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「かがやき屋本店」がオープン2周年！
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ISICO が運営するアンテナショップ「石川のこだわりショップ かが
やき屋本店」を活用し、商品を PRしたつなぎや（金沢市）のドー
ナツ。詳しくは巻頭特集をご覧ください。 【表紙撮影／黒川博司】
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「かがやき屋本店」がオープン2 周年！

県内企業が新開発した商品の
販 売 促 進 や 改 良 をアシスト
ジャムのように使える“あん”
試食を提供し、売り上げ倍増
ファンが増える手応え
昭和 22 年の創業以来、卸専門
であんづくりに取り組んできた真田

のがかがやき屋本店で、
試食を配っ
たり、実演したりできる「チャレンジ
コーナー」を積極的に利用し、商
品のアピールに生かしている。

製あん。近年、和菓子離れが進ん

昨年 12月、お歳暮シーズンに合

でいることから、あんの魅力を直

わせて企画した彩りあんと最中種

接消費者に PR し、食べる機会を

のセット商品は 1 週間で約 40 組

増やしてもらおうと、小売り用の商

を販売。営業企画部の真田兼吾さ

品開発に乗り出している。

んは「出店中は普段の倍は売れま

その一つが活性化ファンドを使っ

す。利用するたびにファンが増える

て開発した「加賀彩りあん」だ。こ

手応えを感じています」と笑顔を見

れは通常のあんよりも柔らかく、

せる。

すく、購入後、消費者が使いやす
いものを」
といった販路開拓アドバ
イザーの助言を参考に採用した。
また、
「 彩りあんの食べ方が分か
らない」という消費者の声を聞いて
からは、ホットミルクに混ぜたり、
菓子の材料にしたりとさまざまな
使い方を提案するしおりを付ける
ようにした。

ジャムのように使える商品で、加賀

かが やき屋 本 店 で の 販 売 や

棒茶あん、打木赤皮甘栗かぼちゃ

ISICO の販路開拓アドバイザーの

あん、五郎島金時芋あんの 3 種類

仲介によって、販路も着実に広がっ

がある。パンに塗ったり、ヨーグルト

ており、東京や大阪の商社とも商

やアイスクリームと合わせたりして

談が進んでいる。

ガリンのように食卓に並ぶような商

陳列しやすい包装に変更

期待をかけ、今年は創業 70 周年

うつぎあかがわあまぐり

食べるのがおすすめだ。能登大納
言や能登黒豆を使った「かのこ（濡
れ甘納豆）
」も商品化している。
自社の販売拠点を持たない同社

また、同社ではかがやき屋本店

にとって、貴重な販路となっている

で得た販路開拓アドバイザーの意
の改良に取り組ん
でいる。
例えば、かのこ
のパッケージは現
在、
袋が自立するス
タンドパックで、一
度封を切った後も
開閉自在なチャッ
ク付きだが、
これは

白あんに地元の素材を合わせた「加賀彩りあん」。長年蓄積したノウハウを生かし、
ジャムのような食感に仕上げた。

兄弟であんの新たな可能性を追求する真田慎吾
社長（左）と真田兼吾さん。手にするのがスタン
ドパックを採用した「かのこ」。

真田慎吾社長は「ジャムやマー
品になってほしい」と彩りあんに

見を参 考に、商品
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で販売した際に「陳列、保管しや

チャレンジコーナー

を記念して、能登大納言を使った
究極の粒あんやこしあんをライン
アップに加えるほか、お試し用に
小容量タイプも企画する。伝統の
味を普段の食生活にマッチさせる
ため、これからも挑戦が続く。

（株）
真田製あん
金沢市京町 24 番 24 号
TEL. 076-252-7823

代表者
真田 慎吾
創 業
昭和 22 年 4 月
■ 資本金
1,000万円
■ 従業員数
7名
■ 事業内容
あん類製造販売
● http://www.ankofoods.co.jp
■
■

ISICO が香林坊大和（金沢市）の地下 1 階食品売り場で運営する「石川のこだわり
ショップ かがやき屋本店」は、3月4日でオープンから 2 周年を迎えました。かがや
き屋本店は、県内企業のアンテナショップとして「新商品を PRし、販促につなげる」
「消費者のつぶやきや評価を商品の改良に生かしてもらう」
「百貨店等のバイヤーと
マッチングを図る」といった役割を担っています。今回の巻頭特集ではかがやき屋を
活用し、販路の拡大や商品の改良に取り組み、成果を挙げている3 社を紹介します。

県産素材を使ったドーナツ
消費者の声で開発を加速
生産者を ISICO が紹介
「ドーナツという誰もが知っている
スイーツを通じて、石川県のおいし
い食材を知ってほしい」
。そんな思い
を胸に、
「金澤リッチモンドドーナツ」

