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ヘルシーカレーなど4タイプ
　

　小松市農業協同組合（JA 小松市）で

は活性化ファンドの助成金を利用して

初めて 6 次産業化にチャレンジした。

その第一弾となったのが平成 21 年から

販売する「おいしいトマトでつくった

カレー」である。

　これは小松産のトマトを使ったレト

ルトカレーで、水を一切使わず、トマ

トの水分だけで作っているのが特徴だ。

トマトのほどよい酸味とカレー本来の

スパイシーな辛さのバランスが絶妙な

味わいとなっている。

　ラインアップはトマトの酸味を生か

しながらコクのある味わいの「マイル

ド」のほか、肉の代わりに大豆を入れ

てカロリーを抑えた「ヘルシー」、加賀

丸いもや大麦など地元の素材をふんだ

んに使った「プレミアム」、29 種の焙

煎スパイスで煮込んだ本格派の「国産

ビーフの熟成トマトカレー」と 4 種類

を展開している。

　販路は JA 小松市の直売所「JA あぐり」

のほか、「道の駅こまつ木場潟」、JR 金

沢駅構内の「A ガイヤ」、小松空港の売店、

県内のスーパー、石川県が東京・銀座

に開設するアンテナショップ「いしか

わ百万石物語・江戸本店」などに広がっ

ている。

例年7万食を販売
　

　そもそも小松市は年間約 1,400 トン

の出荷量を誇る北陸三県一のトマト産

地である。しかし、約半数が関西に出

荷されていることもあり、地元での認

知度は低かった。

　そこで、認知度アップを目指した JA

小松市が平成 19 年に開催したのが「と

まとまつり」で、イベントの一環として、

生産者が普段食べているトマト料理の

試食会を企画した。「好評だったのがト

マトカレーでした。これならば PR に最

適だと商品化に乗り出すことになりま

した」（営農企画課の北口則子さん）。

　とはいえ、JA 小松市が商品開発に取

り組むのは初めて。調理設備もなく、

当初は県立翠星高校の施設を利用して

試作し、JA あぐりで試験的に販売する

ことからスタートした。

　トマトカレーは作った分がすぐに売

り切れるほど好評だったが、加工技術

は未熟で販売量の増加に対応できず、

また、小ロットの生産を引き受けてく

れる加工業者も見つからなかった。

おいしいトマトで
つくったカレー
水を一切使わず、小松産トマトの
水分だけで作ったカレー。一袋に
つき中玉サイズのトマト 1 個を使
用する。地元で採れたニンジンや
タマネギのほか、隠し味としてサ
ツマイモも入っている。トマトの
酸味が効いており、思わずリピー
トしたくなる味わいだ。価格は 1
食 432 〜 540 円（税込み）初の6次産業化に

チャレンジ
酸味の効いた
トマトカレーが好評

小松市農業協同組合
CASE 01

小松市農業協同組合
小松市上小松町丙 252
TEL. 0761-22-5111
　● 代  表  者 西沢  耕一
● 設　　立 昭和 47 年 3 月
● 出  資  金 16 億円
● 従業員数 347 名
● 事業内容
　 信用、共済、購買、販売事業
　http://www.ja-komatsushi.or.jp
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活性化ファンド採択メニュー
・平成 21 年度　農商工連携事業（食品加工ビジネスモデル構築支援）
・平成 27 年度　産業化資源活用事業（海外展開支援）



　そこで、JA 小松市では活性化ファ

ンドを活用して、ISICO の支援のもと、

製造では桃宝食品（小松市）、成分分

析では北陸学院大学と協力する連携体

制を構築して生産を本格化。吉本武司

営農企画課長補佐は「平成 22 年にオー

プンした道の駅こまつ木場潟では、地

場農産加工品の目玉として注目され、

食品産業センター主催の平成 22 年度

優良ふるさと中央コンクールで農林水

産大臣賞を受賞することができまし

た」と笑顔を見せる。

　平成 23 年には国の 6 次産業化法事

業計画認定を受け、原料となるトマト

をカットして冷凍貯蔵しておく一次加

工施設を整備し、年間を通して計画的

に生産できる体制を整えた。この結果、

初年度に約 2,000 食だった販売量は急

増し、現在では毎年 7 万食を販売する

ヒット商品として定着した。

開発専門の部署を立ち上げ
　

　トマトカレーのヒットをきっかけ

に、地元の農産物を生かした商品化を

進めるため、JA 小松市では 6 次産業

化プロジェクトを立ち上げ、昨年から

は営農企画課として格上げし、8 人の

職員を配置した。現在までに「竹の子

ごはんの素」「トマトカレーおかき」「こ

まつむぎ茶」「加賀丸いも焼酎」など、

精力的に開発を続けている。

　また、トマトやニンジン、カボチャ、

大麦といった農産物のピューレを市内

のベーカリーや菓子店に販売してい

る。トマトだけをとってもゼリー、ジャ

ム、ソースなどに利用され、小松産の

農産物で特産品を作ろうという機運の

盛り上げに一役買っている。

　平成 27 年にはこうした加工品を海

外で展開しようと、ロンドンのスー

パー 3 店でトマトカレーとご飯をセッ

トにした商品の販売をスタートした。

イギリスでもカレーはなじみのある味

だが、日本の約 3 倍と価格が高い上、

ルーをご飯にかけて食べる習慣がない

ことから、今年 4 月以降はソースとし

ての利用を見込み、ルーのみを価格を

下げて販売する計画だ。

　今年 1 月からは東京にある外国人

がよく利用するスーパーでもトマトカ

レーの販売をスタート。白山喜久営農

企画課長は「海外で人気が出れば、こ

れが話題になって、国内での販売がさ

らに伸びることを期待している。ま

た、日本へ訪れる外国人客も取り込み

たい」と話す。

年間24トンを買い取り
　

　トマトカレーに使われているのは、

味に問題はなくても、形がいびつだっ

たり、傷が付いていたりして出荷でき

ない規格外品である。こうしたトマト

はこれまで廃棄されてきたが、JA 小

松市が買い取ることで、農家の所得向

上につなげている。ちなみに、平成

28 年に買い取った規格外トマトの量

は 24 トンと当初の 8 倍に上っている。

　また、かつては廃棄されたトマトが

畑の隅に山積みになっていたが、JA

小松市が買い取るようになってから

は、そうしたこともなくなり、地域住

民から景観がよくなったとの声

も寄せられる。

　そのほか、箱詰め作業は地元

の福祉施設で行っており、雇用

の創出にもつながっている。

　6 次産業化の狙いについて、「少

しでも農家の人に喜んでもらっ

て、意欲的に農業に取り組んで

もらうきっかけになれば」と話

す白山課長。JA 小松市の旗振り

で、小松の農業はますます元気

になるに違いない。

海外展開を見据え、英国コマツの家族参観日に開かれた
トマトカレーの試食会。イギリス人にもおいしいと評判
だった。　

写真左から営農企画
課の吉本武司課長補
佐、白山喜久課長、
北口則子さん。トマ
トカレー開発の中心
的メンバーだ。

成功のエッセンス

■ 小松の特産品を活用して商品開発

■ 農商工連携や加工施設の整備で量産体制を確立

■ 農家の所得向上、地域の雇用創出に貢献
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最新機器でよりおいしく
　

