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海外での新たな進出先として東南アジア
に注目する県内企業が増えている。写真
はベトナム・ホーチミンの街並みと7月
に ISICOが現地で開催した商談会の様
子（詳しくは巻頭特集をご覧ください）
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商談会で20社と情報交換
　ISICOでは今年7月、ベトナム
のハノイとホーチミンで、県内と現
地のIT関連企業をマッチングする
ビジネス商談会を開催した。その参
加企業の一つが、システム開発企業
のCOM-ONEである。
　商談会では主に同社が開発、販売
代理を手がける二つのシステムを紹
介した。一つは橋の建設年数や部材、
構造、交通量などに応じて補修の時
期や費用を算出する「I-BIMS（ア
イ・ビームス）」である。もう一つ
はタブレット端末にペンや指で書い
た署名を文字の形や書き順、筆圧な
どを分析して本人かどうかを確認す
る「Cyber-SIGN（サイバー・サイ

ン）」だ。
　商談会では約20社にこれらのシ
ステムを売り込むと同時に、お互い
の得意とする技術について情報を交
換した。このうちの1社とは、今
後の共同開発も視野に商談を継続し
ている。

ベトナム人留学生を採用
　同社の米田稔社長にとって、大きな
魅力と映るのがベトナムの経済成長や
都市の発展である。また、米田社長
は「言語や文化の違いはあるが、ベト
ナムのIT企業は日本企業と取引実績
があったり、日本の企業や大学で学
んだ経営者が多く、参入のハードルが
低い。IT教育も盛んで、人材も豊富」
と話し、日本のIT企業にとって好条
件がそろっているとの見方を示す。
　川や水路が多いベトナムには多くの
橋が架かっており、「I-BIMS」を共同
開発した日本海コンサルタント（金沢
市）が同国での事業展開に向け、現
地の3大学と交流協定を締結したこと
も米田社長の背中を後押しした。

　昨年4月にはハノイ出身のベトナム
人留学生であるタ・ダット・ティエン
さんを社員として採用した。タさんは
アジアの優秀な留学生を日本の大学
に受け入れ、専門教育から日系企業
への就職までをサポートする「アジア
人財資金構想」事業を活用し、北
陸先端科学技術大学院大学で組み
込みシステム開発技術を学んでいた。
COM-ONEはタさんのシステムエン
ジニアとしての力量を見込んで採用。
商談会では通訳も務めた。
　同社では来年度中をめどにタさんを
責任者に据え、現地に拠点を設ける
計画で、米田社長は「ゆくゆくは他の
ASEAN諸国にも展開したい」と意
欲を燃やしている。

これまで海外戦略の中核となってきた中国に続く新たな投資先として、東南アジアに注目が集まっている。タ
イやベトナム、インドネシアなど10ヵ国が加盟するASEANは経済成長が続いている上、総人口が6億人を超
え、比較的リスクの少ない生産拠点としてはもちろん、消費市場としても潜在的な魅力を秘めている。そこで、
今回の特集では東南アジアにビジネスチャンスを見いだそうと積極的に取り組む県内の2社を取材した。

巻頭特集

将来有望な生産拠点・ 消費市場
“東南アジア”に熱視線

（株）COM-ONE
http://www.com-one.com/
能美市旭台2丁目5番1  いしかわフロンティアラボ内
TEL. 0761-51-7727

■ 代表者 米田 稔
■ 設　立 平成15年2月
■ 資本金 1,000万円
■ 従業員数　48名
■ 事業内容　各種情報システムの開発

橋の修繕支援システムなどを
ベトナムで販売へ

東南アジア市場の開拓に挑戦する米田社長（写真
右）とベトナム人社員のタさん

ISICOがベトナムで開催したビジネス商談会
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生産は現地企業に委託
　一方、既に現地に拠点を設けて
事業を始めているのが、産業用ロ
ボットシステムなどを開発するメカト
ロ・アソシエーツだ。同社では昨年
8月、タイのバンコクに現地法人を
設立した。現在、日本人 1名、タイ
人6名の社員が勤務。加工物の位
置決め、移動に使う主要部品や自動
化のノウハウを日本から供給し、そ
れ以外の部品の調達や組み立て、
塗装を現地で行うビジネスモデルを
展開している。
　同社がタイ進出を検討し始めたの
は6 年前にさかのぼる。県鉄工機
電協会がタイで開催した商談会に参
加し、現地企業の高いニーズを実感
したことがきっかけだ。その後、何
度かタイ企業と商談の場を持った
が、現地に拠点がないと話が進まな
いため、進出の準備に取り掛かった。
　まず平成 23 年 10月にバンコク
に開設したのが駐在員事務所であ
る。駐在員にはそれまで商談で通訳
を務めていた女性を採用し、ビジネ
ス学校に通わせて日本の企業文化
やマナーを教育した。

　同時に本社では、金沢大学から
インターンシップで受け入れたタイ人
留学生を採用し、日本で働きながら
仕事を覚えてもらった。現在、バン
コクの現地法人ではこのタイ人社員
がマネージャーを務め、日本から出
向するゼネラルマネージャーとともに
会社を切り盛りしている。