者から仕入れたものだ。

能登から
駆けつけた人も
藪岡代表が、能登の

のブランド名でドーナツを製造、販

サツマイモなどを使っ

売するのはつなぎやの藪岡嘉子代

たベジタブルドーナツを

表だ。その言葉通り、仕込みに白山

PR しようと、かがやき屋本店を活

込む方法に変更したところ、食感

の伏流水を使うほか、能登のサツマ

用したのは昨年12月のことである。

や色合いを格段に向上させること

イモや中島菜、珠洲の大浜大豆や

ドーナツは通常、金沢市内の製造

に成功した。

ラベンダー、羽咋のハトムギ、能登

拠点で販売しているが、開店時間

今年 3 月の「かがやき屋本店 2

の塩など、県産の食材がふんだんに

は平日の 10 時から 14 時までと限

周年祭」では、ホワイトチョコを

使われている。

定的で、買いたくても買えない消費

かけたドーナツの上に、リンゴやイ

原料に使う農産物は規格外のも

者も多かった。かがやき屋本店に

チジクなど県産ドライフルーツをの

のを生で仕入れて調理。防腐剤や

出店中は、能登から駆けつけてく

せた「果 ざりどーなつ」をお披露

保存料は使わない。自身が子育ての

れる人もいて、藪岡代表は「うれし

目し、評判も上々だった。

真っ最中ということもあり、栄養価

くて、励みになった」と振り返る。

地元の食材をふんだんに取り入れたドーナツ。市内の製造拠点では常時
10 種類ほどが並ぶ。

か

現 在は ISICO の協力を得て、

試食を提供した際の消費者の

カジマート桜田店、めいてつ・エ

感想は、商品を改良する上で貴

ムザにも販路が広がったほか、今

農産物の多くは、ISICOが紹介

重なヒントとなった。例えば、サイ

年 3 月には東京・銀座にある石川

した生産者や ISICOが主催する受

コロ状に刻んだサツマイモをトッピ

県のアンテナショップ「いしかわ

注懇談会を通じて知り合った生産

ングしたドーナツは、以前よりもま

百万石物語 江戸本店」でのテス

んべんなくサツマイモが口に入るよ

ト販売にもチャレンジ。一層の業

う、その分量や製法を見直した。

績向上に期待が膨らむ。

が高く、子どもに安心して食べさせら
れるドーナツ作りを目指している。

また、納得いく出来にならず、か
がやき屋本店では試食の提供に
とどめていた中島菜のドーナツは、
「完成したらぜひ買いたい」という
消費者の声に鼓舞され、開発を加
速。それまで使っていたフリーズド
ライの中島菜ではなく、生のもの
開発、製造、販売を一手に担う藪岡嘉子代表。店
内の専用スペースで子どもを遊ばせながら仕事をして
いる。

をミキサーで細かくして生地に練り

つなぎや

金沢市三馬2-34 坂下ビル106
TEL. 090-8261-8153
代表者
藪岡 嘉子
創 業
平成 27年 6月
■ 従業員数
2名
■ 事業内容
ドーナツの製造販売など
● http://richmonddoughnut.wixsite.com/
kanazawa
■
■
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「かがやき屋本店」がオープン2 周年！