　四十萬谷本舗が平成 22 年に活性化

ファンドを活用して開発した「能登い

か野菜づめ」の売れ行きが好調だ。こ

れは、能登町の小木港で水揚げされた

イカに金時草やニンジン、キャベツを

詰め、糀
こうじ

で漬け込んだ商品だ。甘酢味

からスタートし、現在はキムチ味、カ

レー味の 3 種類をラインアップする。

　調理の要となっているのが、活性化

ファンドの助成金で導入した大型ス

チームコンベクション（電気式蒸気加

熱調理機）だ。この機械でイカを蒸す

ことにより、ゆでた場合に比べ、柔ら

かくぷりぷりとした食感に仕上がる。

　また、平成 26 年に発売した「塩 糀
こうじ

炙
あぶ

り」も好評を博している。こちらは

ブリや本マグロ、能登産のフグを自家

製の塩糀で漬け込んだ後、表面を火で

あぶった商品だ。塩糀によって引き出

された魚の旨みやあぶりの香ばしさが

際立つ逸品である。

　商品化に際して活躍するのが、活性

化ファンドの助成金で設置したプロト

ン凍結機だ。この機械では、冷凍時に

細胞の破壊を最小限に抑え、解凍時に

素材から旨み成分が流れ出るのを防い

でくれるため、新鮮な状態のおいしさ

や食感を維持できる。

漬物の伸び悩みを補う存在に
　

　四十萬谷本舗と言えば、かぶら寿し

に代表される漬物の老舗である。その

四十萬谷本舗がこうした従来の漬物と

はひと味違った商品を開発する背景に

は、漬物市場の縮小がある。

　四十萬谷正久社長によれば、この

15 年間で国内の漬物市場は 5,000 億

円から 3,000 億円に縮小し、同社でも

売り上げの伸び悩みに直面した。そこ

で開発したのが「能登いか野菜づめ」

や「塩糀炙り」というわけだ。

　開発にあたっては 140 年以上にわ

たって培ってきた漬物の技術がしっか

りと生かされている。例えば、「能登

いか野菜づめ」では、まず、野菜を軽

く塩漬けし、イカに詰め込んで、さら

に「いしり」を加えた合せ酢で漬け込

む。こうすることで、熟成して旨みが

増し、味もまろやかになるのだ。

　これらの商品は、同社の直営店や

ネットショップ、金沢市内や首都圏の

百貨店で販売されている。現在では同

社の売り上げの約 14％を占めるま

でになっており、漬物の伸び悩みを

補い、会社の成長の新たな牽引役と

なっている。

遊休地を活用して農業参入
　

　もちろん、主力である漬物でも新た

な手を打っている。その一つが今年か

らスタートさせる「かぶら寿し」の通

年販売である。

　かぶら寿しは冬の味覚として知られ

るが、北陸新幹線の開業以降、金沢を

訪れる観光客から冬以外の季節でも食

べたい、購入したいとの要望が数多く

寄せられるようになった。そこで、同

社では契約農家の協力のもと、夏場に

四十萬谷本舗が運営
する農場。現在は主
に専従社員 2 名が管
理している。

能登産のふぐを湯引
きした後、自家製塩
糀に漬け込んだ「ふ
ぐ塩糀炙り」。

成功のエッセンス

■ 長年培った発酵技術と地元の素材を
　 組み合わせて商品開発

■ 鮮度の維持、食感の向上を実現するため
 　最新機器を導入

■ 農業参入で農作物への理解深め、栽培技術を高度化

（株）四十萬谷本舗
金沢市弥生 1 丁目 17-28
TEL. 076-241-4173
　● 代  表  者 四十萬谷 正久
● 設　　立 明治 8 年
● 資  本  金 3,000 万円
● 従業員数 42 名
● 事業内容 漬物、味噌、醤油、
 佃煮、製造販売業
　http://www.kabura.jp/