現地社員が営業の最前線に
　現地では、タイ資本が過半数の
株式を保有する合弁企業を設立し
た。信頼できるパートナー探しには
苦労したが、ISICOが紹介したタ
イのコンサルティング企業から協力
を得た。タイでは、外資100％の企
業の活動にさまざまな制限がある。
BOI(タイ投資委員会 )の認可を受
ければ、税制上の優遇措置もある
が、経理が煩雑になるなどの理由か
ら見送った。
　会社の運営に当たって、酒井良
明社長が大切にするのが「その国に
なじむこと」だ。日系とはいえ、あ
くまでもタイに根差した企業として、
同社ではタイ人社員が営業活動の最
前線に立つ。こうした取り組みは珍
しく、現地企業からも好感を持って
迎えられるという。
　また、酒井社長は月に1度、必
ずタイに足を運び、ミーティングや食
事会を通して意思疎通を図る。書類
を顔の近くに差し出しただけでパワ
ハラと捉えられるなど、文化の違い
を感じることも少なくないが、「日本

流を押し付けてもうまくいかない」と
要望には臨機応変に対応する。と
はいえ、わがままな要望に応じたり、
特定の社員だけをひいきするような
対応は厳禁だ。
　「日本人の責任者を置く場合は、
その人選も大事」と酒井社長は話す。
タイは夜遊びする場所にこと欠かな
いが、現地の社員は上司の私生活、
能力を見透かして態度を変える。私
生活が乱れていれば、言うことを聞
かなくなる場合もあり、それだけに、
日本人社員にはまじめで協調性に優
れたタイプが望ましいというわけだ。
　受注はまだ確定していないが、現
在、自動車部品メーカーなどと前向
きな商談が進んでおり、酒井社長は
「一度に100台の溶接ロボットなど、
規模の大きな取引を見込める」と好
感触を口にする。
　好調が続く新興国経済にどう関わ
り、業容拡大に結びつけるのか。こ
れは今後の日本経済が抱えるテーマ
の一つである。今回紹介した 2 社
をはじめ、東南アジアを目指す県内
企業の健闘に期待が高まる。

メカトロ・アソシエーツ（株）
http://www.mec-as.co.jp/
小松市一針町ヌ57-1
TEL. 0761-21-6166

■ 代表者 酒井 良明
■ 設　立 平成18年10月
■ 資本金 2,000万円
■ 従業員数　15名
■ 事業内容　各種ロボットシステムの開発

治具の設計・製作

産業用ロボットで
タイ市場の開拓に挑戦

月に1週間から10日をタイでの業務に充てている
酒井社長

バンコク中心部にある現地法人で働く社員。タイ人
社員は女性ばかりだ



250g以上を軽量化。レースでも使用可能

  「手に取った瞬間、軽いと驚かれます」。自社製のカーボ
ン・ヘルメットを手にそう話すのはウインズジャパンの片岡
匡史代表である。一般的なスポーツタイプのヘルメットの
重さは1,500 ～1,700g。これに対して同社のカーボン・
ヘルメットは1,250gに過ぎない。その差はおよそペットボ
トル1本分だけに、日常的にヘルメットをかぶっているライ
ダーが目を丸くするのも無理はない。もちろん、軽くなれば、
その分、首や肩の疲れも軽減する。
　ラインアップは平成 23年7月に発売した「A-FORCE

（エー・フォース）」と今年1月に発売した「A-FORCE12
（エー・フォース・トゥエルブ）」の2種類で、違いは使っ
ている炭素繊維にある。前者には韓国製で3Kと呼ばれ
る3,000本の炭素繊維を紡いだ糸が、後者にはイタリア
製で12Kと呼ばれる12,000 本の炭素繊維を紡いだ糸
が使われている。「A-FORCE」の方が編み目が細かく、
「A-FORCE12」はくっきりとした格子状の柄が特徴だ。
　価格は「A-FORCE」が 31,500円、「A-FORCE12」
が 37,800 円で、既存の国産カーボン・ヘルメット（約
250,000円）はもちろん、国内大手メーカーの通常のスポー
ツヘルメットと比べても安い部類に入る。
　軽くて安いからといって、決して安全性をおろそかにし

丈夫で軽い素材として知られる炭素繊維。その炭素繊維を
使ってバイク用のヘルメット（以下、カーボン・ヘルメット）を
開発したのがウインズジャパンだ。元二輪レーサーが設立し
た同社では、オリジナルのバイク関連グッズの製造、販売を
手がけており、カーボン・ヘルメットについても独自の工夫を
盛り込んで安全性や快適性、機能性をアップ。同時にリーズ
ナブルな価格を実現することで、先行する大手、海外メーカー
と差別化を図り、ライダーの注目を集めている。