アドバイザーの協力得て
大手百貨店などに販路を拡大
こだわりを直接伝える好機

実際、よどがわの鈴玉は 10 個入
り 400 円（税込）と決して安くはな

菓子工房よどがわは、小松市郊

い価格である。しかし、それは北海

外の住宅街にある隠れ家のような

道産の甜 菜糖や化学合成飼料な

店である。看板商品の「鈴玉」は

どを餌としていない牛から搾った

さくっと軽い食感で、口の中ですっ

牛乳、清潔な農場で育った健康な

と溶け、和三盆糖の上品な甘さが

親鳥が産んだ卵、
「竹糖」と呼ばれ

広がるメレンゲ菓子だ。煎茶の入っ

る貴重なサトウキビから作った和

たクッキーに、加賀棒 茶や抹茶、

三盆糖など、おいしさはもちろん、

大手百貨店やこだわり商品を扱う

和三盆糖、ココアの粉末をまぶした

安全・安心にこだわった原材料を

スーパー、全国からおいしい商品だ

「 茶玉」も人気が高い。これら焼き

妥協せず、使っているからだ。健

けを集める食のセレクトショップへ

菓子のほか、ロールケーキやタルト

康に配慮し、化学合成した添加物

と販路を広げた。さらに、三越や

など生菓子も製造、販売している。

も一切使わない。こうした情報を消

家庭画報、婦人画報の通販用カタ

自店に加え、小松空港内の「空

費者に直接伝えることで、店の姿

ログにも掲載された。

の駅こまつ」など、数店舗に卸して

勢が深く理解され、ファン作りにつ

いるが、中でも有力な販路となっ

ながった。

ているのがかがやき屋本店だ。当
初は店頭での試食販売にも取り組
み、認知度向上に努めた。

てんさい

実家である丸八製茶場（加賀市）の茶房で提供する
ために菓子づくりを始めた淀川栄美子代表。菓子の
材料にも茶を取り入れている。

販路拡大に合わせ、創業以来、
着実に売り上げを伸ばしている。
小売店からの注文の増加に対応す

賞味期限を倍に延長

るため、大型のオーブンを導入した
り、袋詰め作業を外注化したりす
るなどして、生産体制を整えてき

「 店頭に立っていると価格が高い

また、ISICO のアドバイザーか

という声もよく聞きます。
でも、そん

ら「鈴玉や茶玉は賞味期限を伸ば

なときこそチャンスととらえ、菓子づ

すことができれば、さらに流通させ

「かがやき屋本店での情報発信

くりにかける思いを説明しました」

やすくなり、販路を広げることがで

にもっと力を入れ、小松の店舗に

と話すのは、淀川栄美子代表の夫

きる」と助言を受け、取り組みに着

足を運んでもらえるようにしたい」

で営業を担当する裕可さんだ。

手。熱を利用して袋の口を閉じる

と話す淀川代表。焼き菓子をきっ

シーラーをより高性能の

かけに、今後は自信作のロール

タイプに新調して密閉性

ケーキをはじめ、生菓子の販促に

を高めたほか、検査機関

も力を入れる考えだ。

ゆたか

た。

でにおいや風味の劣化、
微 生物の増 殖などにつ
いて試験を重ね、鈴玉は
60日、茶 玉は 40 日と従
来の倍に延長した。
そ の 後、ISICO の ア
ドバイザーの橋 渡しで、
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厳選した原材料を使って手作りした
「鈴玉」と
「茶玉」。加賀棒茶、
金沢・大野産醤油など地元の素材が味のアクセントに。

菓子工房よどがわ

小松市国府台 2-96
TEL. 0761-47-0883

代表者
淀川 栄美子
創 業
平成 24 年12月
■ 従業員数
3名
■ 事業内容
菓子の製造販売
■
■

「新商品を開発したが、なかなか市場が開拓できない」
「売れ行きが伸び悩ん

でいるので効果的にPRしたいが、どうすればいいか分からない」。そんな悩
みを抱える中小企業を後押しするのが、ISICOの販路開拓アドバイザーで

中小企業の総合支援センターとして、
経営課題の解決をサポートする ISICO。
幅広い支援メニューの中から
注目の取り組みをピックアップして紹介します。

す。首都圏等の専門小売店や高級スーパー、百貨店、通販会社といった販路

と県内企業をマッチングさせるほか、
売れる商品づくりに向けてアドバイスす
るなど、新商品の販促・改善活動をサポートしています。ここではISICOに所
属する販路開拓アドバイザー 4名を紹介します。

販路開拓アドバイザーが
ビジネスチャンスを拡大します！

飛び込みで
交渉する
行動力が持ち味

海外企業との
取引に精通。
輸出ならお任せあれ

じっくりと
人間関係築き、
こだわりの店に販路開く

東京の
アンテナ店に常駐。
首都圏での販路構築を支援

販路開拓アドバイザー

販路開拓アドバイザー

販路開拓アドバイザー

首都圏販路開拓アドバイザー

金森 紀夫

百貨店で店舗開発、営
業企画、販売促進などを
経験してきた。伝統工芸
品や食品などの多くの流
通ルートを有し、県内企業
の商品に対して、ターゲッ
トとなる客層を的確に見極
め、最適な販路をマッチン
グさせる。これまで取引の
ない販路でも、これはと思
う店には飛び込みで交渉す
る行動力が持ち味だ。企
業には商品を磨くのはもち
ろん、品質や表示、利益
率など、流通させる際のこ
とを考えながら開発してほ
しいと助言する。

遊佐 訓朗

ゆさ のりあき

大手エネルギー商社で
の勤務を皮切りに、ベトナ
ムに駐在したり、自動車
輸出企業の社長を務める
など、海外企業との取引
に精通し、海外に販路を
求める企業のサポートを得
意とする。スーパーや通販
の運営に携わるなど、食品
バイヤーとしての経験も豊
富だ。石川の人はシャイで
PR がうまくないが、どうす
れば自分たちの持っている
価値に気付き、アピールで
きるのか、一緒に考えてい
きたいと話している。

