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経営環境の変化を
乗り切るには
働き方改革や人材の
多様化が鍵
（株）ルバンシュ ／（株）COM - ONE
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ISICOからのお知らせ

働き方改革に取り組み、残業時間の削減に成
功したルバンシュ（能美市）の社員の皆さん。
ワークライフバランスの向上により、社内の雰
囲気もより明るくなった。詳しくは巻頭特集を
ご覧ください。
【表紙撮影／山岸政仁】

巻 頭 特 集

経営環境の変化を乗り切るには
働き方改革や人材の多様化が鍵
人口減少と少子高齢化を背景に、労働の担い手の中核をなす生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）は減
少の一途をたどっている。また、経済のグローバル化が進む中、中小企業も国際的な競争に直面すること
も少なくない。こうした経営環境の変化に対応し、人材不足の解消やグローバル化を進め、競争力を強化し
ていくには、中小企業においても働き方改革や人材の多様化が求められている。そこで今回の巻頭特集で
はワークライフバランスに配慮して職場を改善したり、国籍を問わず人材を採用したりするなどの積極的な取
り組みを進める 2 社を紹介する。

忙しい部署の仕事をサポートして残業時間を削減
（株）ルバンシュ
能美市旭台 2-5-3
TEL. 0761-52-0455

代表者
千田 和弘
設 立
平成 2 年 11 月
■ 資本金
1,000万円
■ 従業員数
16 名
■ 事業内容
化粧品および医薬部外品の製造・販売
● http://www.revanche.co.jp/
■
■

研究開発職や事務職も
製造部門をフォロー
100％天然成分を使った自然派
化粧品の製 造を手がけるルバン
シュではワークライフバランスの向
上に力を入れており、ここ数年で、
1カ月の平均残業時間を約 40 時
間から約 7.5 時 間にまで削 減し
た。
ポイントになったのは製造部門
にかかる負担の分散だ。注文が増
えれば、その分仕事が増える製造
部門は同社で最も残業が発生し
やすい部門である。少人数の職場
だけに、定時（17 時 30 分）で帰り

事務職の社員も製造の技術を身

ば派遣社員を活用したほか、継続

たくても、残業している同僚がい

に付け、注文が集中したときなど

的な受注増が見込める場合には

れば帰りにくい雰囲気が生まれ、

にはサポートに入るようにした。製

新卒の正社員を採用した。

他部門の社員もずるずると残業す

造部門の社員も、作業のやり方を

その結果、残業時間は次第に

るという雰囲気が蔓延していた。

見直し、効率アップを図っていっ

減り、今では半数以上の社員が 18

そこで、同社では研究開発職や

た。また、それでも手が足りなけれ

時前に帰宅する。

まんえん
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リップクリームをパッケージに詰める作業の様子。残業時間を減らすため、注文が急増した際などには、製造部門
以外の社員がサポートするように改善した。