漬物の技術を応用した
新商品が続々
会社発展の新たな
牽引役に成長

四十萬谷本舗
CASE 02

活性化ファンド採択メニュー
・平成 20 年度　農商工連携事業（農業参入ビジネスモデル構築支援）
・平成 22 年度　農商工連携事業（一次加工施設整備支援）

4



もカブラを収穫できるように生産体制

を整えたのだ。

　本来、冬に収穫するカブラを、夏に

収穫できるよう栽培するには高い技術

が要求される。これを可能とした要因

の一つは同社が運営する自社農園で

ある。

　四十萬谷本舗では平成 21 年に農業

に参入。現在は金沢市内と白山市内の

2 カ所に 1.2 ヘクタールの農地を借り、

カブラをはじめ、キュウリやナス、季

節に応じてヘタ紫なすなど加賀野菜も

栽培する。参入時には活性化ファンド

の助成金も利用した。

　「もちろん今でも原材料の多くは契

約農家から仕入れています。ただ、品

質やサイズ、数量、収穫時期など、私

たちは契約農家に対し、さまざまな要

望をするわけですが、一方的に口を出

すだけでなく、私たちも同じ苦労をし

て、自分たちが使う野菜についてもっ

と勉強したいと考えて、農業に取り組

み始めました」（四十萬谷社長）

　もちろん、当初は苦労の連続で、雑

草と作物の芽の見分けが付かず、大切

な芽をすべて取ってしまうなどの失敗

もあったが、年々栽培面積や栽培品目

を拡大させた。

　また、メーカー自らが泥にまみれて

悪戦苦闘する姿勢を示したことで、契

約農家が共感し、積極的に協力して

くれるようになり、栽培技術の向上

が実現し、夏の収穫が可能となった。

　通年販売によって、経営の大黒柱で

あるかぶら寿しの売り上げをさらに伸

ばすとともに、将来的には海外での販

売も視野に入れている。

「ABC」を組み合わせて新商品を
　

　新商品開発や農業参入を進める際

に活用した活性化ファンドについて、

四十萬谷社長は「資金が潤

沢ではない中小企業はなか

なか投資に踏み切ることが

できず、アイデアを具現化

することができないが、助

成金のおかげで思い切って

チャレンジすることができ

た」と振り返る。

　これからも「A」（Agriculture

／農業）、「B」（Biotechnology

／発酵技術）、「C」（Culture ／食文化）

を経営の三大要素に据え、「これらの

要素が重なり合った分野で商品を開発

することで事業を発展させたい」と意

欲を燃やす四十萬谷社長。老舗ののれ

んを守りつつ、どのように消費者の

ニーズや今の時代の味覚にマッチした

新商品を生み出していくのか。これ

からの取り組みにも大いに期待が高

まる。

能登いか野菜づめ
柔らかくぷりぷりとしたイカとシャキシャ
キとした野菜の食感によるハーモニーが特
徴。隠し味として能登特産のいしりが使わ
れている。写真は一番人気の甘酢味とピ
リッと辛いキムチ味で、このほか「子ども
たちにも食べてほしい」とカレー味もライ
ンアップする。切り分けて、そのまま食べ
られるのも便利だ。

写真左）明治 8 年に創業
した老舗漬物店ののれん
を守る四十萬谷正久社長
と妻の直美さん

写真右）活性化ファンド
の助成金を活用して導入
したプロトン凍結機。
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五凛
純米生酒「石川門」

石川県農業総合研究センターが
17 年の歳月をかけて開発した酒
米「石川門」は純米酒に適して
おり、香りが穏やかな金沢酵母
と相性もいい。

米に麹菌を繁殖させて「麹」を造る

「五凛は、販売する場
所を限定し、プレミア
ム感を演出している。
徐々に生産量を増やし
ていきたい」と語る徳
田耕二常務
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「食」に寄り添う日本酒の開発
新たな需要を掘り起こし

車多酒造 
CASE 03

活性化ファンド採択メニュー
・平成 21 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・平成 28 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）