宮本 常徳

伝統工芸品や和雑貨の
販路開拓を得意とする。開
拓してきた販路には少人数
で運営している工芸ショッ
プや、こだわりの強い個
性的な店主が営む店も多
いため、誠実な取引をモッ
トーに、じっくりと時間を
かけて人間関係を構築する
よう心がけている。県内企
業が開発した商品のセール
スポイントを見つけ、販路
となる店の特徴や客層も考
慮しながら、売り上げを最
大化できるようマッチング
を図っている。

荒木 泰弘

石川県が東京・銀座に
設置するアンテナショップ
「いしかわ百万石物語・江
戸本店」に常駐。月 2 回
は石川に入り、企業の相談
に乗る。通販会社やこだ
わりの食品を扱うスーパー
など、200 件以上の販路を
開拓してきた。こうした販
路とのパイプを維持、強
化するため、月 1 回、バイ
ヤー向けのメールマガジン
を独自に発行。新商品や
その時期のおすすめ商品
を紹介するなど、新たな取
引に向け余念がない。

お問い合わせ
（公財）石川県産業創出支援機構 販路開拓課
TEL：076-267-1140
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1 ノウハウを積み重ね、欧米市場を開拓

細幅織物用織機を海外に展開
吉田機械のシャトル織
機。国内外の市場をにら
み、新製品の開発にも積
極的に取り組んでいる。

（株）吉田機械

http://www.yoshida-mc.co.jp
白山市乾町250番地

■代 表 者
■創
業
■資 本 金

TEL.076-276-2555

吉田 陽平
昭和17年4月
1000万円

■ 従業員数 15名
■ 事業内容 リボンテープ、織りネームなどの
細幅繊維製品専用機械の製造・販売

洋服などに付く織りネーム
（織物製
タグ）
やリボンテープといった幅50ミ
リ以下の細幅織物専用の織機を製
造・販売する吉田機械。ISICOのサ
ポートを得て、海外市場の開拓にい
ち早く乗り出しており、平成28年に
は出荷台数の8割以上を輸出が占
めるようになった。特に、近年は中国
やインドといったアジア市場だけでな
く、
ヨーロッパへの進出に力を入れ、
その地歩を着実に固めている。

CE マーキングを取得後、ITMA に出展。
吉田専務（左）の隣はパートナー契約を結
ぶイタリアの繊維機械メーカーのスタッフ。

繊維機械のオリンピックに出展
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繊維の専門家たちの耳目を集めた吉田機械の主力商
品は、
「シャトル織機」と言われるタイプだ。手織りの織

ファッションの流行発信地であるヨーロッパは、繊維

り機同様、縦糸の間に横糸を取り付けたシャトルを左右

業界における世界の中心だ。競争力を持った各国の繊維

に往復させながら織り込んでいく織機で、両端の仕上が

機械メーカーがしのぎを削る本場で、吉田機械は 2 年前

りがきれいで切断することなく使用できるため、肌触りよ

から本格的な販売事業を展開している。

く仕上げられる。さらに、同社では縦糸 1 本 1 本を制御

足がかりとなったのが、平成 27 年 11 月にイタリア・

するジャガード式のシャトル織機を得意としており、中央

ミラノで開催された世界最大規模の見本市「国際繊維機

部分だけに柄を入れるなど、細幅織物により複雑なデザ

械展（ITMA）」である。ITMA はヨーロッパにおいて

インを描けるのも特徴だ。

4 年に 1 度開かれる繊維機械のオリンピックと言われる

ただ、世界を見ると織機市場に占めるシャトル織機の

大舞台で、初出展をきっかけにイタリアやフランスから立

割合はわずか 1 割ほど。主流となっているのは、シャト

て続けに 4 台の織機を受注した。

ルを使わず、水などで 1 方向から横糸を飛ばし、高速化

「海外だけでなく、国内も
見据えた事業展開を続け
ていきます」と意気込む吉
田陽平専務。

きや決済の方法など、最初は分からないことばかりで本
当に苦労しました」。こう苦笑する吉田専務だが、何度も
日本と現地を往復しながら一から学び、積み上げてきた
ノウハウは、同社の大きな財産となっている。

