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問合せの7割が空調資材関連

ーHPのリニューアルのお話に

入る前に，数年間にわたるHP運営を

通して感じられたことを最初にお聞

かせ下さい。

広 報 当社では現在まで3 年半に

わたりHPの運営をしてきたが，その

問合せ窓口を広報に一本化していた

関係から，どの分野にどのような問

合せが寄せられたか全体を把握する

ことができた。

そこで分かったことは当社が扱

う各種不織布資材のなかで，空調資

材（エアフィルタ）に関する問合せや

資料請求が圧倒的に多く全体の約 7

割を占めたことだ。

エアフィルタに対する一般的な

問合せはもちろんだが，特定の品番

を指定した質問や資料請求が多いの

がこの分野の大きな特徴といえる。

問合せはゼネコンや設計事務所，工

務店，空調設備業者などプロの方々か

ら寄せられている。当社のエアフィル

タはトップブランドとして業界に名

前が通っているからだ。

また，特定の品番を指定した資料

請求が来るのは，建造物で使用する

サイズなどの規格に合ったフィルタ

の情報を求められているためと考え

ている。

空調資材に次いで問合せが多い

部門は，メディコン（メディカル＆コ

ンシューマー）や工業資材で，当社の

事業の大きな柱となっている衣料や

自動車，電気に対する問合せは意外

に少ない。

衣料資材はイベント案内や技術

説明会を頻繁に開き，個別ユーザー

へのフォローが行き届いている，と

いう側面もあると思う。

営業部門の活動が核に

ー今回HPの全面リニューアルに

踏み切られた理由は，どのようなとこ

ろにあるのでしょうか。

広 報  HP開設後，部分的な内容の更

新を図りながら今日までやってきた

が，一昨年あたりから社内外，とくに

営業部門からその「会社案内的サイト

構成」の旧弊さを指摘されていた。

開設当時はそれでよかったかも

知れないが，時代はもっと進んでい

る。当社の業務の特長からすれば，

HPは一般消費者に対する「B to C」と

いうよりはむしろ産業界向けの「B

to B」の内容になるべきだが，それに

しては一般的な内容から脱皮し切れ

なかった，というところがリニュー

アルの最大の理由といえる。

一方で 空調資材本部では2000年4

月から本部内に情報共有化タスク

インターネット上に開かれたホームページ（以下HP）は，いまや組織を

代表する「顔」といっても過言ではない。日本バイリーンでは，1998年7

月にHPを開設したが，このほど全面的にリニューアルを行った。新しく

生まれ変わった同社の顔は，不織布ユーザーに向かって何を伝えようとし

ているのか，広報担当にお聞きした。

日本バイリーンのホームページ
http://www.vilene.co.jp/

－ホームページを3年半ぶりにリニューアル－

チームを編成し，内部情報のデータ

化と技術資料のデジタル化を目的に

独自の活動を始めていた。

また衣料資材本部でも，ほぼ同じ

ころから機能別芯地やイベント情報

などを，HPを利用してユーザーであ

るアパレルメーカーに向けて情報発

信できないかと模索していた。

このような営業部門の活動が核

となって，去年の7 月に各部門から

H P リニューアルの要請が広報に寄

せられ，われわれとしてもHPを思い

切って変えるべきだ，という結論に

達した。

さらに，リニューアルのもうひと

つの理由として，社内業務の効率化

や経費の削減も付け加えなければな

らないだろう。

当社では99年12月に150名近い早

期退職者が出て，それ以降増員を図

らずにやってきたために，営業・管理

部門ともユーザーからの問合せにき

め細かく対応し切れない状態になり

つつある。

とくにもっとも問合せが多い空

調資材部門では，資料の製作費や送

料も軽視できない額に達していたこ

ともあり，HPのリニューアルで経費

の削減が図れないかと考えていた。

また，衣料資材部門も厳しい状況

下で技術サービスの人員が減り，個

別説明会などを開いて個々のユー

ザーにきめ細かく対応するのが難し

くなってきている状況がある。

商品情報掲載による販促手段として位置づけ
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そこで伝えるべき相手に，いつで