日本酒のエントリーモデルを
　

　老舗酒蔵として 190 年を超える歴

史を持つ車多酒造。同社を代表する銘

柄は、何と言っても日本酒「天狗舞」

である。しっかりと酒米を熟成させた

ことによるとろりとした味わいには深

みがあり、愛好家たちを魅了してきた。

　しかし、近年は若年層などを中心に

日本酒離れが進んでいることから、ま

ずは飲んでもらうことが大切だと考

え、平成 19 年に発売したのが新ブラ

ンド「五
ご

凛
りん

」である。

　五凛は「なめらかなのど越し」「旨い」

「飲み飽きしない」を三大コンセプトに

しており、日本酒を飲んだことがない

人たちへのエントリーモデルとして開

発。酒米については、山田錦などの最

高品質のものを用いた。あえて熟成さ

せず、搾りから 2 ～ 3 カ月で出荷する

のが特徴で、フレッシュさを全面に押

し出し、若者らの味覚に合った食中酒

に仕上げた。五凛には 6 銘柄があり、

さらっとした飲み口と気軽さがうけて

評判も上々で、10 年前の発売当初に

比べて出荷量は 2 倍に増えている。

　また、この五凛は、平成 27 年 12

月から平成 28 年 2 月まで、全日本空

輸の国際線ファーストクラスで提供す

る酒として採用された。上質な酒であ

るのに加え、五凛という商品名から 3

年後の東京五輪を乗客にアピールでき

ると評価されたという。このラベルデ

ザインについては、特別にファッショ



ンデザイナーのコシノジュンコさんに

依頼した。積極的に外国人観光客らに

売り込むことで、海外でも徐々に評判

を高めている。

“オール石川”で酒造り
　

　五凛の 6 銘柄の中でも、純米生酒「石

川門」は石川県が開発した酒米「石川

門」を「金沢酵母」※ で醸した “ オール

石川 ” の酒だ。開発や販路開拓には活

性化ファンドを活用した。

　近年、各種コンクールでの評価を意

識して華やか過ぎる香りを生み出す酵

母菌が主流を成しているが、金沢酵母

の香りはバナナやメロンに近く、あっ

さりとして軽いのが特徴だ。また、飲

み口はすっきりしており、比較的淡い

味付けの料理によく合う。

　ただ、石川門という酒米は、他の酒

米よりもろみで溶けやすく、製造の際

には溶けすぎないよう細心の注意を払

いながら、作業を進める必要がある。

それだけ作り手の技術が問われるのだ。

　試行錯誤を経て平成 22 年 2 月から

発売し、今年で 8 年目を迎えた。酒販

店や飲食店などからの予約が入るよう

になり、年間 2,000 ～ 2,500 リットル

を生産するまでになった。

　生酒であるため流通は国内に限られ

ているほか、酒米の入手が困難である

ことから生産量を増やしていけないの

が課題だ。それでも、地元産にこだわっ

た商品をつくりたいとの思いがある。

徳田耕二常務は「素材産地にこだわっ

たワインを作るワイナリーのように、

日本酒も原料となる米がどこで作られ

たのかは大事な要素だ。地元の米を使

うことで物語性が生まれ、海外での競

争力を生み出す」と、その理由を語る。

10年後に海外比率10％に
　

　国内とは対照的に、海外では和食

ブームなどを背景に日本酒の人気が高

まっている。車多酒造でも五凛をはじ

めとした自社商品の海外の需要開拓に

取り組んでおり、車多一成社長が自ら

先陣を切って売り込んでいる。

　主な取引先は中国やアメリカのほ

か、台湾、香港、シンガポール、タイ、

韓国などだ。特にシンガポールでは、

富裕層へのアピールに成功し、売り上

げを順調に伸ばしている。

　車多社長は「海外での売り込みは人

と人とのつながりが重要であり、評

判のいいレストランなどを紹介して

もらって同行営業するのが基本。ま

た、輸入業者などの売り手に自社商

品を理解してもらわなければならな

い」と話す。

　東南アジアで順調に販路開拓を進め

る一方、イギリスやフランスなどワイ

ン文化圏のヨーロッパへの輸出はこれ

からだ。というのも、これらの地域で

は日本酒の認知度が高くないからだ。

日本酒を広めるため、毎年イギリスな

どを訪れ、見本市に出展するなどして

いる。

　フランスのワインの輸出量が 30％

以上を占めているのに比べ、日本酒の

輸出量は 3％とまだまだ低い。車多社

長は海外での日本酒販売の伸びしろは

まだあると分析しており、「人口が減

少する国内では、日本酒の需要増加は

あまり期待できない。現在、海外の売

り上げは会社全体で 5 ～ 6％だが、五

凛と天狗舞の両輪で 10 年後には 10％

にしたい」考えだ。

日本酒成分が肌に効果
　

　平成 26 年春から、同社では日本酒

の醸造に関連した新規事業として、美

容事業に乗り出している。

　昔から日本酒を仕込んでいる杜氏の

肌つやがいいことは知られている。そ

の肌の美しさに関わるのが、日本酒に

含まれる天然由来の保湿成分「α−エ

チル− D −グルコシド（α− EG）」であ

る。そのα− EG 研究の第一人者であ

る金沢工業大学の尾関健二教授と徳田

常務が白山菊酒認証審査委員であるこ

ともあり、美容事業に乗り出すことに

なった。

　尾関教授が研究を進めたところ、α

− EG には保湿だけでなく、さらなる

効果があることが分かった。そこで、

活性化ファンドを活用し、α -EG を多

く含む純米酒を利用した新規商品の開

発に取り組んでおり、平成 29 年度中

には市場に投入する予定である。徳田

常務は「日本酒は日本を代表する “ 国

菌 ” である麹菌と複雑な発酵を経てで

きたものであり、多くの機能性成分が

含まれていると推測できる。多くの

人々に日本酒の良さを知ってもらいた

い」と語る。

車多酒造の日本酒は海外でも人気が高い

成功のエッセンス

■ 地元産の食材を使って
　 物語性を生む

■ 将来を見越して
　 海外需要を掘り起こし

■ 新たな分野に恐れずに挑戦

7

（株）車多酒造
白山市坊丸町 60-1
TEL. 076-275-1165
　● 代  表  者 車多一成
● 創　　業 文政 6（1823）年
● 資  本  金 1,000 万円
● 従業員数 32 名
● 事業内容 清酒の製造、販売
　http://www.tengumai.co.jp/

※北陸の地で伝えられてきた独自の酵母で、
生成される酸が少ないためきれいな味の仕上
がりとなり、吟醸酒本来の香りを生むのに適
している。
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ナマコと珪藻土、和倉の湯を配合
手荒れを防ぐ石けんが女性に人気

肌の透明感がよみがえる
　

　「このわた」や「干くちこ」

など、七尾湾で獲れたナマコで

珍味を製造する「なまこや」に

とって、新たなヒット商品と

なっているのが活性化ファンド

の助成金を使って開発した化粧

石けんだ。

　この化粧石けんには、ナマコから抽

出したエキスと能登産の珪藻土、和倉

温泉の源泉水が配合されている。ナマ

コに豊富に含まれているコラーゲンや

セラミドといった成分が肌に潤いと弾

力を与え、サポニンの発泡作用が汚れ

をしっかりと浮き上がらせる。また、

珪藻土の中にあるモンモリオナイト成

分が毛穴に詰まった汚れや余分な角質

を吸着する。

　ラインアップは、無香料の「ナチュ

ラルベージュ」とミントの香りの「マ

リンブルー」の 2 種類。七尾市内に

ある自社店舗やネットショップをはじ

め、能登空港、能登食祭市場、めいて

つ・エムザ、石川県観光物産館、金沢

百番街、石川県が東京・銀座で開いた

アンテナショップ「いしかわ百万石物

語・ 江戸本店」で常時販売するほか、

全国の百貨店で開かれる催事にも出店

する。

　「しっとりと洗い上がる」「肌の透明

感がよみがえる」と好評で、平成 22

年の発売以来、売れ行きは右肩上がり

だ。愛用する女性も多く、ネットショッ

プでのリピート率は実に 85 ～ 90％を

誇る。口コミで評判が広がり、最近で

は仕事中に手を洗うことが多く手荒れ

に悩む看護師からの注文も多い。

店頭で効果を実感して購入へ
　

　「ナマコの漁期は冬です。珍味作り

は厳しい寒さの中、冷水に手をひたし

ながら作業をするのですが、職人の手

は荒れることもなく、すべすべとして

いるんです。これは何かナマコに秘密

があるのではと思いました」。開発の

きっかけについて、こう話すのは園山

芳生専務だ。ナマコの秘密を解明しよ

うと、金沢大学で成分を分析したとこ

ろ、コラーゲンなど天然の保湿成分が

たっぷりと含まれていることが分か

り、商品化に向けアクセルを踏んだ。

　活性化ファンドの助成金を使った試

作開発期間では、当初ナマコの生臭さ

が際立ったが、能登特産で消臭効果に

優れる珪藻土の粉末を配合することで

解決した。さらに地域色を強く打ち出

そうと、塩分が毛穴を引き締め、肌を

なめらかにする和倉温泉の源泉水も加

えた。

　発売からしばらくは思うように売れ

なかったが、売り場で実際に手を洗い、

使用感を試してもらう体験型プロモー

ションを始めたところ、売り上げが急

上昇した。

　「1 個で 2,000 円近くする石けんで

決して安くはありません。ですから、

既存の石けんとの差別化を第一に考え

ました。最初はキャラメル大のサンプ

ルを渡していたのですが、それでは家

に帰ってからしか試してもらえませ

ん。そこで、その場で使い心地を実感

してもらおうと思ったのです」（園山

専務）

中島菜を加え、よりヘルシーに
　

　平成 28 年には再び活性化ファンド

の助成金を活用して開発した「能登・

七尾産のなまこのお粥
かゆ

（中島菜入り）」

を発売した。

　原料は乾燥ナマコを水で柔らかく戻

し、スライスしたものを使用するほか、

血圧上昇を抑制し、抗酸化作用が高い

とされる能登野菜「中島菜」を入れた。

米は能登産こしひかりで、味付けは天

然塩でシンプルに仕上げた。レトルト

食品なので、温めるだけで手軽に食べ

写真上）七尾特産のナマコと中島菜
が入ったレトルト粥。ナマコを食べ
たことのない人も食べやすい商品だ。

写真左）「ナマコの珍味を購入してく
れるのは年配の方が多いので、石け
んや菓子を糸口に新たなファンを開
拓したい」と話す園山芳生専務。

泡はきめ細やか。百
貨店の催事などに出
店した際は、お客さ
んに手を洗っていた
だき、使い心地を実
感してもらった。

石けんを購入するの
は女性客が中心だが、
ミントが香る「マリ
ンブルー」は男性の
愛用者も。

能登珍味 なまこや
CASE 04

活性化ファンド採択メニュー
・平成 21 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・平成 27 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）