したタイプだ。だ
が、体に触れる織
りネームや複雑な

社員の誇り、国内市場への PRにも

柄のものなど、シャ

海外市場開拓のメリットはまだある。世界でも十分に

トル織機でしかできない織物の市場は確実に存在してお

通用する技術力を確認できたことは、自社製品への自信

り、同社ではそんなニッチ市場に狙いを定めた戦略をとっ

となり、社員のモチベーション向上につながったという。

ている。

国内市場でも、繊維産業の中心地ヨーロッパでの販売実

活性化ファンドでCEマーキング取得

績が大きな宣伝効果をもたらした。
もちろん、世界市場の激しい競争の中では、現状に
安穏としていてはすぐに取り残されてしまう。同社では現

同社の織機は、ゆがみが少なく高精細に仕上げられ

在、製品そのものの付加価値を高めていく戦略を描いて

るため、ファッション用はもちろん、消防ホースや人工血

おり、これまでの海外ビジネスで生まれたネットワークを

管といった特殊チューブの製造にも使われているほどだ。

生かした一手を打っている。それが形となって現れたの

しかし、技術力だけでヨーロッパ市場で勝負できるわけ

が、ヨーロッパ進出を機に知り合った世界有数の繊維機

ではない。お披露目の場となる展示会への出展や現地で

械メーカー「ストーブリ」と共同開発した新モデルのシャ

のパートナー（代理店）探しとともに、同社にとって大き

トル織機だ。ISICO の展示会出展補助金を受けて昨

な課題となったのが CE マーキングの取得だった。

年 10 月に出展した中国・上海での国際機械繊維見本市

CE マーキングとは、EU（欧州連合）加盟国の安全
などに関する適合基準で、さまざまな製品にその規格の

「ITMA ASIA」で初めてお披露目し、その優れた性
能に来場者の注目が集まった。

取得が求められている。同社では、この取得にあたって

「今後も海外で積極的な展開を続けていきます。同時

ISICO の活性化ファンドを活用。外部コンサルタントを

に、国内に目を向けた活動にも力を注ぎます。例えば、

招くなどにより、平成 27 年 5 月に CE マーキングを取得

以前は繊維機械を修理・改良する店が各地にありました

した。同社の海外事業をリードする吉田陽平専務は、
「規

が、最近では減っています。織機メーカーとしての知識・

格を満たすには相応の費用がかかり、中小企業の中には

技術を生かし、その役割を当社が担うことで、国内の繊

二の足を踏むところも多いと思います。その点、ISICO

維産業を少しでも支えられればと考えています」と語る吉

のサポートが、ヨーロッパ進出の大きな後押しとなりまし

田専務。地域と世界、同社では培ってきた 2 つの視点

た」と振り返る。

で新たな一歩を踏み出している。

中国、インドの経験が生きた
もちろん、一足飛びでヨーロッパ市場に乗り出したわ
けではなく、同社では、国内繊維市場の縮小を背景に、
20 年以上前から少しずつ海外での販売実績を重ねてき
た。中国を皮切りに、インド、バングラデシュに進出。
中でも、ヨーロッパとのつながりが深く、古くから繊維産
業の盛んなインドでの経験は大きく、
「欧米の商習慣に
触れることができ、技術的にも学ぶ点が多かった」
（吉
田専務）という。
また、価格面でも優位性を保つため、商社を通さず、
海外と直接やりとりをしている点も特徴だ。
「輸出の手続

吉田機械のシャトル織機では、複雑なデザイン加工もお手のもの。
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2 海 外で の 実 演 販 売も好 調

ワッフル が 事 業 の 柱 に 成 長

（株）いわずみ

いわずみのワッフル。
写真は 5 月から台湾
そごうで販売をスター
トする新作だ。

能登町字神和住ア40 TEL. 0768-76-0031
■代 表 者
■創
業
■資 本 金

岩住 数雄
昭和37年4月
2,360万円

■ 従業員数 15名
■ 事業内容 菓子の製造販売

いも菓子で知られる能登町の菓子店「いわずみ」が作る
ワッフルが好評だ。自家製あんを挟んだり、能登の食材
を使ったりとオリジナリティにあふれるワッフルで、自社
店舗などで販売するほか、県内スーパーでの出張実演販
売に取り組み、売り上げを伸ばしてきた。近年では、県
外スーパーへの卸販売、海外百貨店での出張実演販売
をスタートするなど、さらに攻勢をかけ、今では同社の売
り上げの60％以上を占める主力商品に成長している。

年間100種類以上を販売
いわずみのワッフルは、ミルクやバターをたっぷりと使
い、手間ひまをかけて仕込んだ生地をカリカリに焼き上
げている。プレーンタイプのほか、生クリームやカスター
ドクリーム、自家製あんを挟むなどバリエーションは多彩
だ。

同社が能登町内に構える本店、神和住店での販売に
加え、毎週のように金沢市や白山市、野々市市などにあ
るスーパー 3、4 店で出張実演販売を行っている。

夏場の売り上げ確保に考案

例えば 3 月ならば、先に述べたものに加え、チョコ、

いわずみがワッフルを販売し始めたのは、約 8 年前に

粒あん、抹茶あん、チーズケーキ、メープルアーモンド、

さかのぼる。同社では当時、スーパーなどに出向き、大

りんご、キャラメルマキアート、ラムレーズン、ショコラ

判焼きの実演販売を行っていた。しかし、あんを使った

もちと実に 12 種類をライ

菓子は、夏場に売れ行きが悪くなる。そこで、従来の設

ンアップ。同社の岩住武

備を活用できて、夏場でも売れるものをと考え、たどり

広常務が「お客様を飽き

着いたのが岩住常務の好物であるワッフルだった。

させないよう、月ごと、季

岩住常務は試行錯誤の末に、表面はカリカリ、中はしっ

節ごとにどんどん入れ替え

とりとした食感で食べごたえがあり、バターの香りとコク

る」と話すように、年間を

のある甘みを感じられる生地を完成させ、実演販売を始

通すと約 100 種類のワッ

めた。しかし、味には自信があったものの、発売から半

自ら実演販売に立つこ
ともあるという岩住武
広 常 務。 海 外では休
憩する暇もないとか。
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フルが登場する。