も最新の情報を知ってもらえる手段

として，HPのリニューアルを望んで

いたという部分もある。

各担当によるタスクチーム結成

ーリニューアルにあたり社内

にタスクチームを結成されたという

ことですが。

広 報   開設4年目を迎える2001年

7 月から，広報担当が事務局となっ

て，全社的な「HPリニューアルタス

クチーム」を編成した。

同チームは6営業部門（衣料，自動

車，空調，メディコン，工業，電気）

の各担当者に加えて，人事担当（リク

ルート情報），情報システム担当（HP

のハード・ソフト）そして事務局（広

報担当）の計9セクションの委員で構

成した。

このほか必要に応じて特許情報

や総務，法務のそれぞれの担当者や

品質保証部から間接的な参画をお願

いした。

タスクチームの活動は，リニュー

アルの目的・方向性などの共通認識

づくりから始まり，業者選定（コンペ

実施），サイト構成，原稿・データ作

成から，運営ルールの策定にまで及

んだ。

各部門とも3 0 代の課長クラスが

中心となったが，ユーザーが求める

情報をいかにわかりやすく提供する

か，というポイントを把握している

ため，このようなタスクを編成して

本当によかったと思っている。

ーリニューアルの目的・方向性

はどのようなものですか。

広 報  タスクチームでは，時代に

即した「商品情報掲載による販促手

段」としてのHPのあり方と運営をリ

ニューアルの主目的に掲げて活動に

入った。

具体的には，①商品情報掲載による

販売促進手段とする「ホームページの

戦略ツール化」，②ユーザーが利用し

やすいようにする「利便性」，③間合せ

を寄せられたユーザーを顧客に拡大

する「QR（クイック・レスポンス）対

応」，という3点に集約できる。

これらの方針を踏まえ，従来との比

較で一番大きな差異は，各部門ごとの

特徴を反映した商品・技術やサービス

などの情報を掲載したことだ。

PDFでの情報提供が圧巻の空調

広 報  各部門のページをそれぞれ

具体的に説明すると，まず衣料資材

では各種の芯地や中入れ綿，テープ

などの商品情報を紹介。さらに最近

では資材を中国など海外で調達する

傾向が強いため，グローバル対応が

可能な芯地の一覧をマップと連動し

て紹介している。

さらに当社では「アパレル開発セ

ンター」が中心となってアパレルの

パターンナーやデザイナー，縫製工

場の技術担当者などに，さまざまな

技術支援をしているが，そこで行っ

ている科学的モノづくり「サイエン

■衣料資材部門
・商品情報
・グローバルネットワーク
　 -バイリーン　グローバルネットワーク
　 -バイリーン　グローバルオペレーション
inアジア
　 -グローバル芯地一覧
・技術サポート
・展示会・セミナー情報
・APDS（アパレル・プロダクション・データ・
システム）
　 -APDSとは
　 -APDS計測器と素材解析ソフト
　 -APDSを生かす周辺機器
・サイエンスカルテ
・国内関係会社
・お問い合わせ
■自動車資材部門
・商品情報
　 -自動車用品
　 -自動車部品
　 -インテリア材
・お問い合わせ
■空調資材部門
・What's new?
・エアフィルタQ&A
・フィレドン・エアフィルタ
・中高性能エアフィルタ
・超高性能エアフィルタ
・クリーンルーム機器
・フィルタケーシング
・その他製品
・環境対策
・エアフィルタ技術資料
・資料請求 /お問い合わせ
■メディコン（メディカル＆コンシュー
マー）
・資材部門
・貼付薬用基布
・呼吸用保護具
・国家検定防じんマスク
　 -新規格適合品
　 -従来規格適合品
・簡易マスク
　 -打抜きタイプ
　 -プリーツタイプ
　 -成形タイプ

・ハウスケア関連製品
　 -ボルベックダスタークロス
　 -ボルベックワンツークロス
　 -ワイピングクロス
　 -静電気除去ワイパー
・食品包装資材製品
　 -ドリップキーパー
・Dripkeeper
・お問い合わせ
■工業資材部門
・機能性不織布を追求する工業資材
・FRP・含浸関連用途
・液体フィルター関連用途
・ワイピング・クリーニング関連用途
・耐熱・耐炎・高強度などが必要な用途
・その他の用途
・お問い合わせ
■電気資材部門
・製品情報
・お問い合わせ

