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株式会社ピーエムオフィスエー



はじめに PLUMレーシングとは？

株式会社ピーエムオフィスエーとは

2013年度の活動

金型製造業とキャラクターホビー事業を展開している

株式会社ピーエムオフィスエーの独自ブランド「PLUM」のプロジェクト

日本全国に製造のまち、諏訪市をアピールするための企画として 2013 年にスタートいたしました。

2013 年度、既存ラリーチームのメインスポンサーとして打診を受け、

ラリー競技にスポット参戦をいたしました。

2000 年に起業。主に自動車・医療機器のプラスチック精密金型の設計製造、アッセンブリまでを一貫して提供する。
2009 年精密金型の技術を生かし、キャラクターホビー事業 PLUM を立ち上げる。
　　　　 オタク市場に向けプラモデル、フィギュアの製造を始める。
2010 年より、地域振興とキャラクターをあわせた新たな企画「諏訪姫プロジェクト」を立ち上げる。
　　　　 自社キャラクターを諏訪市の公認キャラクターに当選させ、諏訪市の地域振興に広報プロデュースとして参加する。

製造業として金型設計や製造を行いつつ、
ホビー事業ではプラモデルやフィギュアを製造する２つの柱を持った社員 25 名余の
アイデア、スピード、細やかな技術を結集した中小企業です。

愛媛
久万高原ラリー

福島
MSCC ラリー

北海道
ARK ラリー洞爺

京都
丹後半島ラリー

岐阜
ハイランドマスターズ

愛知
新城ラリー

5位 5位 リタイア 10位 4位 3位
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2013年度の反省

2014年度の方針

オール信州諏訪のラリーチーム結成

ラリー競技やイベント運営を自分の足で歩いて、目で見て勉強をさせていただきました。

そして、今後も引き続きラリー競技に関わっていくのであれば、単なるキャラクターの広報活動では

なく、地域振興とビジネスの両立を掲げたいと思っております。その思いを正しく伝えていくために、

我々自身が活動方向を決め、「長野、また諏訪圏を中心としたチームを作る」必要性を強く感じました。

出場クラス　　2014 年度全日本ラリー選手権大会 JN-4 RPN 車両クラス

車体　　　　　TOYOTA 86（新型）

サービス　　　オートバックス ( 株式会社ピューマ ) 様のご協力のもとサービスを依頼

整備　　　　　諏訪の自動車整備業者 株式会社カーフィット様に依頼

ドライバー　　長野県出身者をベースに 2～3 名ピックアップ済

スポンサー　　全国から個人スポンサーと企業スポンサーを募集中

出走について　ターマック専用車両としてレースにスポット参戦 ( 年間 5～6 戦 ) 02



オール信州諏訪のラリーチーム結成

株式会社ピーエムオフィスエーは元々自動車部品の製造も主立ったビジネスの一部でした。ですが、海外の製造技術向上、単価

の低下、キャパシティ管理のリスクなど、国内の下請け業はリスクが増大していることもまた事実です。

そこで、ものづくりのメーカーとして独自性のある商品を製作し、下請け業とは別の「利益の水路」を成長させる事業として、

いきたいと思っております。

結果のわかりやすさやアピールのしやすさ、製造業との親和性など多くの接点があり、

より過酷な耐久試験が可能な自動車競技に注目をいたしました。

「信州諏訪のメーカーとして自動車業界に販路を築く」こと
その目的とは

我々の目標は「信州諏訪のメーカーとして自動車業界に販路を築く」こと
その戦略には 4 つの柱があります。

1. 知るために「自動車、レース業界の当事者になる」

2. 作るために「工業のまち諏訪の力を結集する」

3. 広げるために「自作パーツを使いレースを走る」

4. 地域のために「全国に諏訪の名前を広げる」 03



自動車パーツを作るためには、そのパーツが何のために作られ、

どのように使われ、どのように劣化するのかを知る必要があります。

そして、全社員がブレーンとしてよい製品を追求するためにも

我々自らが、先に費用をかけてレースに参戦するという Bet( 賭け ) の

アクションをとる必要がありました。

・競技車両は会社から車で 15 分の整備工場で整備を受けています。

・競技終了後は工場で車をバラバラに分解してパーツの劣化を自らの目で確認、測定します。

・整備士やドライバーの意見を参考に新製品設計のポイントを探ります。

1. 知るために
「自動車、レース業界の当事者になる」
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弊社はプラスチック金型の設計製造を主にしています。

ですが、長野県諏訪市には金属プレス、半導体、LED、レンズなど

多くの特殊技術を持った製造業が点在しており、

様々な種類の製品を綿密な打ち合わせを行いながら作り出していくことが可能です。

・多種多様な製造業の技術で製品開発が可能

・諏訪市を通して地域が一丸となって取り組める事業にしていきます。

・諏訪の製造業の方々と協力し諏訪圏の製造技術の高さをアピールしていきます。

2. 作るために
「工業のまち諏訪の力を結集」
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・製造したパーツは弊社で用意したレーシングカーに実際に搭載し、