年ほどはあまり売れなかった。そこで、岩住常務は店頭
で消費者の反応を確認しながら、生地作りに使う原料の
配合を見直したり、生クリームや生のフルーツをトッピン

グしたりと、少しずつ改良を加えていった。
その結果、売れ行きは次第に上向き、リピーターも増
加。懸案だった夏場に売り上げを確保できるようになっ

フルだ。現在、大手商社を経由し、イトーヨーカ堂、北
野エースなどに販路が広がっている。
こうした取り組みにより生産量が増加したことから、

たほか、季節を問わず売れる商品として人気が定着して

設備投資にも積極的に取り組んでいる。ISICO の設備

いった。

貸与制度を利用して包装機を設置したほか、急速冷凍

能登産素材を使って新商品も
おいしさが評判を呼び、ファンが増えてくると常連客か
らは「ギフト用にもっと日持ちするワッフルを作ってほし
い」との要望が寄せられるようになった。そこで平成 26
年に開発したのが「能登わっふる」だ。

庫、オーブンなどを増設。この春からはベトナム人の技
能実習生 2 名を採用するなど、生産体制を整えた。

海外では閉店まで大行列
いわずみのワッ
フルは海外でも人

赤崎いちご、柳田産ブルーベリー、松波柚子、能登

気を博している。3

大納言を使った自家製あんを包んだワッフルをそれぞれ

年前の香港そごう

の味に合うチョコレートでコーティングした4 種類のほか、

を皮切りに、昨年

奥能登塩田村の揚げ浜塩とチョコ、
ナッツを合わせた「能

からはシンガポー

登ソルティナッツ」、マルガージェラート（能登町）のゴー

ル伊勢丹でも実演

ダチーズとドライフルーツを使った「濃厚ミルクフルーツ」

販売する。今春か

がある。

らは出店先として台湾そごうも加わり、8 月までに海外だ

実演販売するワッフルの賞味期限は 2 日間だが、生ク

香港そごうで実演販売した際の様子。開店から閉
店まで客足が絶えない。

けで約40日間の出店を予定している。

リームや生のフルーツを使わない能登わっふるの賞味期

海外進出を決めた理由について、岩住常務は「少子

限は 30 日間と長くしたほか、新たにギフトボックスも用

高齢化が進むなか、企業を成長させるには販路拡大は

意した。
評判は上々で、
金沢駅やのと里山海道別所岳サー

必須。社内からは反対する声もありましたが、新しいこ

ビスエリア、加賀屋に置くことができたほか、ギフトや土

とにチャレンジしようと思いました」と話す。周囲の心配

産物としての需要を取り込むことに成功した。

をよそに、海外では 10 時の開店から 22 時の閉店まで、

さらに平成 27 年には活性化ファンドを活用し、
「金沢
あんふれーば」を開発した。これは県外の小売店へ卸

行列が絶えない人気ぶりで、国内での実演販売に比べ、
倍以上の売れ行きを記録している。

販売するために企画した商品で、能登わっふるにも使用

県内での実演販売にとどまらず、ギフト用・卸販売用

している 4 種類に加え、能登金時、大浜大豆を練り込

商品の開発、海外での実演販売と、業容を拡大させるこ

んだ自家製あんをサンドし、チョココーティングしたワッ

とでワッフル部門の成長は著しく、今や同社の売り上げ
は 5 年前の 1.5 倍となり、その 60％以上をワッフルが占
める。
一層の飛躍を目指し、現在計画するのはギフト用商品
の海外販売だ。しかし、国内で販売しているワッフルを
そのまま輸出するのは難しい。というのも、日本よりも暑
い国々ではチョココーティングが溶けやすいためで、チョ
コの代わりにチョコ味のようかんを使うなど、解決策を模
索している。
一方、産学官連携も視野に、イースト菌の代わりとなる
石川独自の菌を使って、旨味のあるワッフルの開発に取り
組むなど、岩住常務は失敗を恐れず、前向きに挑戦する

県外のスーパーなどへ卸販売する「金沢あんふれーば」。赤崎いちごなど能登産素
材を使用する。

気持ちを胸に、時代を生き抜くヒントを探り続けている。
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I S I C O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。
各種支援制度の利用者に聞く