仲間としてつながり、
生き生き働ける職場に

に返却する決まりにし
た。現金でなく期限付
きの旅行券を渡すこと

自身も毎日夜中まで働いていた

で、旅行に出かけるた

という千田和弘社長がワークライ

めにまとまった有給休

フバランスの向上を意識したのは今

暇を取ってもらうのが狙

から 7 年前のことである。この年、

いだ。

設立 20 周年を迎えた同社では企

また、
「有給休暇を

業理念や行動指針を分かりやすく

取得するには、社員同

まとめた “クレド ” を制定。
「心の

士のコミュニケーション

“なかまで” 生き生きと」をモットー

が日頃から円滑である

に掲げた。

ことが大前提」
（千田

社員の美容に対する知識の習得を目的に開催している「美容塾」。

「“なかまで ” には “ 中まで ” と

社長）という考え方のもと、
「美

解しやすいようにと作った作業マ

“ 仲間で ” という二つの意味が込

容塾」や「食事会」など、社員が

ニュアルは従来よりも詳細で分かり

められています。小さいお子さんを

交流を深められるような機会を積

やすくなり、作業ミスの低減にもつ

持つ女性社員が増え、彼女らが何

極的に設けている。過去の美容

ながっている。

とか残業しなくても仕事が回るよう

塾では、美容や健康に関する本を

ところで、中小企業がワークライ

に頑張ってやりくりしている姿を見

各自が一冊読み、そのエッセンス

フバランスの向上に取り組む上で大

ていましたし、それでも自分だけ

を社員が発表し、知識の習得とプ

切なことは何だろうか。この質問に

定時で帰ることには後ろめたさを感

レゼンテーション能力の向上につ

対し、千田社長は次のようにアドバ

じている様子もあって、社員同士

なげている。

イスしてくれた。

が仲間としてつながって、生き生き

こうした取り組みが奏功し、平

「正社員として働くのが一番難し

と働けるような職場環境を目指さ

成 27 年度の年次有給休暇取得率

いのは小さなお子さんを育ててい

なければいけないと考えるようにな

は約 76％に達した。

るお母さんです。ですから、
そういっ

社員間のコミュニケーションをさ

た方が気持ちよく働ける環境を作

らに活発にしようと今年 4 月には

ることができれば、誰もが働きや

が恒常化していたが、製造部門を

新たな試みとして「家族参 観日」

すい職場になるのではないでしょう

フォローする体制づくりに加え、19

を開催する予定だ。職場見学に加

か。中小企業の場合は経営者の意

時には管理職も退社するなどして、

え、焼き鳥のケータリングサービス

識改革も大切だと思います」
。

帰りやすい雰囲気を醸成していっ

を利用して花見を楽しむ内容で、

た。

千田社長は「今まで以上に他の社

川県ワークライフバランス企業知事

員を思いやることのできるような雰

表彰の優良企業賞を受賞した。こ

囲気を作っていきたい」と話す。

れを励みに、心の “ なかまで ” 生

りました」
（千田社長）
。
当時は 20 時くらいまでの残業

旅行券を贈呈し
有給休暇を取りやすく
有給休暇を取得しやすい社内環
境づくりにも力を入れている。その

子育てママを基準に
職場改善を

ために新たに導入したのが永年勤

多様な人材の受け入れにも積極

続表彰制度だ。表彰の対象となる

的で、昨年には初めて障害者を雇

のは勤続 10 年ごとで、10 年なら

用した。フルタイムで勤務してもら

ば 10 万 円 分、20 年ならば 20 万

い、健常者とほぼ同等の固定給と

円分の旅行券を贈呈する。旅行

して、社会的・経済的な自立を後

券は 1 年以内に使わなければ会社

押ししている。障害のある人でも理

ルバンシュは、平成 28 年度石

き生きと働ける企業を目指し、さら
に取り組みを充実させていく。

ワークライフバランスの向上に力を入れる千田和弘社長。
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開発力の向上目指し、ベトナム人留学生を採用
（株）COM-ONE
能美市旭台 2-5-1
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
43 名
■ 事業内容
各種情報システムの開発
● http://www.com-one.com/
■
■

日本語堪能で
優秀なエンジニア
システム開発を手がける COMONE では二人のベトナム人社員が
活躍している。
一人は平成 24 年に入社したタ・
ダットさんだ。タさんはハノイ出身
で、北陸先端科学技術大学院大
学（JAIST）で学び、同社へ入社
した。家電や産業機械に搭載され、
それらの機器を制御する組み込み
システムの開発が得意で、現在は
医療機器用のシステム開発に取り
組んでいる。

タ・ダットさん（右）とグエン・テイ・ミン・タムさんはベトナム出身。北陸先端科学技術大学院大学で学んだこ
とが縁で COM-ONE に入社した。

もう一人は平成 27 年に入社し
たグエン・テイ・ミン・タムさんだ。

日本語が堪能ですから、コミュニ

ド対応型の自治体向け業務システ

同じくハノイ出身で JAIST を修了

ケーションはとてもスムーズで、会

ムの受注が好調で、人材不足の状

した後、東京の大手システム会社を

社に違和感なく溶け込んでいます。

況が続いている。

経て、同社へ入社。現在は客先で

二人とも優秀なシステムエンジニア

また、以前から新卒採用を行っ

システムの保守を担当している。

ですから、日本人社員にもいい刺

ているが、一人前に育つまでには

激になっていますよ」と話す。

時間がかかる上、採用や育成に必

米田稔社長は「起業前に海外で
システム開発会社を立ち上げる責任
者を務めた経験があったので、私
自身、外国人とのやりとりには抵
抗がありません。もっとも二人とも

開発力をアップさせるため「性別、年齢、国籍を問
わず、優秀な人材を採用したい」と話す米田稔社長。
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人材不足の業界で
貴重な即戦力