■ニュースリリース
■会社情報
・会社概要
・社長挨拶
・経営理念
・事業の紹介
・会社の歴史
・役員紹介
・国内外拠点
・国内外子会社・関連会社
・フロイデンベルググループ
■ IR情報
・決算データ
・アニュアルレポート
・株価情報
■リクルート情報
・社長からのメッセージ
・社員からのメッセージ
・新卒者採用情報
・経験者採用情報
■不織布のご案内
・不織布ってなに？
・どうやって作るの？
・どこに使われているの？
・不織布産業団体
■本ホームページご利用に関するお知らせ

日本バイリーンのホームページ・サイトマップ
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スカルテ」や「APDS」（アパレル・プ

ロダクション・データ・システム），そ

して展示会の紹介などをしている。

なんといっても今回のリニュー

アルの最大の目玉は空調資材部門の

充実だろう。「What's new? 」から始

まり，各種エアフィルタの紹介や環

境対策，ユーザーから寄せられたよ

くある質問に対する基本的な回答を

「エアフィルタQ&A」という形で紹

介するなど，情報が満載だ。

問合せ全体の約7 割を占め，品番

指定で資料がほしいという要望が寄

せられていたセクションだけに，

PDFファイルで製品情報が取り出せ

るようにしたことで，いい形での情

報提供のシステムができあがったと

自負している。

また今回は実現しなかったが，同

部門はEビジネス（電子商取引）の時

代を迎えたときにどう対応するか，

といった一歩先を進んだシステムづ

くりも視野に入れている。

ただしこれは，全社的な経理上の

処理を含めて考えなければならない

問題なので，一部門だけでは対応で

きない。ユーザー業界から対応を迫

られた場合にどうするか，という段

階まで考えに入れている。

難しさ伴う英語での情報発信

広 報  メディコン資材部門は，貼

付薬用基布や呼吸用保護具，簡易マ

スク，ハウスケア関連商品を紹介し

ている。

そしてこの部門で特殊な製品が，

食品包装資材として紹介している

“ドリップキーパー”（Dripkeeper）

だ。肉汁を吸収して食肉の品質を保

つ製品だが，日本語と英語の両方の

説明を載せている。

英語でも紹介した理由は，同製品

が国内に限らず米国はじめオースト

ラリア，ニュージーランド，台湾でそ

れぞれ商標登録をして販売されてい

るからだ。

英語のパンフレットも用意して

いたことから，海外ユーザー向けに

英語で情報発信をすることにとくに

問題はなかった。

英語のページはここだけで，HP全

体の英語版は従来も設けていなかっ

た。英語版のアップはこれからの課

題と捉えているが，英語による製品

情報を載せた結果，海外から資料請

求が来たとしても実際問題として対

応できないというのが本音だ。

というのは例えばエアフィルタ

では，それぞれの国で製品に求めら

れる規格が異なるため，他国の製品

を利用したいと思ってもお互いにク

リアできていない問題がまだ多く残

されているからだ。

これらのことを考慮して英語版

の作成は今回は見送った。といって

も海外のアナリストなどに向けた英

語による情報提供は必要と考えてお

り，カンパニープロファイルやIR情

報，問合せ窓口など一定の情報に関

しては，次のステップで英語版を盛

り込みたいと考えている。

工業資材のページも充実してい

る。さまざまな機能をもった不織布

を扱っている関係から，「機能性不織

布を追求する工業資材」という形で

ひとつのジャンルを設けたのをはじ

め 「FRP・含浸関連用途」や最近伸

長している「液体フィルター関連用

途」，精密工業の製造プロセスで使用

する「ワイピング・クリーニング関連

用途」そして「耐熱・耐炎・高強度な

どが必要な用途」というような分類

で紹介している。

自動車資材と電気資材の両部門

は当社の主力事業ではあるが，両方

とも特定のユーザーに独自仕様で製

品供給を行っているため，HPでの情

報提供は性格的になじまないところ

がある。

このうち自動車では，ワイピング

クロスやフロアマットなど自動車用

品のほか，インテリア壁装材を紹介

している。

また電気では電池用材料として

セパレータを扱っている，というご

く簡単な取り上げ方をしている。

衣料：グローバル対応が可能な芯地の
一覧を世界地図とともに紹介

自動車：ワイピングクロスやフロア
マットなど自動車用品を紹介

空調：PDFファイルで製品情報が取り
出せる
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問合せ窓口を各部門に拡大