はなむらさき

山中温泉にある「花紫」は、四季折々の渓谷
美を楽しめる鶴仙渓のほとりに建つ温泉旅館
である。宿泊客が約50種類のメニューから好き
な料理を組み合わせることができる「アラカルト
懐石」など、独自性の高いサービスで人気の旅館
だ。建設から30年余りを経過したことから、
近年
ではI S I CO の専門家派遣事業を活用し、設備
の簡易診断を受けたほか、さらなるサービス向上
と高品質を保つために新しくいくつかの機器を
更新してお客様に快適な空間を提供している。
伝統を守りながら、現代のニーズに応じた旅館づくりに腐心する山田仲子
社長
（左）と山田耕平経営企画室長。

設備診断を契機に修繕計画を策定

設備貸与制度を使ってボイラーを更新
「アラカルト懐石」で
料理を選ぶ楽しみ

一人当たり100ポイント分のメニュー

ンとチェックアウトの時間をともに12

を選ぶことができる。
「 せっかく北陸

時に設定し、最長で24時間滞在でき

に来たのだから」と海の幸を中心に

るようにした。

花紫は、明治35年創業の老舗旅館

したり、食べ盛りの方や魚が苦手な方

こうした取り組みが奏功し、リピー

で、客室数は27室と小規模だが、他の

は肉料理をメインにしたりと、おいし

ターも多く、中には、毎月宿泊する常

温泉旅館とはひと味違ったサービス

さはもちろん、選ぶ楽しみを提供する

連客や通算100回以上泊まったとい

で差別化を図っている。

ことで、好評を博している。

う熱烈なファンもいるほどだ。旅行サ
イトでは高評価がずらりと並ぶほか、

その一つが「アラカルト懐石」と称

このアラカルト懐石は12年前に花

した夕食である。温泉旅館の夕食と

紫が日本旅館で初めて取り入れた食

観光経済新聞社が認定する「5つ星

言えば、あらかじめ内容が決まってい

事スタイルだ。執行役員の山田耕平

の宿」にも14年連続で選ばれている

るのが一般的だが、
アラカルト懐石で

経営企画室長は「“ マーケットイン”よ

など、評判は上々だ。

は月替わりで50種類ほどのメニュー

りも、もっと宿泊客のニーズに密着し

また、従来は関西からの宿泊客が

を用意し、その中から宿泊客一人一人

た“ユーザーイン”の考え方でご提供

主流だったが、平成27年の北陸新幹

がそれぞれの好みで料理を選んで食

しております」と話す。

線開業後は関東からも急増し、今で

べられるようになっている。
例えば、
「能登寒ブリの造り」は25
ポイント、
「加賀野菜の天ぷら」は15ポ

100回以上泊まる
熱烈なリピーターも

イントといったように、各メニューには

ほかにも、宿泊客に時間を気にせ

ポイントが付けられており、宿泊客は

ずにくつろいでもらおうと、チェックイ
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は関西からと同じほどの人数が訪れ
るようになった。ほか、台湾やシンガ
ポール、香港など、個人の外国人旅行
者も増えている。