られる。

　「当社の乾燥ナマコの 6 ～ 7 割は高

級食材として珍重される中国へ輸出し

ています。そこで、中国人がよく食べ

るお粥をヒントにこの商品を企画しま

した。もともとは白粥しかなかった

のですが、健康志向の消費者にも手に

とってもらおうと新たに中島菜入りを

開発しました」（園山専務）

　活性化ファンドによる開発では粥の

汁が黒っぽくならないように調理法を

改善したほか、今後、機能性食品とし

て PR していくためにコラーゲンやコ

ンドロイチンといった成分がどの程

度、含有しているかを検査機関で分析

した。

　現在のところ、販売は国内のみだが、

販売量は着実に増えており、将来的に

は業務用を製造して、老人福祉施設な

どへ販路拡大を図るほか、ナマコの人

気が高く、メード・イン・ジャパンへ

の信頼も厚い中国への輸出も視野に入

れている。

新たなファンの獲得に注力
　

　これまで紹介した化粧石けんやレト

ルト粥のほかにも、クリーム状にした

ナマコを入れ、ねっとりとした食感に

仕上げた洋菓子「パンナマコッタ」や

スープも商品化。「食べて 使って なま

こ美人」シリーズとして販売している。

　こうした商品開発の背景には、ナマ

コの新たなファンを獲得し、次世代の

顧客を育てたいとの思いがある。例え

ば、化粧石けんの販売は、これまでナ

マコを敬遠してきた女性客の取り込み

につながっており、「パンナマコッタ」

は子どもや若者にも訴求している。

　また、いつも珍味を買ってくれる常

連客が新たに石けんを買ってくれた

り、石けんをきっかけに同社のことを

知ってくれた新規客が珍味に興味を

持ってくれたりと、ジャンルの異なる

商品を展開することで相乗効果も生ま

れている。

　園山専務は新たに美容関連の新商品

も企画しており、「一つ一つは小さく

てもいいので、柱をいくつも作ってい

きたい」と意気込みを語っている。

成功のエッセンス

■ ナマコの持つ天然保湿成分を生かして石けんを開発

■ 体験して良さを実感してもらうことで購買意欲を刺激

■ 多様な商品開発で既存の顧客とは違う層にアピール

なまこ美人 化粧石けん
能登の里山里海の恵みにこだわって
作られた化粧石けん（1 個 1,900 円
税込）で、七尾湾で取れたナマコか
ら抽出したエキスや能登産の珪藻土
の粉末、和倉温泉の源泉水が配合さ
れている。しっとりと潤いのある洗
い上がりが特徴だ。和倉温泉の宿泊
客にも人気で、観光土産品としてま
とめ買いする人もいる。

能登珍味 なまこや［（有）大根音松商店］

七尾市石崎町香島 1-22
TEL. 0767-62-2253
　● 代  表  者 大根 富男
● 設　　立 昭和 59 年 11 月
● 資  本  金 1,000 万円
● 従業員数 18 名
● 事業内容 加工食品、
 化粧石けんの製造、販売
　http://www.namakoya.com/

9
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テープ状の和紙を横糸に
　

　オリケンが独自に開発し、製造・販

売するのは和紙を織り込んだ新素材

「ネキーロ」である。

　ネキーロの特徴は何と言ってもその

柔らかな肌触りである。和紙を使った

織物はこれまでにもあったが、それら

は和紙に撚りをかけて糸状にして織っ

ていたため、硬くごわごわとした感触

だった。一方、ネキーロは幅 1 ～ 10

ミリのテープ状にした和紙を撚らずに

そのまま横糸として使用することで、

従来の和紙織物とは一線を画する優し

い風合いを実現している。専門家でも、

触っただけでは和紙とは気付かないほ

どだ。耐久性にも優れ、繰り返し洗濯

しても問題ない。

　「和紙には湿度が高い時は水分を吸

い、少ない時には放出する調湿機能が

あり、夏は汗を吸ってくれて爽やかな

状態を保ってくれます。保温性もある

ので、冬は温かさを保ってくれて、ま

るでエアコンのような素材です」。ネ

キーロについて、そう説明するのは亀

井千代子社長である。

　織機を独自に改良し、和紙をテープ

状のままで織り込むことを可能にした

のは、技術開発を担当する岡田功取

締役だ。

　ネキーロは地元企業と連携してス

トールやスカーフを商品化し、輪島市

の朝市通りにある洋品店で販売するな

どし、年間約 1 万枚を販売するヒット

商品となっている。また、京都のメー

カーと協力して製造する帽子は、蒸れ

ないと評判で首都圏の百貨店の人気商

品となっている。

10年で売り上げは約4倍に
　

　とはいえ、少人数で経営する会社に

とって、最終商品にまで仕上げて売る

のは負担が重い。そこで、売り上げの

主力として力を入れているのが生地の

販売である。

　平成 24 年には東京・大阪を中心に

オーダースーツの専門店を全国展開す

る紳士服メーカーと取引を開始。春夏

ものとして「身に着けるエアコン」の

ネキーロ
和紙を横糸に、レーヨンを経
糸に使った新素材「ネキーロ」。
テープ状の和紙を織り込むこと
で、従来の和紙織物では実現で
きなかった柔らかさを実現。通
気性や調湿性に優れる和紙の性
質を生かし、夏は涼しく冬は温
かく着られるのが特徴だ。平成
24 年度には「プレミアム石川
ブランド製品」として認定され
た。写真は天然素材の染料で染
めたストール。

和紙を折り込んだ
新素材「ネキーロ」
ファッションや
寝具として販路拡大

オリケン
CASE 05

活性化ファンド採択メニュー
・平成 22 年度　産業化資源活用事業（小規模企業者支援）
・平成 26 年度　産業化資源活用事業（商品魅力向上支援）

ネキーロを使って作られた婦人服。
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キャッチフレーズで、直営店とフラン