炭素繊維で作ったヘルメット
丈 夫 で 軽 くて、 リーズ ナ ブ ル

（株）ウインズジャパン
http://www.wins-japan.com/
金沢市横川3-20
TEL. 076-259-6560

■ 代表者 片岡 匡史
■ 設　立 平成21年2月
■ 資本金 500万円
■ 従業員数　20名
■ 事業内容　バイク関連グッズの企画・開発・販売、

コンチネンタルモーターサイクルタイヤの販売

ウインズジャパンが開発に
携わる英メガリ社のバイク
にまたがる片岡代表
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ているわけではない。新 SG/PSCというスタンダードな
規格だけでなく、MFJ（日本モーターサイクルスポーツ
協会）の公認も取得し、よりシビアな安全性が要求さ
れるサーキットでも使用可能だ。
　発売以来、ライダーからの評判は上 で々、特に新
興ブランドへの抵抗が少ない40 代以下を中心に順
調な売れ行きを見せている。

6層構造を考案し、安全性をアップ

　ウインズジャパンがカーボン・ヘルメットの開発に乗り出
したのは、設立から1年が経とうとした頃だった。同社で
は日差しを遮るインナーバイザーやあごを保護するフェイ
スガードをワンタッチで開閉できるシステムヘルメットをヒッ
トさせていたが、他社が追随してきたことから、新たなユー
ザーを獲得するため、カーボン・ヘルメットに注目した。
　当時、既にヨーロッパではカーボン・ヘルメットの普及
が進んでいた。しかし、頭の横幅が狭い欧米人向けに設
計されているため、頭の横幅が広い日本人向きではなかっ
た。一方、国内大手メーカーのカーボン・ヘルメットは高
価で受注生産に限定されていた。そこで、強くて軽く、日
本人の頭の形に合ったカーボン・ヘルメットを低価格で提
供するため、1年半をかけて開発に取り組んだ。
　製造はヨーロッパメーカーのヘルメット製造で実績を有
する中国・広州の工場と協力した。ヘルメットの帽体（外装）
は1種類とし、その金型や生産ラインをヨーロッパメーカー
と共有することでコストダウンを図った。そして、日本人の
頭の形に合わせ、3種類のサイズの内装を用意した。
　難関だったのは日本独自の耐貫通性テストだった。強度
に優れた炭素繊維も尖ったもので1点に集中して力をかけ
ると破断してしまう。このため、同社では複数の素材によ
るサンドイッチ構造をいくつも試し、最終的には高い強度と
弾性を誇り、防弾チョッキにも使われるケブラー、断熱・
防音・静電気防止効果のあるグラスファイバーを組み合わ

せた6層構造を考案した。
　また、炭素繊維に樹脂を含浸させる際、高い圧力を均
等に加える加工法を採用した。これによって、余分な樹脂
が残らず軽くなると同時に、樹脂の厚みが一定になるため、
衝撃が分散されやすくなり、安全性が一段と向上した。

日本の炭素繊維で、ブランド力向上へ

　現在、発売中のモデルは炭素繊維の織柄が全体的に見
えるようになっているが、今秋には一部に図柄を施したグ
ラフィックモデルを発売する予定だ。さらに今後は、同社
製品で人気のインナーバイザーを装備した多機能モデルを
投入する計画である。
　日本製炭素繊維の導入も今後の取り組みの一つで、現
在、いしかわ炭素繊維クラスターを統括するISICOに相
談しながら、石川県内、あるいは北陸で協力企業を探して
いる。従来は価格の高い日本製を避け、韓国、イタリア製
の炭素繊維を使っていたが、海外製はわずかによれてい
たりして歩留まりが悪く、結果的にはコストがかさんでいた。
日本製を使っても、不良品が減れば、価格の上昇を抑えら
れるというわけだ。同時に、日本製炭素繊維の採用はヘ
ルメットのブランド力アップにもつながる。
　ブランド力の向上は、同社が視野に入れるアジア・ヨー
ロッパ市場への展開でもプラスになる。世界規模ではバイ
クの需要は拡大しており、特にアジアは最大のマーケット
である。「インドネシアなどのアジア諸国でいち早くブラン
ドイメージを定着させたい」と意気込む片岡社長。世界で
勝負できる企業を目指し、スロットル全開で挑戦を続ける。

［独自に考案した6層構造］

特性の異なる3 種類の素材を組み合わせ
た6層構造を採用することで、日本の厳
しい規格を高いレベルでクリアした

カーボン・ヘルメット
「A-FORCE」（写真左）と
「A-FORCE12」。表面
には炭素繊維の美しい
織柄が見える
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県内では、産学官の連携によって
ニュービジネス創造を目指す動きが本格化しています。

ここでは、その実例に迫ります。

吉田司はスポーツ選手などが使うサ
ポーターの国内シェアで約50％（生
産額ベース）を誇るニッチトップ企
業である。OEMが主流のため、社名
は表に出てこないが、一流アスリー
トにも同社サポーターの愛用者は多
く、品質は折り紙つきだ。スポーツ
用に加え、近年、力を入れるのが医療・
健康用のサポーターである。この分
野の商品は同社の売り上げの30％を
占めるまでに成長しており、現在も
金沢工業大学や金沢医科大学と連携
して、高齢者のけがを防止するサポ
ーターの開発に取り組んでいる。