要となる費用負担も重くのしかかる
ため、中途採用に切り替え、即戦
力となる人材の求人に力を入れてい
たことも理由の一つだ。

米田社長が外国人の採用に踏み

タさんを採用したきっかけは、ア

切った背景には、システムエンジニ

ジアの優秀な留学生を日本の大学

アの人材不足がある。厚生労働省

に受け入れ、専門教育から日系企

が昨年 1 月に発表した労働市場分

業へのインターンシップ、就職まで

析レポートによれば、平成 26 年度

をサポートする「アジア人財資金構

の「情報処理・通信技術者」の求

想」事業に参加したことだった。

人倍率は 3.25 倍で、平成 21 年度

米田社長は同事業で JAIST に留

の 0.83 倍に比べ、大きく伸びてい

学していたタさんを指導教官から

る。同社でも 4、5 年前からクラウ

推薦され、システムエンジニアとし

ての力量を見込んで採用。
「組み込

訳兼エンジニ

みシステムの分野で当社はノウハウ

アとして商談

が不足しているので、貴重な戦力

に参加した。

となっています」と笑顔を見せる。

これ ま で 具

グエンさんは、東京の会社に在

体 的な商 談

籍中に、夫が JAIST 勤務となった

には至ってい

ため、近くで働きたいと転職を考え

な い が、 米

ていた。これを知ったタさんが米田

田 社 長は 経

社長に採用を申し入れた。

済 成 長 著し
く、親日的な

今後の海外展開の
キーマンとして期待

ベトナムには
ビジネスチャ

ベトナムでのシステム販売、オフショア開発を視野に昨年 10 月、石川県情報システム
工業会のメンバーとともに現地を視察した。

ンスがあると

米田社長は今後の海外展開の
キーマンとしても二人に期待を寄せ

考え、進出の機会を探っている。
また、人材不足を補うと同時に
開発コストを低減するため、米田

ている。
同社では平成 25年、県内企業と

社長はオフショア開発（海外企業

ベトナム企業をマッチングするビジ

へのシステム開発の委託）も視野

ネス商談会に参加。この場で橋の

に入れる。委託先として有望視し

建設年数に加え、部材、構造、交

ているのが、国を挙げて IT 産業

通量などに応じて補修の時期や費
用を算出するシステム「I - BIMS
（ア

の育成に力を注いでいるベトナム

イ・ビームス）
」の事業展開を試みた

テム工業会のメンバーとともに現地

ことがある。このときもタさんは通

を視察するなど準備を進めている。

だ。昨年 10 月には石川県情報シス

グエンさんは前職でベトナム企業向
けにシステム提案や、顧客との交
渉なども担当していたことから、ベ
トナム企業との連携には、その経
験が役に立つと米田社長は考えて
いる。
「今後も優秀な人材であれば、
性別、年齢、国籍を問わず採用し
ていきたい」
。米田社長はそう話し、
多様な人材の活躍を企業力の向上
につなげる考えだ。

いしか わ サ イエ ンス パ ー クの イン キュベ ート施 設

創 造 的 企 業 の 研 究 開 発 を サ ポ ー ト
ベンチャー企業等の初期の
設備投資を軽減でき、研究・
開発などに集中できる環境
が魅力です。巻頭特集で紹
介した COM-ONE も「いし
かわクリエイトラボ」に入
居後、
事業拡大に伴って「い
しかわフロンティアラボ」
に拠点を移しました。

いしかわフロンティアラボ
新製品の研究開発等、創造
的 な 活 動 を 行 う 企 業 等 が、
ローコストで利用できる独
立型の賃貸スペースです。

進出をサポートする手厚い制度
石川県

いしかわクリエイトラボ
創業期から入居できる施設で
5㎡、25㎡、50㎡の個室スペー
スから選べる会社規模に応じ
た賃貸スペースです。

【 お問い合わせ 】 ISICO サイエンスパークオフィス		

パーク内敷地を分譲用地と
して提供しています。

・いしかわサイエンスパーク研究所等立地促進
補助金（限度額10億円）
・創造的産業等立地促進補助金（限度額30億円）
※別途対象条件あり

能美市

・企業立地助成金（限度額 7 億円）
※別途対象条件あり

能美市旭台 2-1 TEL. 0761-51-0122
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1 購入者の意見取り入れ、商品を改良