空調設備を更新
省エネ性もアップ

建屋および設備等の簡易診断を受

招待する若い社員が多いことです」

け、これを契機に中長期的な改修計

と顔をほころばせる山田社長。その

画を策定した。これによって、前もっ

ため、福利厚生の一環として社員の

昨年8月には館内の食事処「ステ

て資金を準備できるほか、毎年の修

家族が宿泊する際の割引制度を新た

イダイニングにほん」の一部を改装

繕・更新費用を平準化できるメリット

に設けた。

し、加賀水引を取り入れた空間にリ

もある。

人材を確保し、温泉旅館ならでは

ニューアルするなど、ハード面の整備

改修の第一弾として、平成28年に

のきめ細かなサービスを維持する一

にも余念がない。しかし、オープンか

はボイラーを更新。これにもI S I C O

方、食器洗浄機を導入するなど、宿泊

ら既に30年余りが経過したことから、

の設備貸与制度を活用した。

客の目に触れない面の効率化も進め

経年劣化している部分もある。
実際、平成26年には長年使用して
きた空調用熱源設備
（チラー）が故障

採用活動も順調
平均年齢が5歳若く

ている。
「顧客満足度の向上にこだわり続
け、さらなる高みを目指していきたい。

したことから、I S I C O の設備貸与

山田社長の後継者である山田経

そのためには、既成概念にとらわれ

制度を活用し、
更新した。女将の山田

営企画室長が花紫に入社した3年前

ず、お客様に喜んでいただけるサービ

仲子社長は「予期せず交換すること

からは、社内的にもさまざまな改善・

スで “ 明日への元気の源 ”を提供して

になったのですが、迅速に対応してく

改革が進んでいる。その一つがウェ

いきたい。」
（山田経営企画室長）
。花

れたので助かりました。以前、使って

ブを使った採用活動の本格化だ。

紫は、これからも温泉旅館業界に新

いた設備に比べると省エネ性もアップ

人手不足で頭を悩ませている旅館

していて、コストダウンにもつながりま

も多い中、ウェブ活用に本腰を入れて

した」と笑顔で話す。

以降、採用活動は順調に進んでいる。

旅館の魅力を維持、向上させてい

「高いレベルのおもてなしを勉強した

くとともに、いきなり設備が故障して、

い」と全国から応募してくる人も少な

修繕・更新費用が経営を圧迫するよ

くない。その結果、社員に占める20代

うな事態を避けるためには、設備の

の割合は3年前の10％台から40％台

ライフサイクルを考慮しながら、計画

へと増え、平均年齢も約40歳から5歳

的にメンテナンスを行うことが必要

も若返った。

だ。そこで花紫では、平成27年度に

「 うれしいのは、自分の職場や働き

I S I C O の専門家派遣事業を活用し、

ぶりを見てもらおうと、旅館に家族を

風を吹き込む存在として、注目を集め
続けるに違いない。

（株）山田屋（山中温泉 花紫）
加賀市山中温泉東町1丁目ホ17-1
TEL.0761−78−0077
■
■
■
■
■
●

代 表 者 山田 仲子
創
業 明治35年
資 本 金 1,500万円
従業員数 80名（パート含む）
事業内容		 温泉旅館業
http://www.hana-mura.com

27室ある客室は、どこも上質なしつらえ。すべての部
屋が鶴仙渓に面している。

約50種類のメニューの中から好きな料理を組み合わせる
「アラカルト懐石」の一例。

最上階に設けられた露天風呂。眼下には鶴仙渓の四
季折々の絶景を眺められる。
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石川のこだわりショップ かがやき屋本店

中小企業の海外販路開拓を後押し

★売れ筋ランキング★

インターネットを活用した海外市場開拓セミナー開催

ISICO は 2 月 8 日、石川県地場産業振興センター研修室で、
「インターネットを

活用した海外市場開拓セミナー

第

1位

〜独身の日などで話題のアリババが提供する中

小企業向けの BtoB サービス〜」と題して、セミナーを開催しました。海外市場開

拓の必要性や中小企業が取るべき海外販路開拓手法、成果をあげるために知って
おくべき成功要因などについて、事例を交えながらわかりやすく説明しました。参
加した受講者は熱心に耳を傾け、メモをとる姿も多く見られました。

県外移住者の雇用に要する経費の80％を支援！
（上限300万円/人）

胡麻煉羹

（株）
金沢壽屋

精進料理の老舗が厳選した食材から織りなすこ
れまでにない逸品。

第

2位

「産業競争力強化に向けた高度専門人材獲得促進事業」のご案内

県内各業界団体では、新分野進出や新製品

の開発等、企業の成長に向けた取り組みを強化
するため、製造や営業等の現場において必要な

中核となる県外から移住してきた人材の確保を
支援します。
対

象 県内企業（鉄工･ 繊維 ･ 食品 ･IT）

くるみのおやつ

大畑食品（株）

カリッと香ばしく、サクッとやわらか食感で、素
材の美味しさが絶品。

第

3位

※対象業種については、下記までお問い合せください。

定

員 50 人程度（1 社 2 名まで）
※ UI ターン者に限る

補助内容 補助額 3,000 千円／人（補助率 8/10）
補助期間 採用日から起算して
6 カ月間（年度またぎ可）

対象業種など問い合わせ先・お申し込み先
募集要項や様式については、以下の団体のホームページから入手可能です。

米蜜ビスケット

北陸製菓（株）

懐かしい味わいでからだにやさしく、ついつい
手が伸びるお菓子。
上記以外にも、地元のこだわり商品を
多数取り扱っております。
ぜひ、お立ち寄りください！！

●（一社）石川県鉄工機電協会……………………………………………TEL.076-268-0121
●（一社）石川県繊維協会…………………………………………………TEL.076-267-2171
●（一社）石川県食品協会…………………………………………………TEL.076-268-2400
●（一社）石川県情報システム工業会……………………………………TEL.076-267-4741

平成 29 年工業統計調査を実施します
工業統計調査は、国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統
計法に基づく報告義務がある重要な統計調査です。
調査結果は、中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策の
ための基礎資料として利活用されます。

FAX

調査時点は、平成 29 年 6 月 1 日です。
調査票へのご回答をお願いいたします。

経済産業省・都道府県・市区町村

［発行月］平成29年3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