衝撃を20％軽減
発売目指し、開発中

　年を取り、足腰が弱った時に気を
付けなければならないのが、転倒に
よるけがである。転倒で足の付け根
にある大

だいたいこつけいぶ

腿骨頚部を骨折すると、そ
のまま寝たきりへと移行するケースも
少なくない。
　吉田司が現在、開発しているのは、
このような転倒時に受ける衝撃を軽
減してくれるヒッププロテクターと呼
ばれる商品だ。腰と尻を覆うように
サポーターを巻き、へその位置で留
められるようにした腰巻き型で、尻
の側面部にプラスチック製の衝撃吸
収材が仕込まれている。これによっ

て転倒時の衝撃を約 20％も軽減で
きる。
　平成 21年度には県の「産学・産
業間連携新技術・新製品事業化可
能性調査事業」、平成 22 年度から
3 年間は国の「戦略的基盤技術高度
化支援事業」の採択を受けて研究
に取り組み、数年後の発売を目指し
て現在も開発が続いている。

立体形状の生地が
自在に伸び縮み

　吉田司が医療・健康分野へと参
入したのは平成 12 年にさかのぼる。
乳がんや子宮がんの摘出手術後、
腕や足が大きくむくむリンパ浮

ふ し ゅ

腫を

軽減するため、金沢医科大と協力し
て、血流を良くするサポーターを開発
したのだ。
　その後、「転んでけがをした多くの
高齢者が寝たきりになる」という現
状を知り、平成 16 年頃からヒッププ
ロテクターの開発に乗り出した。
　ヒッププロテクターはおよそ10 年
前から国内で販売されていたが、締
め付けがきつく脱ぎ着しづらい、衝
撃吸収パッドが分厚くて重たい、デ
ザイン性がよくないといった課題が
あった。
　そこで同社では、試行錯誤を重
ね、サポーターを体のラインに合わ
せた立体形状に編み、この際、関
節や筋肉の動きに応じて伸縮するよ

転倒時の骨折防ぐプロテクター
フィット感や着けやすさを向上

ヒッププロテクターの試作品。骨盤を包み込む形は、けが防止だけでなく、ヒップアップや姿勢を良くする効果も期待できる
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● 金沢工業大学 副学長・工学部機械工学科
山部 昌 教授（写真左）

● 金沢工業大学 ものづくり研究所
瀬戸 雅宏 講師（写真右）

● 金沢医科大学医学部高齢医学
森本 茂人 教授

県や国の支援を受け、約3年半にわたっ
て衝撃吸収サポーターの開発をお手伝
いさせていただきました。主としてコン
ピュータシミュレーションを活用した衝
撃吸収部材の最適設計および製作を担
当いたしました。本開発の特徴的な点は、
企業・大学・川下企業が開発段階から
有機的に連携し、市場ニーズを的確に
とらえながら開発を進められたことです。
お互いのウイークポイントを補いながら
強い商品開発を推進するモデルケースに
なったのではないかと確信しています。

高齢期になると足腰が命で、外出が
できなくなりますと、認知症、うつ、
嚥
え ん げ

下障害、閉じこもりなどの老年症
候群が雪だるまのように大きくなって、
寝たきりになります。また女性では、
骨
こつそしょうしょう

粗鬆症が進行していますと、軽く転
倒しただけで大腿骨頚部の骨折が起
こってしまいます。転倒時の衝撃から
股関節を守るヒッププロテクタ－の骨
折予防効果はよく知られていて、高齢
女性が戸外に出るのが楽しくなるよう
な、デザイン性や操作性に優れた本
開発製品が、日常生活で活用されるこ
とが望まれています。

うに工夫することで、強く締め付け
なくても、体にぴったりとフィットす
る着用感を実現した。また、従来品
はパンツ型だったが、腰巻き型にし
て、簡単に身に着けたり、外したり
できるようにした。
　衝撃吸収材の開発に当たっては、
吉田忠司社長の母校である金沢工
大に協力を仰いだ。担当したのは自
動車メーカーで車両開発に携わった
経験を持つ山部昌教授である。
　従来品ではウレタン製やシリコン
製の衝撃吸収パッドが重量の 3 分
の1を占め、軽くするにはこの部材
の軽量化が不可欠だ。そのため、
金沢工大では柔らかく性能に優れ
たプラスチック製衝撃吸収構造を開
発。車のバンパーのように吸収材を
薄い波板状にして二枚重ねにした構
造で、これによって大幅な軽量化を
図ると同時に、厚さを従来の10 ～
20mm から8mm 以下にした。しか
も、一枚ものではなく、細長い板状
の素材を数枚並べて使うことで、よ
り体の動きに追従し、密着しやすく
した。開発プロセスでは、コンピュー
タ・シミュレーションを駆使し、スピー
ドアップと試作コストの削減につな
げた。
　試作品は金沢医科大の森本茂人
教授の協力を得て、加賀市内の介
護施設でモニター調査を行い、その
結果を基に改良を加えた。ピンクや
青、オレンジなど6色のカラー展開も、