チャイズ店を合わせて 100 店舗以上

で約 1,000 着を販売した。同社の幹部

もネキーロ製のジャケットを愛用する

など、関係はますます深まっており、

昨年からは通年で、しかも反物を買い

取ってもらうかたちで生地を供給して

いる。

　また、今年 2 月からはオーダーシャ

ツを製造する日本オーダーソーイング

研究所（熊本県玉名市）のカタログに

ネキーロが定番生地として採用されて

いる。

　さらに、山形県にある寝具メーカー・

ネムールでは、今年 2 月開催の東京

インターナショナル・ギフト・ショー

でネキーロを使ったパジャマやブラン

ケットをお披露目した。

　自社商品の販売からスタートし、そ

の後、生地販売が少しずつ軌道に乗り

始めた結果、売り上げは設立した当初

と比べ 4 倍にアップ。今年 6 月の決算で

は過去最高の業績を見込んでいる。

最適な展示会を ISICOが見極め
　

　「どこにでもあるような糸ではなく、

人にも環境にも優しい天然素材を使っ

た新しい繊維を作りたい」（亀井社長）

との思いから、同社がネキーロを開発

したのは平成 18 年にさかのぼる。そ

の後、ネキーロを使ったサンプルの製

作や販路開拓を後押ししたのが活性化

ファンドの助成金だった。吸水性や保

水性などに関する客観的なデータを得

るための試験にかかる費用にも助成金

を活用した。

　出来上がった商品は、ISICO が香林

坊大和で開催した「石川のこだわり商

品フェア」や都市圏で開かれる展示会

などで PR。同時に亀井社長は持ち前

のバイタリティーで、問い合わせがあ

るたび、サンプル生地を持って全国各

地に車を走らせた。

　こうした取り組みが実って、平成

22 年には有名ファッションデザイ

ナーの手がけるブランドに採用される

など、販路が広がっていった。

　当時について亀井社長は「ISICO の

スタッフが、数多くある展示会の中か

ら、ネキーロの販路開拓に最適なも

のがどれかを見極め、出展するよう背

中を押してくれました」と振り返る。

例えば、先ほど述べた紳士服メーカー

との取引も、ISICO の勧めで出展し

た大手繊維企業主催の展示会が糸口

となった。

共に成長できるパートナーを
　

　このほか、ISICO の情報誌に掲載さ

れたネキーロの紹介記事を見て、新

聞やテレビが取材に

来ることも多く、認知

度アップにつながって

いる。

　インターネットで

「和紙織物」とキーワー

ド検索すると、この情

報誌の記事が上位に表

示されるため、これを

見て問い合わせがくる

ケースもある。先ほど

紹介した日本オーダーソーイング研究

所もネット上の記事をきっかけに商談

が進んだ取引先の一つで、海外からイ

ンテリアの材料に使いたいとオーダー

が舞い込んだこともある。

　「ISICO と出会っていなければ、ここ

まで続けてくることはできませんでし

た。少しずつでも成長することが恩返

しだと思っています」と話す亀井社長。

「これからも実用的なもの、必要とさ

れるものを作っていきたいと思いま

す。企業規模は小さくても、ネキーロ

の良さを理解してくれて、共に成長で

きるようなパートナーを探したい」と

話し、今後も一足飛びに成長を目指す

のでなく、一歩一歩着実に用途開発と

販路開拓に取り組む考えだ。

写真左）創業から二人
三脚で技術開発や販路
拡大に取り組んできた
亀井千代子社長（左）
と岡田功取締役。

写真右）ネキーロの生
地サンプル。幅 2 ミリ
にカットされたテープ
状の和紙が横糸として
使われている。

成功のエッセンス

■ テープ状の和紙を織る世界初の技術開発

■ 肌触りがよく、和紙の機能性や軽さを生かした
　 新素材の実用化

■ 最終商品にこだわらず、生地販売に注力

オリケン（株）
羽咋市本江町ヘ 55
TEL. 0767-26-0012
　● 代  表  者 亀井 千代子
● 設　　立 平成 18 年 9 月
● 資  本  金 500 万円
● 従業員数 3 名
● 事業内容 各種織物製品の
 企画・製造・販売
　http://www.oriken.jp/
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岩絵の具や漆で文字盤を彩色
　