伝統素材をアレンジした新スイーツ

（株）ビッグサンタ

見てかわいい、作って楽しい、食べておい
しい「ふやき・おーれ」
（1 個 350 円）。

http://www.100banya.com

金沢市木ノ新保町1-1 金沢百番街くつろぎ館2階
■代 表 者
■設
立
■資 本 金

TEL.076-208-3003

宮田 和雄
■ 従業員数 2名
平成20年11月 ■ 事業内容 カフェ運営、商品企画製造販売
300万円

JR金沢駅にある金沢百番街でカフェを経営するビッグサンタで
は、石川の伝統的な菓子材料や工芸品をアレンジし、現代のラ
イフスタイルに合わせた商品を開発している。その一つが牛乳
と混ぜて食べるシリアルスイーツ「ふやき・おーれ」で、ISICOの
支援を受けて商品の改
良に取り組み、雑貨店
など自社店舗以外への
販路拡大に成功してい
る。
「ふまりぼーろ」
「はちまんさん」
などラインアップが 充 実する
と、販路や売り上げも増えた。

原料には県産もち米を使用

をはじめ、県内ではめいてつ・エムザのほか、ギフト金

もち米で作った和菓子の材料の一つに「ふやき」があ

沢広坂店やアミング、小松空港の売店など、県外では

る。その名が示すように、まるで麩のような優しい口溶

東京・銀座にある石川県のアンテナショップ「いしかわ

けが特徴で、すり蜜を塗ってせんべいとして食べたり、

百万石物語・江戸本店」などで販売する。金沢らしい商

餡や求肥を挟んで食べたりする。

品として、自宅用にあるいはプレゼント用にと女性を中心

ふ

あん

ぎゅうひ

「ふやき・おーれ」はこのふやきをアレンジした新感覚
のスイーツだ。石川県産のもち米を使ってカップ型に焼き
上げたふやきの中に、玄米フレークを詰め込んだもので、
イチゴ、バナナ、抹茶の 3 種のフレーバーをラインアップ
する。食べ方はふやきを砕いて牛乳を注ぎ、よくかき混
ぜるだけ。朝食やおやつにぴったりの商品だ。