「白やベージュのほかにも、いろいろ
な色があれば」という高齢者の声を
反映したものだ。

腰、手首、頭用の
プロテクターも開発へ

　モニター調査では、「着脱のしや
すさ」「身体の動かしやすさ」「色柄・

デザイン」「今後も使用したい」といっ
た項目について、従来品に比べ、良
好な評価が得られた。
　今後は、サポーターと衝撃吸収材
のフィット感をさらに高めるために開
発を続けるとともに、オーダーメード
への対応にも取り組む。
　また、転倒によって、腰や手首、
頭をけがするケースも多いため、こ
れらを守るプロテクターも合わせて
開発し、ラインアップを拡充する計
画だ。
　「産官学連携で高齢者に喜んでも
らえる商品に仕上げ、石川から全世
界に発信したい」。吉田忠司社長は
そう話し、医療・健康分野の商品開
発に引き続き心血を注ぐ。

「歩くと筋肉が付き、活動範囲も広がり、元気になる。
そのためにもずっと着けてもらえるような商品にした
い」と話す吉田社長

吉田司（株）

Ｍessage

■ 所 在 地  かほく市内日角ハ72
　　　　　   TEL 076-283-1135

■ 代 表 者  吉田 忠司
■ 創 　 業  昭和11年4月
■ 資 本 金  5,000万円
■ 従業員数   63名
■ 事業内容   サポーターの製造、販売
●  http://www.tu-casa.co.jp/
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「いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活
性化ファンド）」の採択企業、各種展示会の
出展企業の商品等にスポットを当てます。

ツインナーの販路開拓に取り組む
荒井専務。ブーツへの使用を見込
み、生地部分が横に伸びるタイプ
も開発したツインナーの価格は30cmで300円。日本、アメリカ、イタリア、フランス、ドイツ、

中国で特許を取得済みだ
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生地を二重構造に
色や柄で魅力アップ

　アライウエビングでは、閉じた時に、
つなぎ目が隠れて見えなくなるファス
ナー「ツインナー」を完成させ、販路
拡大に取り組んでいる。
　ファスナーは生地に縫い付けられ
た樹脂製や金属製の歯をスライダー
という部品を動かして、かみ合わせた
り、外したりすることで開閉する。ツイ
ンナーの場合、生地を二重構造に製織
し、下の生地にコイルと呼ばれる樹脂
製の歯を縫い付けてあるため、ファス
ナーを閉めると、上の生地が覆いかぶ
さり、コイル部分が見えなくなる。上の
生地には色違いの糸でラインやチェッ
ク柄を入れたり、ロゴを織り込むこと
も可能だ。
　これによって、デザイン性が格段に
向上するほか、防風、防水にも効果が
ある。上の生地が丸みを帯びた細長
いチューブ状になっているので、スライ

ダーが生地をかむこともない。
　平成24年度から「いしかわ産業化
資源活用推進ファンド（活性化ファン
ド）」の補助事業を活用して、試作品
の開発、販促活動に取り組んでおり、
既にかほく市内の道の駅・高松（里山
館・里海館）や同社のネットショップ
で販売しているほか、東京都内のメー
カーが今年発売する通学かばんに採
用されている。

台湾メーカーと連携
10年がかりで開発

　開発のスタートは10年前にさか
のぼる。「ファスナーを付けるとデザ
イン性が損なわれる」。きっかけは、
ファッションデザイナーがテレビのイ
ンタビューで答えたその一言だった。
これを聞いた荒井衛社長と長男の
新太郎専務は、ファスナーの製造経
験はなかったが、すぐさまツインナー
の構造を考え、その構造を形にでき

るよう設備の改良に乗り出した。
　幸いしたのは、同社が複雑な形の
織物に対応するため、横糸を通す針
を二本備えた織機を使っていたこと
だ。さらに、横糸を通す際に経糸を
上下に動かしてすき間を作る綜

そうこう

絖と
呼ばれる部品の数を2倍に増やし、
ツインナー特有の二重構造を実現し
た。また、コイルを作る機械やコイル
を生地に縫い付けるミシンは、国内
で調達できなかったため、インター
ネットで探した台湾メーカーに足を
運び、オーダーメード。平成22年秋に
ツインナーを完成させた。
　現在、同社が製品化したのは、ス
ライダーを下ろしきっても、左右の生
地が離れないクローズエンドタイプ
である。しかし、これではポケットや
バッグなどに使い道が限定されるた
め、今後は生地が左右に離れるオー
プンエンドタイプを開発し、アパレル
用の用途を拡大する計画だ。
　荒井専務は「アパレルやバッグの
メーカーに加え、手芸店にも販売を
持ちかけたい」と話し、販路拡大に
一層力を入れる考えだ。

衣服やバッグのアクセントに
閉じると見えなくなるファスナー

（有） アライウエビング
かほく市内高松マ30-2
TEL.076-281-2420
■ 代 表 者 荒井 衛
■ 創 業 昭和45年12月
■ 資 本 金 580万円
■ 従業員数 5名
■ 業務内容 服飾資材、特殊織物の製造
● http://arai-weaving.jp/