　ハンドメイドの腕時計を企画、製作

しているシーブレーンが活性化ファン

ドを活用して商品開発や販路開拓に取

り組んだ腕時計「はなもっこ」シリー

ズ。伝統的な素材や技術を取り入れ、

日本の美意識を表現したことなどによ

り、幅広い層の女性から人気を集めて

いる。

　同シリーズには大きく分けて三種類

の文字盤がある。一つ目は、日本画を

描く際に用いられる岩絵の具で彩色し

た文字盤で、繊細で優雅な和の色合い

が特徴だ。

　二つ目は、漆塗りを施した文字盤で、

蒔
まき

絵
え

や螺
ら

鈿
でん

で彩ったデザインもある。

　三つ目は、胡
ご

粉
ふん

（貝殻を粉末にした

顔料）を染み込ませた和紙を文様のか

たちに切り抜き、銀箔や和紙で作った

下地に貼り付けた「紋
もんきり

切」だ。

　ベルトには革製に加え、草木染めの

組紐を採用。錫
すず

と銀で作った合金製も

ある。ベルトは簡単に交換できるよう

に作られており、ファッションに応じ

てコーディネートを楽しめる。

　現在、銀座三越や西武池袋本店など

で常時販売するほか、月 2 回ペースで

首都圏の百貨店で開かれる催事で販売

しており、発売から約 8 年で同社の売

り上げの約 60 ～ 70％を占める主力商

品に成長した。

消費者の声を参考に見直し
　

　今でこそヒット商品となっている

「はなもっこ」だが、発売当初の売れ

行きは芳しくなかった。好転したの

は発売から 2 ～ 3 年後のことである。

この頃、シーブレーンの井波人哉社長

は消費者の意見を参考にいくつかの改

善に取り組んだ。

　まずは文字盤である。当初の文字盤

は岩絵の具や漆を塗っただけのもの

で、デザイン性を追求し、あえてイン

デックス（時間を読み取るための数字

や目盛り、マーク）を付けていなかった。

しかし、消費者から「時間がしっかり

と確認できる方がいい」との要望が寄

せられたことから、石川県が誇る金箔

や蒔絵、螺鈿でインデックスを付けて

時計としての機能性をアップさせた。

　また、当初は和の雰囲気を強調する

ため、組紐のベルトを組み合わせて販

売していたが、幅広い消費者の嗜好に

合うように、革製のベルトを基本に据

え、付け替えのバリエーションの一

つとして組紐を提案するよう改めた。

パッケージも当初の桐箱から、シンプ

ルでモダンな紙製ギフトボックスに変

更した。

　こうした改善に取り組むことで、よ

り多くの消費者に訴求できるようにな

り、売り上げも上向いていった。

バイヤーや販売員がファンに
　

　当初は、知人を頼って商品を PR し、

銀座三越と京都のホテル内にあるセレ

クトショップから販売をスタートし

た。その後、活性化ファンドの助成金

を活用して出展した展示会をきっかけ

に、百貨店の催事に出店するチャンス

をつかんでいった。催事では多い時に

は 1 週間で 200 万円以上売れること

もあるという。

　「うれしかったのは百貨店のバイ

ヤーや販売員の方が気に入ってくれ

て、購入してくれたことです。販売員

の方が着けてくれたことが呼び水と

なって、一般のお客さんが買いに来て

くれることもよくあります。そうした

販売員の方はお客さんに熱心に商品の

魅力を説明してくれます。また、わざ

わざ金沢の工房まで来て、一つ一つ丁

寧に手作りしている様子を丹念に取材

していかれたネットショップの担当者

さんもいらっしゃいました。やはり、

そういう方がいらっしゃる店ほどよく

売れますね」（井波社長）

　展示会をきっかけに販路は海外にも

広がり、約 2 年前から中国や台湾の商

社とも継続的に取引している。パリで

開催されるインテリア・雑貨の国際見

成功のエッセンス

■ 美しさやかっこよさを追求してデザイン

■ 消費者の要望を取り入れ、商品を改善

■ 伝統的な技術や材料を用いて
　 付加価値を提供

金沢生まれの
ハンドメイド腕時計
上品でかわいらしいと
女性に人気

シーブレーン
CASE 06

活性化ファンド採択メニュー
・平成 21 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・平成 26 年度　産業化資源活用事業（商品魅力向上支援）
・平成 28 年度　産業化資源活用事業（海外展開支援）

「腕時計は普段使いしやす
いので、日本ならではの
美意識を身近に感じるこ
とができる」と話す井波
人哉社長。



本市「メゾン・エ・オブジェ」にも出

展し、ヨーロッパやアフリカの企業に

も商品を卸している。

金具に加賀象
ぞうがん

嵌を
　

　同社のネットショップも有力な販路

だ。とりわけ、昨年 10 月以降は急増

していて、閲覧数は約 5 倍に、注文数

は 3 ～ 4 倍に増えた。

　注文が急激に増えた背景にあるのが

ツイッターによる情報の拡散だ。催事

で「はなもっこ」のカタログを受け取っ

た女性が「上品でかわいらしい」と商

品の写真をツイッターに投稿。その投

稿が次々とリツイート（転載）され、

その数はなんと 2 万回を超えた。ツ

イッターを通じて「はなもっこ」を知っ

た消費者から注文が殺到し、現在、納

品まで 3 カ月待ちという状態が続いて

おり、工房をフル回転させて増産に取

り組んでいる。　

　また、平成 28 年度に再び活性化ファ

ンドの採択を受け、今後、ラインアッ

プを拡充させる計画だ。

　現在、同社では女性用と男女兼用の

時計を製造しているが、どちらも文字

盤の形状は円形だけで、購入者の約

90％を女性が占めている。そこで、文

字盤が長方形のタイプも開発し、男性

消費者を取り込んでいく方針だ。また、

文字盤だけでなく、金具の部分に加賀

象嵌や蒔絵を施し、さらに魅力をアッ

プさせる。

　「他のブランドに勝るような美しく

てかっこよく、個性的な腕時計を作る

ことを第一に考えています。そこに伝

統的な技術や材料を用いることで購入

者にプラスアルファの価値や満足感を

感じてもえれば」と話す井波社長。新

作の登場が今から待ち遠しい。

はなもっこ
美しい和の色彩や漆・金箔と
いった伝統素材を生かしたハン
ドメイド腕時計「はなもっこ」。
平成 22 年度には「石川ブラン
ド優秀新製品」銅賞を受賞した。
全部で 60 種類以上をライン
アップし、写真左から「紋切  麻
の葉」（30,800 円／税別）、「こ
ないろ  群青」（25,000 円／税
別）。

（有）シーブレーン
金沢市涌波 1-9-5
TEL. 076-260-7123
　● 代  表  者 井波 人哉
● 創　　業 平成 6 年 11 月
● 資  本  金 500 万円
● 従業員数 10 名
● 事業内容 ハンドメイドによる
 時計の企画、製作、販売　
http://www.cbrain.co.jp/

写真左）ベルトの見本
帳の製作風景。革製の
ものだけでも 27 種類
もそろえている。

写真右）主に鉱物を砕
いて作られる岩絵の具。
光を当てるときらきら
と独特の輝きを放つ。
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BOIS
樹種の違いで個性的な色
合いや木目を楽しめる
BOIS のバッグ。写真手
前はくり手型ハンドバッ
グ（ 黒 柿 ／ 50,000 円
/ 税別）、奥はタッセル
メッシュバッグ（黒柿／
65,000 円 / 税別）。平成
22年度の石川ブランド優
秀新製品の生活産業部門
で金賞を受賞した。

木の温もりをバッグに
新たな経営の柱に成長

谷口
CASE 07

活性化ファンド採択メニュー
・平成 21 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）
・平成 25 年度　産業化資源活用事業（商品開発・事業化支援）

割れやすいが、「縫える木」は針で縫

うことが可能で、これを牛革やオース

トリッチにミシンで縫い付けてバッグ

にする。

　原料は、しま模様が美しい黒柿をは

じめ、サクラ、ヒノキ、タモ、トチな

どの国産材で、木の種類によって個性

的な色合いや木目を楽しめる。どれも

樹齢 100 年以上の天然木を材料とし

ているだけに、一つとして同じ模様の

バッグは存在しない。

　これまでにハンドバッグやトート

バッグ、ショルダーバッグといった

バッグ類のほか、財布、コインケース、

名刺入れ、パスケースなどを商品化。

全国にある百貨店の催事や首都圏のセ

レクトショップのほか、大手通販会社

のカタログ、自社のネットショップな

どを通じて販売しており、平成 22 年

の発売以降、右肩上がりで売り上げを

伸ばしている。今では同社の売り上げ

の約 30％を占める事業となっており、

谷口正晴社長は「将来は 50％まで伸

ばしたい」と話す。

一人で6、7個所有する女性も
　

　そもそも谷口が得意としてきたのは

食器や家具、インテリア小物で、中で

も碁
ご

笥
け

の生産では約 65％と日本一の

シェアを誇る。

　そんな同社がバッグの製造に乗り出

したのは、ライフスタイルの変化に

よって木工品のニーズが減少している

世界にただ一つの模様
　

　木製工芸品を製造する谷口の人気商

品となっているのが木と革を組み合わ

せて作ったバッグ「BOIS（ボイス）」

である。木でバッグを作ると聞くと不

思議に思うかもしれないが、これを可

能にしたのが、同社が独自に開発した

「縫える木」だ。これはごく

簡単に言うと、0.12 ～ 0.15

ミリの薄さにスライスし

た木に柔軟性を加える特

殊な加工を施し、不織

布を張り合わせたも

の。薄く削った木は

成功のエッセンス

■ 革や布に代わる世界初の素材づくりに成功

■ 消費意欲の高い女性を対象にした商品開発

■ バッグを広告塔に新たな取引先を開拓
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からだ。そこで、木の需要を何とか伸