　レースでの完走や更なる性能向上を目指します。

・実装試験に合格したパーツはさらに精度を高め、各競技の公認パーツを目指します。

・開発したパーツをレースに不可欠な部品に育て、最終的には他チームが欲しがるような

　魅力的な商品として販売していくことが最大の目標です。

・大手パーツ販売店やチューニングメーカー様に「良いパーツが出来た時は、販売に協力する」との

　ご提案を頂いております。

3. 広げるために
「自作パーツを使いレースを走る」
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弊社は「諏訪姫プロジェクト」と題して

キャラクターを使ったご当地を応援する数々の企画を行ってきました。

来期は、キャラクターだけでなく、諏訪市の魅力的な産物、温泉地や宿泊施設のパンフレットなど

諏訪の観光に関するものを集め、全国を転戦するラリーの会場内で「諏訪物産展」を開催する計画です。

全国から集まったラリーファンの方々に諏訪という名前を知っていただき、

また、諏訪の観光や地域性などに理解を深めていただければと思っております。

諏訪のビジネスとしての強みである製造業の多さやその技術力の高さ、柔軟性をアピールするととも

に、諏訪の観光の魅力である豊かな食、温泉、自然をアピールし、

地元企業として長野県諏訪市を盛り上げるような企画ができればと願っております。

4. 地域のために
「全国に諏訪の名前を広げる」

この企画を通じて
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全日本ラリー選手権大会への出場に際し弊社は以下のような準備を進めて参りました。

　
・多くの方々へコンタクトをとり、諏訪発のラリーチームを結成いたしました。

・車両購入費用、改造費用、整備費用は弊社が全額負担いたしました。

・車のデザインやラッピングに関する準備や費用もすべて弊社が負担いたしました。

　
つきましては、皆様にスポンサードをいただいた金額により、

毎戦の出走にかかるエントリー費用やタイヤの費用を補っていければと思っております。

ご協力をいただいた企業様にはレーシングカーへのステッカー貼付、定期的に開催されるラリーへの

ご案内や結果報告はもちろん、レース終了後のパーツの劣化調査やパーツ開発会議にご参加いただく

ことが可能です。

諏訪市内の製造業の皆様へのお願い

PLUMレーシングにスポンサードして
共にパーツ開発を行いませんか？

スポンサー費用や特典は次のページに



企業スポンサー内容詳細
【費用　年間 5 万円】

車の側面に企業ロゴを貼付し 2014 年度全日本ラリー選手権大会に出場します。

ステッカーのサイズ 1 口　15x7cm

ラリーカー整備の際、スポンサー企業様が整備工場に集まり、パーツの検証や自動車

関連の新規商品製作の開発促進を図る会議を定期開催いたします。

【出場回数】

4～6 戦

【現在決定しているプレス情報】

・2013 年 10 月

諏訪圏工業メッセ 2013 にて TOYOTA 86 をその場でラリーカーにラッピングする

イベントを武藤工業株式会社様とのご協力で実現

・2013 年 12 月

TRD 主催のイベント「ハチロク祭」筑波サーキットにてラリーカー初披露 & 初走行

・2014 年 4 月

2014 年度全日本ラリー選手権大会 第一回大会に出走

・2014 年 5 月

長野県内にて 2014 年度のラリーカー & 新体制の発表会を開催

【取材関係】

車のラッピングが終了したところで、ラリー情報誌「プレイドライブ」「ベストカー」他、

および各新聞社、インターネット情報サイトなどにプレス情報を送付予定

【特典】

1. 全国で開催されるラリーイベントにて物販、告知を代理。

2. ラリーやイベント情報を事前情報、速報、後日レポートの 3 点で提出。

3. PLUM レーシング特設サイトにてスポンサー様の情報を掲載

4. 御社イベント等にラリーカーを展示（要スケジュール調整）

5. PLUM レーシングオリジナルキャップ 5 個をプレゼント

6. 1/7 スケール諏訪姫　レーシングパラソル Ver フィギュア 1 体プレゼント



諏訪市役所様の全面協力で公共施設のスポーツ場を貸し切り、PLUMレーシング結成とラリーカーの発表、

デモランのイベントを開催。当日は多くの観客が見守る中、諏訪市長 山田勝文様にもご出席をいただき、

地域貢献を訴える新たなコンテンツとして諏訪市の方々にご挨拶をさせていただきました。

諏訪市での発表会



全国から多くの来場者が訪れる諏訪圏の工業展

「2013 諏訪圏工業メッセ」のブースにて、

諏訪の企業、株式会社武藤工業様のご協力により、

ラリーカーをその場でラッピング。

多くの方々に地域との協力体制や、来期の車を

アピールして参りました。

諏訪圏工業メッセで車をラッピング



長野県諏訪市物産展
P M O A  b y  P L U M R A C I N G  P R E S E N T S

信州諏訪の商品を集めた物産展を全国のラリー会場で開催！

                                「諏訪の魅力を諏訪人自ら」余すところなくお伝えします。

昨年は弊社商品だけをあつかって

物販をさせていただいておりましたが、

2014 年度はより諏訪色を濃く、

様々な地場の商品を取り扱いたいと

思っております。



PLUMレーシング 2014 年度 車両デザイン