6

ビッグサンタが金沢百番街で経営するカフェ「百番や」

に人気を集めている。

冷たい牛乳でもおいしく
「北陸新幹線の開業を前に、新しい土産を作ろうと菓
子の企画をスタートしたのが 4 年前です。金沢にはたく

さんの菓子がありま

情報番組「ビビット」、
女性向け月刊誌「CREA（クレア）」

すが、競争も激しい。

に取り上げられ、歳暮用の注文が急増した。

食べておいしいのは

ラインアップを拡充したことも取引先や販売量が増加

当たり前で、ひと目

した要因の一つだ。ふやき・おーれに続き、加賀手毬を

見て印象に残るよう

モチーフにしたパッケージに、麩と同じグルテンや石川県

な商品を作らなけれ

産米粉で作った一口サイズの焼き菓子を入れた「ふまり

ば、私たちのような

ぼーろ」、金沢の郷土玩具・加賀八幡起上りの形を模し

新しいブランドは、

た落雁「はちまんさん」を立て続けに発売。宮田社長

お客様やバイヤーに

は「アイテム数を増やすことでバイヤーの目に留まりやす

認知してもらえませ

くなり、
注文してくれるようになった」と手応えを口にする。

まり

ん。そこで注目した
のがふやきです。食
品なのに、自由に造

「ひと目見ただけで、必ず印象に残るような商
品を作りたい」と話す宮田和雄社長。

九谷焼製キャップが外国人に人気

形できる点に素材としての魅力を感じました」。商品化の

昨秋には再び活性化ファンドの採択を受け、
「九谷焼

いきさつについてそう話すのは同社の宮田和雄社長だ。

ジャーキャップ」の開発に取り組んだ。これは、金属製

平成 25 年秋の発売後には、活性化ファンドの補助金

のねじ式の部品と九谷焼を接合して作ったジャー（広口

を活用して商品の改良に取り組んだ。
現在は温かい牛乳でも、冷たい牛乳でもおいしく食べ
られるが、発売当初は味付け用のパウダーが溶けないた

のビン）に取り付けるふたで、絵柄は九谷五彩を生かし
た 12 種類。ブルー、グリーン、ピンク、透明のジャーと
組み合わせて販売している。

め、冷たい牛乳を注いで食べることができなかった。し

昨年 9 月に開催された日本最大のパーソナルギフトと

かし、購入者から「わざわざ牛乳を温めるのが面倒」と

生活雑貨の国際見本市「東京インターナショナル・ギフト
・

いう声が寄せられたため、冷たい牛乳でも溶けやすいよ

ショー」の中で ISICO が設けるブースでお披露目したの

うにパウダーに工夫を凝らした。

を皮切りに「百番や」や東急ハンズなどで販売を開始し、

また、カップの上部は当初、着色したすり蜜を一つ一

宮田社長の予想を上回る売れ行きとなっている。

つ人の手ではけ塗りしていたが、あらかじめ色を付けた

「ジャーの口のサイズは世界共通。
直径 70ミリのジャー

状態でふやきを焼き上げるように改め、生産効率をアッ

であれば、どこで作られたジャーでも取り付けできます。

プさせた。

日本の伝統工芸を普段の暮らしに気軽に取り入れられる

アンテナショップが拡販の起点に
ISICO のサポートを受け、
販路も大きく広がった。
「現
在、当社の商品を販売している店は一部を除き、ISICO

アイテムとして、金沢を訪れた外国人旅行客のお土産に
なればと思って開発しました」と話す宮田社長。その言
葉通り、兼六園近くの土産物店では購入客の半数以上を
外国人が占める。東京オリンピックまでには、さらにバ
リエーションを増やし、外国人のニーズを取り込む考えだ。

のネットワークによって取引につながったところばかりで
す。営業経験がなかったので本当に助かりました」と宮
田社長は話す。
中でも大きな後押しとなっているのがいしかわ百万石
物語・江戸本店で商品が扱われるようになったことだっ
た。同店では、首都圏に展開する百貨店の催事に出店す
るほか、百貨店やスーパーのバイヤーが新商品を求めて
来店する。こうした機会が新たな販路につながることも
多く、現在では売り上げの約 60％を首都圏での販売が
占めるまでになった。
また、同店にはテレビや雑誌のメディア関係者が情報
収集に訪れることが多い。昨年 11 月には TBS の朝の

日本の伝統美をキッチンなどで楽しむことができる
「九谷焼ジャーキャップ」
（2,810
〜 3,420 円）。
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2 38 回で約 2,000 人が参加する人気
外国人旅行者向けの茶屋体験

（株）見城亭

イベント参加者と記念撮影。ヨーロッパ、
アメリカ、
オーストラリアからの旅行者が多い。

http://www.kenrokuen.jp
金沢市東兼六町2-37 TEL. 076-222-1600

■代 表 者
■設
立
■資 本 金

馬場 康行
■ 従業員数 88名
昭和33年12月 ■ 事業内容 料理店、茶屋の経営
4,000万円

けんじょうてい

かいかろう

見城亭がひがし茶屋街の「懐華樓」で開催し
ている外国人旅行者向けのイベントが好評だ。
芸妓の踊りを鑑賞したり、お座敷太鼓を体験し
たりできる上、解説もすべて英語で行われると
あって人気を集め、平成28年には春と秋に38
回開催し、約2,000人が参加した。回を重ねる
ごとに運営方法を見直すなど、試行錯誤しなが
ら満足度向上に努めている。

「日本に来て一番楽しかった」
懐華樓は約 200 年前に建てられた、金沢で一番大き
な茶屋建築である。今でも夜は華やかにお座敷が上げら
れるほか、昼間は観光客に内部を公開し、茶屋文化を
紹介している。
この懐華樓で外国人旅行者を対象に開催されている

夕暮れ時には開場を待
つ外国人旅行客が懐華
樓の前に行列を作る。

のが「Geisha Evenings in Kanazawa」と銘打たれ
たイベントだ。海外からの旅行者が増える時期に合わせ、

人以上が来場し、
「日本に来て一番楽しかった」
「夢の世

春は 3 月から 4 月にかけて、秋は 10 月から 11 月にかけ

界に来たようだ」といった喜びの声が寄せられている。

て、基本的に毎週月・水・金曜の午後 6 時から 1 時間の
日程で開催している。
はなこ

女将の馬場華幸さんによる英語の解説を交えながら、
芸妓による踊りのほか、太鼓や「こんぴらふねふね」な
どのお座敷遊びを楽しめる内容で、芸妓と一緒に写真を
撮ることもできる。
料金は席に応じて 4 段階に分かれている。最も高いの
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好評を受け、今年 4 月の前半は月曜から金曜にわたっ
て開催する。