ばそうと取り組んだのが「縫える木」

の開発である。そして、消費意欲の旺

盛な女性をターゲットにして新商品を

作るため、活性化ファンドの助成を受

けて開発したのが BOIS だった。

　開発段階では、バッグの試作品を社

員一人ひとりが実際に持ち歩いて不都

合な点がないか、1 年かけてチェック。

消費者の信頼を獲得するには客観的な

データも必要と考え、石川県工業試験

場に水濡れ検査や引っ張り検査を依頼

した。

　ちなみに BOIS とは、フランス語で

森を表す「bois（ボア）」と英語で声を

意味する「voice（ボイス）」にちなん

だネーミングだ。その名の通り、お客

様の声を取り入れながら改善を重ねて

いる。

　百貨店の催事や展示会に出展した

り、新作を発表したりするたびにファ

ンが増え、一人で 6、7 個も所有する

熱心な女性もいる。

　「バッグの形はそのままに、木の種

類を変えてほしい」「革の色を部分的

に変えてほしい」といった要望も多い

ため、昨年末にはネットショップをリ

ニューアルし、オーダーメイドに対応

できるようにした。

東京コレクションに登場
　

　BOIS をきっかけに、思いも寄らな

い企業から商談が舞い込むなど、仕事

の幅も広がっている。

　例えば、「ハナエモリ　マニュスク

リ」とのコラボレーションもその一つ

だ。今年 3 月に開催される、日本の

最新ファッションを世界に発信する

「東京コレクション」では、ハナエモ

リ　マニュスクリの天津憂さんがデザ

インした BOIS のバッグ、「縫える木」

や小さな木製プレートを組み合わせて

作った洋服がお披露目される。

　このほかにも、家電製品の外装、

車の内装材、壁紙といった用途に本

物の木を使いたいとの要望が寄せら

れている。

　「素材供給の面でも大きなビジネス

チャンスが広がっています」と期待を

寄せる谷口社長。「これしかできない

と昔ながらの木工屋の殻に閉じこもっ

ていてはいけません。今まであった仕

事は減ってきているわけですから、伝

統工芸で培った技術を生かして、現代

の生活に合う新しいものを作っていく

ために、前向きに考えて、積極的にチャ

レンジしていきたいと思います」と目

を輝かせる。

相乗効果狙って新ブランド
　

　海外の展示会にも出展し、5 年前か

らニューヨークや台湾、シンガポール

のショップでも販売されている。スイ

スの家具メーカーからはソファの革の

代わりに使いたいとの依頼もある。

　売れ行き好調の BOIS だが、「誰も木

がこんなふうになると思わないから、

説明しないと売れない。毛皮と間違え

られることもある」（谷口社長）とい

う悩みもある。

　そこで、説明しなくても売れるよ

うにと、再度活性化ファンドを活用

して商品開発し、平成 27 年度に発売

したのが木をくり抜いて作ったバッ

グ「MOKU」である。こちらは、ひと

目見ただけで誰もが木製と分かる商品

で、並べてディスプレイすることで

BOIS にも木が使われていることを PR

するのが狙いだ。

　このほか、木から抽出したエッセン

スの香りを楽しむことができる木製ア

ロマディフューザーや樹液を甘味料に

した菓子なども試作中である。「将来

は、品ぞろえを広げて木の総合ショッ

プを作りたい」。谷口社長の夢はまだ

まだ広がる。

写真左）MOKUブランドのバッグ。栗
の木の美しい木目と漆の上品な艶が特徴
だ。写真左がクラッチバッグ（80,000
円 / 税別）、右が蒔絵を施したハンドバッ
グ（200,000 円 / 税別）。

写真右）BOISブランドはバッグのほか、
名刺入れ、スマートフォンケース、ブッ
クカバーなどをラインアップしている。

歩く広告塔を自認する谷口正晴社長。バッグや
ペンケースなど BOIS ブランドを愛用する。手
にするのは「縫える木」で作った折り鶴。

（株）谷口
金沢市駅西新町 2-19-17
TEL. TEL.076-223-5451
　● 代  表  者 谷口 正晴
● 創　　業 昭和 22 年 4 月
● 資  本  金 3,000 万円
● 従業員数 12 名
● 事業内容 欅工芸品、碁笥、
 木製工芸品・家庭用品・
 家具の製造販売　
http://www.keyaki-taniguchi.co.jp/
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「vivo（ヴィーヴォ）」は音楽で使われる
速度記号の一つ。“ 活発に ” という意味
があり、タイトルには、活性化ファン
ドを利用した県内企業の取り組みがよ
り活発になってほしいとの思いを込め
ています。

表紙写真●シーブレーンでは伝統的な素材や技術を取り入れ、日本の美意
識を表現した腕時計「はなもっこ」を開発した。写真は針の取り付け作業。
文字盤と平行でなければ故障の原因となるため、繊細さが求められる工程だ。
詳しくは 12 〜 13 ページをご覧ください。
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「売り上げが伸びて、業績アップにつながった！」
「企業の成長を支える主力商品に育った！」
「新分野に挑戦し、事業の新たな柱ができた！」
活性化ファンドの支援を受けた
県内中小企業の取り組みの中から、
モデル事例をピックアップ！

●  活性化ファンドに関するお問い合わせ

小松市農業協同組合［ 小松市 ］

小松市産の規格外トマトを利用したレトル
トカレー『トマトカレー』

（株）四十萬谷本舗［ 金沢市 ］

漬物用野菜栽培による農業参入／石川県産
食材にこだわった新製品開発

（株）車多酒造［ 白山市 ］

新ブランド清酒『五凛』の開発と戦略的な
国内外販売促進事業

（有）大根音松商店［ 七尾市 ］

化粧石けん「なまこ美人」の開発・販売／
ナマコを主原料にした能登の機能性野菜等
を使用したレトルト食品の開発

オリケン（株）［ 羽咋市 ］

和紙を使用した生地『Nekiro（ネキーロ）』
販路開拓

（有）シーブレーン［ 金沢市 ］

伝統工芸を用いたハンドメイドウォッチ
“はなもっこシリーズ”の商品開発と販路開拓

（株）谷口［ 金沢市 ］

特殊な木製品加工・縫製技術を用いた『木
製バック及び小物類』の開発・販売展開

（公財）石川県産業創出支援機構［ ISICO ］  

〒 920-8203　石川県金沢市鞍月 2 丁目 20 番地
石川県地場産業振興センター新館
TEL. 076-267-1001  FAX. 076-268-4911

www.isico.or.jp