－HP のリニューアルの方向性

としてあげらている，「利便性」や

「QR対応」とは具体的にはどのよう

なことですか。

広 報  これまではHP の問合せ窓

口を広報一本に絞っていたが，それ

を各部門に拡大したことがまずあげ

られる。問合せ方法は各部門ごとに

専用ページを設けており（自動車は

住所・TEL・FAXのみ），必要事項を

記入して送信してもらえば，即時に

対応できる体制ができている。

もちろんHP 上でもユーザーに最

新情報を提供しているが，仮に情報

が不足していた場合，知りたいこと

がすぐ分かる仕組みを構築すること

で，販促に繋げられると考えている。

視認性という観点からはパステ

ル調の色遣いでシンプルな感じを出

した。また，できるだけ商品を具体的

な形で見せたいという考えから，代

表的な製品だけではあるが写真を積

極的に使っている。

－従来は「不織布の啓蒙」を意

識された構成になっていました。

広 報 確かに従来は不織布の案内

がトップページの半分ほどを占めて

いたが，リニューアルでは当社の商

品情報の提供に重点を置き，トップ

ページには「不織布のご案内」という

入口を示して，そこから詳細な説明

頁に辿れるようにしている。

そこで一昨年開設された日本不

織布協会のHP にリンクさせている

ので，不織布の詳しい情報を入手す

ることもできる。

リクルート情報の拡充も

－リクルート情報を伝える手

段として，HPはいまや最強のツール

になっています。

広 報 個人のパソコン所有率が

アップし，就職・転職希望の学生や社

会人がインターネットの就職情報サ

イトや各企業のHP にアクセスして

就職活動をするのが昨今の主流であ

る。

このため当社でもHP を有効に活

用し会社のアピールをするべく，リ

クルート情報の拡充を図った。

H P 上で紹介している当社のリク

ルート情報は，「社長からのメッセー

ジ」「社員からのメッセージ」「新卒者

採用情報」「経験者採用情報」の4つ

のパートから成っている。このうち

「社長からのメッセージ」と「社員か

らのメッセージ」を今回のリニュー

アルで新たに付け加えた。

「社長からのメッセージ」では，田

中裕社長が2000年の就任以来，折に

触れて社員に向けて発信してきたコ

メントを集め，会社や人材に対する

電気：電池用材料としてセパレータを
紹介

工業：液体フィルターなど，さまざま
な機能をもった不織布を紹介

メディコン：“ドリップキーパー”
（Dripkeeper）は英語でも紹介

思いを伝えることを主眼としてい

る。社長自身の趣味にも触れるなど

親しみやすくなるよう工夫した。

また，「社員からのメッセージ」で

は，管理・営業・技術の各部門から数

名をピックアップしそのプロフィー

ルを紹介している。各人の写真と短

いコメントから社内の雰囲気や当社

の魅力が伝わる内容になっている。

「新卒者採用情報」には従来通り

募集要項を掲載し，興味を持った学

生が就職情報サイトへのリンクを利

用して当社にエントリーする形であ

る。

経験者採用は現在のところ行っ

ていないため，情報は主に新卒の学

生を対象に掲載しているが，今後募

集の必要が生じたときには随時情報

を掲載していく。

－新しいHP の評判はどうです

か。

広 報 リニューアルしてまだ間が

ないのでユーザーからの評価はこれ

からだが，1ヵ月後にタスクチームが

集まりユーザーの意見を確認し合っ

て，改善に結び付けていく。

リニューアルに対する社内の評

価は，経営トップを含めて概ね好評

だ。不織布ユーザーはもちろん，より

多くの人に訪れて頂きたい。

－本日はありがとうございま

した。
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