酵素や乳酸菌の働きに注目
　ヤマト醤油味噌のネットショップでは、醤

しょうゆ

油や味
み そ

噌、塩
しおこうじ

糀、甘
酒といった商品を、美容と健康維持のために大切な発酵食と
いう切り口で発信し、販促や実店舗への誘客につなげている。
　ネットショップを訪れた瞬間、真っ先に目に飛び込んで
来るのは「めざせ、発酵食美人！」というキャッチフレー
ズだ。発酵食美人とは、発酵食を毎日の食事に取り入れる
ことで、腸内環境が改善されるなどして、体の中からきれ
いになった女性のこと。ネットショップでは、甘酒を飲み
続けると肌に弾力を与える真皮の厚みが増した事例など、
発酵食に含まれる酵素や乳酸菌の作用をPRしたり、同社
が販売する糀の調味料や甘酒を使ったレシピを紹介するな
どして、消費者の興味を刺激している。
　ネットの力を活用し、実店舗に消費者を呼び込む O2O

（Online to Offline）への取り組みも特筆すべきだろう。そ
の核となるのが、昨年9月に
本社工場内のホールでオー
プンした「発酵食美人食堂」
だ。塩糀などを使ったコース
料理を提供する同店は、ネッ
トショップで会員登録する
と利用できる仕組みで、同
社の商品に興味を持った消
費者が、その使い方やおいし
さを実際に体感できる場と
なっている。

　こうした取り組みが評価され、今年3月にISICOが開催
した「ネットショップコンテンスト北陸2013」で、192店
の中から準グランプリに選ばれた。

発酵食美人を応援するメーカーに
　

　ネットショップを現在のようにリニューアルするヒントと
なったのは、ヤマト糀部の活動だった。これは消費者に塩糀
などの活用法を学んでもらおうと平成23年11月から同社が
月に一度、開催している料理教室で、部活動の目標として掲
げられているのが「めざせ、発酵食美人！」という言葉だ。
　毎回20名以上が参加するその活動は、折からの塩糀ブー
ムも追い風となり、NHKの情報番組にも取り上げられた。
参加者からは糀を食べ続けるうちに「便秘が解消した」「肌
つやが良くなった」「料理が楽しくなった」といった喜びの
声が上がり、口コミでその評判が広まるようになった。
　こうした参加者の声や笑顔に背中を押された山本晴一社
長は、会社の事業領域を醤油味噌製造から発酵食美人を応
援するメーカーへと再定義し、これに合わせて昨年9月に
ネットショップを一新した。
　ヤマト糀部や発酵食美人食堂など、ソフト面での仕掛け
が奏功し、山本社長は「リニューアル以降、実店舗の来客
数は確実に増え、ネットショップの売り上げは前年比 1.5
倍を見込んでいる」と手応えを口にする。
　今後は、各商品の紹介ページでも、おいしさだけでなく、
美容と健康維持のために大切な発酵食品の魅力をアピール
し、さらに訴求力アップを目指す計画だ。

サイトに
かける
情熱

Passion to a site 
ISICOではインターネットによる
販路開拓をサポートしています。
支援先の中から、熱い思いを胸にサイトの改善に挑む、
意欲的な取り組みを紹介します。

女性が喜ぶ発酵食として発信
実店舗への誘客にも成功

女性向けの料理雑誌
をイメージさせるトップ
ページ。発酵食美人食
堂やヤマト糀部の情報
も発信する

［ （株）ヤマト醤油味噌 ］
http://www.yamato-soysauce-miso.co.jp/

■所  在  地 金沢市大野町4丁目イ170
 TEL.076-268-1248
■代  表  者 山本 晴一
■創　　業   明治44年2月
■資  本  金   1,000万円
■従業員数 26名
■事業内容 醤油、味噌、加工食品の製造、販売

一番人気の塩糀とヤマト糀部が作成した
レシピ本を手に笑顔を見せる山本社長 9



各種支援制度の利用者に聞く

ISICOでは、企業の成長をサポートするため
さまざまな支援制度を用意しています。

制度を利用して事業の拡大に成功した企業の取り組みを紹介します。

10

　歯車の専門業者として 50 年近く歩
んできた二水では、繊維機械や工作
機械などに使われる直径 10mm から
1000mm の歯車を毎月1000 アイテム
以上製造している。これら多種多様
な製品の生産をより効率化するため、

平成 24 年 2 月、ISICO の設備貸与
制度を利用して導入したのが、「CNC
複合立形研削盤」である。
　複合研削盤で加工するのは、主に
切削後に強度を高めるため熱処理を
施した歯車だ。加熱した歯車はさまざ
まな角度にひずんでおり、複合研削盤
ではそれを研磨して取り除く。これは
最終工程の直前に行うもので、品質を
左右する非常に重要な加工である。
　以前は歯車の「平面」、シャフトが入
り動力を受ける「内径」、他の部品と
嵌
かんごう

