの氷屋ファンを作り出せるように、地域と共に発展していきます
氷卸売業として長きに渡り、横浜の野毛商店街で業務用氷を提供し続けて
いる。また、時にはバーテンダー協会の講習会や見学先として、そして地域
の小学校の社会科見学先として社会に協力している。加工場の見学、及び業
務用製氷機での製造方法や、氷の保管状態の違いを理解してもらい、高度な
衛生水準で安心・安全な「氷屋純氷」の利用を推進している。

住所：神奈川県横浜市中区野毛町 2-64
創業：昭和 26 年
従業者数：5 名
URL：https://nogeice.co.jp/

●取組の概要

●取組の背景

地元野毛エリアの地域発展とともに、街の氷
屋として「氷屋純氷」を提供

野毛大道芸への協力をはじめとして、地元野
毛の街づくりに積極的に関与

氷屋としては、“ 一番よい状態の純氷を使い、極上の
一杯を楽しんでいただく ” ためには、“ 冷凍庫から純氷
を一旦アイスペール（容器）に移すことで、表面の霜を
融かして緩ませるのが肝心 ” とアドバイスしている。
嗜好品である
「氷屋純氷」の商品を通じて、｢街の氷屋」
としてお客様がより豊かになるようなお手伝いをしてい
く、そして野毛エリアの地域発展のために、徹底した地
域密着の活動を継続している。

桜木町駅と日ノ出町駅の間に広がる野毛商店街は、
戦後いち早く復興した横浜の下町で、小さな飲食店で
賑わい、ノスタルジックなロマンが漂う野毛は昔の日本
の姿を残している。街の活性化のために始まった「野毛
大道芸」は、毎年春に開催され、国内外の大道芸人が
観客を魅了している。野毛で開催されるイベントの魅力
は、ただ見物するだけでなく、一緒になって街の雰囲気
に浸れるところにある。
野毛産業は、横浜随一の繁華街である、野毛、横浜
駅、みなとみらい、関内、元町エリアの、バー ･ ホテル
･ 飲食店やイベント会場に様々な氷屋純氷を提供してい
る。このエリアをもっと魅力的な街にするため、野毛大
道芸への協力をはじめとして、地元野毛の街づくりに積
極的に関与している。

店内 加工場
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

●取組内容

●取組による成果

地元密着の「街の氷屋」として、夜間専用冷
凍庫を店舗入口に設置することで、24 時間
365 日サービスを提供

純氷の良さの理解を深めて利用していただく
ことが地元への貢献につながる

野毛商店街で開業した飲食店の多くは、開店当初か
ら氷屋純氷を使っていただいている。基本はバンドソー
でカットした、通常より一回り大きくしっかりしたカット
氷と、ウイスキーや焼酎のロック専用の 65㎜ボールア
イスである。氷でお酒の味が変わることを分かっている
お客様が多く、飲食店には氷屋の純氷は絶対欠かせな
い。
近隣の飲食店が、夜遅い時間に急に氷が足りなくなっ
た時でも、野毛産業の冷凍ストッカーから氷を補充でき
るので、
「いつも大変助かっている」とのうれしいお言
葉をいただいている。これは、氷屋としての野毛産業が、
閉店後の店舗入口に夜間専用冷凍ストッカーを設置し
ているからである。近隣飲食店への限られたお得意様
向けのサービスであり、備え付けの帳面に店名と個数を
記入してもらう形式で利用できるようになっている。同
じ場所には葬儀用ドライアイスも同じシステムで 24 時
間 365 日稼働しているが、どちらも数が合わない等の
トラブルは皆無で、お互いの信用と信頼で成り立ってい
る。
また、バーテンダー協会の氷屋見学先として協力し、
加工場の見学、業務用製氷機での製造方法や、氷の保
管状態の違いを理解していただき、高度な衛生水準で
安心 ･ 安全な「純氷」の利用を推進している。そして、
地域の小学校の社会科見学先としても毎年協力し、町
の氷屋さんの役割について理解を深めてもらうことで
地域に密着した活動を行っている。

純氷の良さは透明感があり、硬くて溶けにくく、すぐ
には水っぽくならないことであり、特に丸氷は、目で見
て楽しめるものである。
お客様に純氷の良さを理解していただくことで楽しん
でいただく、そして地元野毛の街づくりに積極的に関与
することで、純氷の良さを理解して利用いただいている
野毛商店街の飲食店との結びつきを強めている。

●今後に向けて
「氷屋純氷」の商品を通じてお客様がより豊か
になるように、そして野毛の街づくりにつな
がるように継続的に活動していく
「街の氷屋」として地元飲食店へ純氷を提供していく
ことが地場産業の発展につながり、ひいては地元野毛
の街づくりにもつながっている。今後も野毛商店街をは
じめとして、横浜駅、みなとみらい、関内、元町エリアの、
バー ･ ホテル ･ 飲食店やイベント会場に様々な氷屋純氷
を提供していくつもりである。

営業者の声

店入口の夜間専用冷凍ストッカー（左）
と葬儀用ドライアイスボックス（右）

地元野毛の街づくりには長い年月が掛かります
が、地場産業である氷屋として地元に 70 年近く
お世話になっていますので、恩返しのつもりで取
り組んでいます。氷屋純氷の良さを理解して利用
していただいている野毛商店街の飲食店との信用
と信頼をさらに強めていきます。
そして、神奈川伝統のカットである、原氷 32
等分の「氷屋純氷 神奈川プライド３２」を、街
の氷屋の純氷として提供していきます。
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