合する「外径」と、研磨する場所に
応じて工程を分けなければならなかっ
たが、複合研削盤では 1 度セットする
だけでこれら 3 工程すべての研磨が
可能になり、加工箇所に応じて固定す
る位置を変えて作業していた従来に比
べ、仕上がりの精度は格段に高まった。
工程による加工機の使い分けが不要
となり、作業時間も大幅に短縮された。

　同社が複合研削盤を導入した背景
には、「この10年進めてきたJGMA（日
本歯車工業会）規格、JIS 規格 0 級
への挑戦がある」（笹田輝社長）とい
う。0 級はこれら規格の最高ランクに
あたり、航空機など超精密機械の部
品に用いられている。複合研削盤は、
そんな同社の技術革新の切り札の一
つと言える。
　さらに、今年 7月には最終工程の
歯面研磨用に「CNC 歯車研削盤」
を設置。これら2 種類の研削盤が両
翼となり、同社では、0 級の厳しい条
件をクリアした。
 「これを弾みに航空機部品の製造
にも積極的に乗り出したい」と笹田
社長は意気込み、今年 8 月からは
ISICO の専門家派遣制度を利用し、
航空宇宙産業の品質マネジメント規格

「JISQ9100」の認証取得に向けた動
きを本格化している。

JGMA、JIS規格の
最高ランクを実現

「ハイクラスの歯車を生産できる環境が整った。既
存のお客様にもより品質の高い製品を届けていきた
い」（笹田社長）

CNC複合立形研削盤。工程を集約したことで、工場の省スペース化にもつながった

3工程を集約する研削盤で
仕上がり精度が格段に向上
加工時間を大幅に短縮
ひずみ解消し最終工程へ

（株）二 水
■ 所 在 地  白山市横江町1726-16
■ 代 表 者  笹田 輝
■ 設 　 立  昭和39年4月
■ 資 本 金  1,000万円
■ 従業員数　20名
■ 事業内容　歯車やその関連機械部品の製造
● h t t p : / / w ww . n i s u i . c o . j p /

0級達成の
総仕上げと
して導入し
た CNC 歯
車研削盤
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サントリーと連携し、
金沢の銭湯をネットでPR

県内の企業、団体が行っている話題性のある取り組み、ユニークな活動に注目しました。

個性的な27軒を紹介
ビール風飲料を販売
　ビットストリームが運営する地域情
報のポータルサイト「あるんけ金沢」
では、サントリーと連携し、金沢市内
の銭湯を紹介する特集を組んでい
る。特集では石川県公衆浴場業生
活衛生同業組合金沢支部に所属
する27軒が掲載されており、このうち
冷蔵庫のある25軒でアルコール、カ
ロリー、糖質をゼロにしたサントリーの
ビールテイスト飲料「オールフリー」
250ml缶を販売するキャンペーンを
展開している。キャンペーンはオール
フリー 250ml缶の発売日に合わせ、
今年6月11日にスタートした。
　同社とサントリーとの共同企画は
昨年夏に続いて2回目となる。1回目
の企画はサイトの掲載店が同社とサ
ントリーとの橋渡し役となって実現し
たもので、「あるんけ金沢」に掲載さ
れている飲食店でサントリーのビー
ルや角ハイボールを注文し、スタンプ
を集めると、抽選でジョッキやビール
が当たる趣向だった。
　今回のキャンペーンのアイデアは、
掲載店から聞いた「金沢の銭湯に
観光客が入りに来る」という情報が
ヒントになった。同社の前田尚毅代
表は、「それならばネットで紹介すれ
ば、もっと多くの観光客に銭湯をPR
できる」と考え、オールフリーの広報
展開を考えていたサントリーとマッチ
ングした。前田代表は「金沢には個
性的な銭湯があるので、観光客だ
けでなく、地元の人や若い人にその
良さを知ってもらうきっかけになれば」
と期待を寄せる。

オープンデータ活用し、
機能を拡充
　ところで、「あるんけ金沢」への情
報掲載は無料で、こうしたキャンペー
ンによってビットストリームが報酬を
得られるわけでもない。それでも前
田代表がこうした取り組みに力を入
れるのは「あるんけ金沢」の知名度
アップにつながるからだ。
　2011年6月に設立したサイトには
現在、280店が紹介されており、掲
載店が独自にサイトを立ち上げる
際、制作を受注するケースも少なくな
い。知名度が上がれば、掲載店も増
え、その分、ビジネスチャンスが広が
るというわけだ。
　また、同社にとっては技術力をア
ピールする場にもなっている。例えば
「あるんけ金沢」に盛り込まれてい
るレスポンシブ・ウェブデザイン（※1）や
ウェブフォント（※2）といった技術を提
案することで、大手企業の受託開発
につながることもあるのだ。
　今年に入ってからは金沢市と
野々市市の「オープンデータ」を活用
して機能を拡充した。オープンデー
タは自治体などが保有する各種
データをコンピュータ処理できる形で
公開し、民間による二次利用を可能
とする取り組みで、「あるんけ金沢」
では、利用者の現在地に合わせて、
公共施設や避難所、AEDの位置
を地図上で確認できる。
　「あるんけ能登が昨年6月に立ち
上がっており、今後は白山や加賀に
も拡大したい」。前田代表はそう話
し、得意の技術を活用して地域経
済活性化をサポートしながら、商機
につなげる考えだ。

地域の店舗や企業などの情報発信に尽力しながら、
商機を探る前田代表

※1 ブラウザの横幅に合わせて、ページのレイアウトデザインを柔軟に調整できるようにする技術
※2 インターネットを通じて呼び出し、表示する文字。端末にその文字がインストールされていなくても、
 指定された文字を表示できる

サントリーと連携した「あるんけ金沢」（http://portal.
arunke.biz/）の銭湯特集ページ

(株)ビットストリーム
金沢市駅西新町3丁目4-29
ルピナス2 002号 クォーターズ内
TEL.076-261-7293

■ 代 表 者 前田 尚毅
■ 設 立 平成18年11月
■ 資 本 金 100万円
■ 従業員数 3名
■ 業務内容 デジタルコンテンツ事業、インタ

ーネットサービスプロバイダ事
業、コンピュータシステムのコン
サルティング・設計・開発など

● http://www.bitstream.jp/



イシコ・トピックス

　輪島市出身で、今年4月に興能信
用金庫からISICOへ出向してきまし
た。ISICOでは「いしかわ産業化資源
活用推進ファンド（活性化ファンド）」
を担当しています。県内事業者様が商
品企画に知恵を絞ったり、販路開拓
に汗を流している様子に間近で接し、
私も皆様に負けない努力で、少しでも
お役に立てるような活動を行っていき
たいと思います。
　また、ISICOに在籍している間に、
商品開発や販路開拓など、中小企業
支援についてしっかりと学び、地元に
帰った後は、身に付けたノウハウを生
かして、地元経済の発展に貢献したい
と考えています。
　出向を機に金沢市内で一人暮らし
を始めました。大学時代の友人たちと
飲みに出かけたり、休日は野球や登山
を楽しんだりしていて、公私ともに充
実した毎日を送っています。

［発行月］ 平成25年8月（年6回発行） 
［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1-75
［印刷所］ ㈱ 橋本確文堂／金沢市増泉4-10-10

FAX

　IS ICOは7月5日（金）、石川県地場産業振興センター本館にアリババ
（株）の香山誠社長を招き、「インターネットを活用して、海外売上を拡大
するには」というテーマで講演会を開催しました。
　当日は香山社長が、日本企業が今後も成長・発展を遂げるために欠
かせない海外での売上拡大や、インターネットを用いた海外市場開拓手
段の活用方法などについて熱弁を振るい、海外進出に関心がある企業
の経営者らが熱心に聞き入りました。
　講演後は、県内IT企業4社によるプレゼンバトルを開催しました。各
企業は制限時間5分間で自社商品をプレゼンし、参加者による拍手で

最多票を集めた（株）
アクロスソリューショ
ンズの野村充史社長
がチャンピオンになり
ました。

与
よ の き

野木 力
つとむ

地域振興部地域産業支援課主任

◎問い合わせ先……石川県財政課  TEL.076-225-1257／石川県首都圏戦略課  TEL.076-225-1537
　

地域資源を使った
商品開発のご相談は
地場産センター新館
2階の与野木まで！

I    S    I   C   O 職 員 紹 介海外市場開拓のノウハウを伝授
アリババ・香山社長講演会

豊富な経験をもとにアドバイスし
た香山社長

県内IT企業によるプレゼンバトル

　石川県では、北陸新幹線開業PRの取り組みを応援する住民参加型
市場公募債「北陸新幹線みらい応援債」を募集しています。これは、5
年満期の固定金利の地方債で、半年ごとに利払いがあります。5年利付
国債よりも高利回りの0.53%に設定し、満期日までお持ちいただけれ
ば、額面どおりの元本が支払われます。
　県内や首都圏の個人や法人・団体等を対象に総額40億円を募集し、
お一人様10万円から購入することができ、県内や首都圏の北國銀行及
び三井住友銀行の営業店の窓口で取り扱いをいたします。また、購入
者には抽選で北陸新幹線のグリーン車往復乗車券などが当たる特典
もあります。なお、申込総額が40億円に達した時点で終了しますので、
売り切れの際はご容赦ください。
　その他詳細につきましては、石川県のホームページをご覧ください。

　全国各地の伝統技法による焼き物から、最新のデザインの焼き物ま
で幅広く作品を集め、展示・販売します。焼き物ファン必見の展示会で
すので、ぜひご来場ください。

みんなで盛り上げよう北陸新幹線開業PR！

全国の産地から多彩な焼き物

北陸新幹線みらい応援債【募集期間／平成25年8月12日（月）～30日（金）】

第28回全国やきものの里展 ～和のstyleに触れる～

■会期 ： 平成25年8月2日（金）～ 9月1日（日）9:00～17:00
■会場 ： 石川県地場産業振興センター本館 １階 展示ホール

（金沢市鞍月2-1　TEL：076-268-2010）