継続開催に向け、活性化ファンドを活用
イベント開催のきっかけは「日本を訪れたからには、ゲ
イシャを見てみたい」という外国人旅行者の要望だった。

はステージの目の前に座れる座イス席で 7,500 円、最も

金沢には三つの茶屋街があるが「一見さんお断り」の商

安いのは後方にある立ち見席で 3,500 円だ。座って鑑

習慣があり、実際にお座敷遊びを体験できる機会は少

賞できるのは 53 席だが、多い時には立ち見も含め、80

ない。茶屋を経営している上、英語で日常会話ができる

こともあって、何とか外国人旅行者にも芸妓と触れ合え

きたい」と

るチャンスを作りたいと考えたのが馬場さんだった。平成

の要望が多

26 年秋に「金沢芸妓とお茶屋見学の夕べ」と名付けた

かったこと

イベントを開催し、約 40 人の外国人が芸妓の踊りなど

から、ホー

を堪能した。

ムページを

イベントそのものは好評を得たが、自分たちだけで継

完備し、
ウェ

続して実施していくには、外国人向けに情報を発信した

ブ上で予約

り、旅行者が利用しやすい予約の仕組みを作ったりする

を可能にし

ことが必要で、負担も重い。そこで、懐華樓では活性

た。 昨 年

化ファンド助成金を活用。ホームページやチラシ制作な

の秋からは予約時にクレジットカードで決済できるように

どでは外国人向け無料英語情報誌「eye on（アイオン）

し、その際、500 円を割り引くサービスも始めた。その

Kanazawa」を発行するデザイン会社、アーテックス（金

結果、約 30％の旅行者がウェブ予約を利用した。

沢市）と連携することにした。情報発信の体制を整えた
後、本格的にスタートさせるために、平成 27 年秋からイ
ベント名も改めた。

ウェブ予約やカード決済を可能に

芸妓の艶やかな踊りやお座敷遊びの体験が好評だ。

参加者が SNS で情報を拡散
集客に向けては 8,000 枚のチラシを制作し、JR 金
沢駅や県内のホテル・旅館のほか、外国人に人気の飲
食店や観光施設などに置いた。外国人旅行者は広域観

本格スタートに当たっては、平成 26 年秋のイベントに

光を楽しむケースが多いことから、東京や長野および高

参加した外国人などの声を参考に運営を見直したほか、

山の駅やホテル・旅館などでもチラシを入手できるように

回を重ねるごとに改善を続け、満足度向上につなげてい

した。
通訳案内士から勧められて参加する旅行者も多い。
また、
回を重ねるにつれて有力な情報拡散ツールとなっ

る。
例えば、当初は畳に座布団を並べただけだったが、
「座

ているのが、インスタグラム（写真共有アプリ）などの

りにくい」との声に考慮し、座イスや背もたれ付きのイス

SNS である。イベントに参加した旅行者が芸妓と一緒

を用意。料金についてはステージに近い席も遠い席も一

に撮影した写真や体験した内容、感想を SNS で発信。

律に設定していたが、見やすさに応じて 4 段階にランク

それが友人・知人に広まり、さらにその友人・知人といっ

分けした。この春からは、最も見やすい席のサービスを

た具合にどんどん広まっていくことで認知度がアップする

見直し、行列に並ばなくても優先的に入場でき、呈茶サー

のだ。その影響は大きく、例えば、イスラエルで人気の

ビスを受けられるようにする。

有名人がイベントに参加し、その様子をフェイスブックに

また、馬場さんは当初、マイクを使わず解説していたが、
後方の席でも聞き取りやすいように、マイクやスピーカー
といった音響設備を
そろえた。

投稿したところ、イスラエルからの参加者がどっと増えた
という。
懐華樓では平成 21 年に発刊されたミシュラン観光版
で一つ星を獲得して以降、外国人客が急増。北陸新幹

さらに、当初は金

線開業後はさらにその傾向に拍車がかかり、昨年は 1 日

沢に到着してから予

の入館者 500 人のうち日本人が十数人しかいない日も

約する、あるいは予

あったほどだ。

約せずに訪れる旅行

「開演を待つ外国人旅行者の目は期待でキラキラと

者を想定していたが、

輝いています。その期待にしっかりと応え、日本旅行の

「来日前に予約してお

ハイライトとして笑顔でお帰りいただけるようにしたいと
思っています」。馬場さんはそう話し、懐華樓ならではの

昨年はイギリスに 5 カ月間留学
し、英語やホスピタリティーを
学んだ女将の馬場華幸さん。

イベントを定着、浸透させていくため、
「そのクオリティー
をさらに高めていきたい」と意欲を燃やしている。
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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

わら庄を経営する蕨さん一家
（左から美鈴さん、之裕さん、
祥一郎さん、国子さん）。

北陸新幹線の開業やN H K 連続テレビ小説「まれ」の放映によって、
平成27年度の輪島市の観光客数および宿泊客数はどちらも約30％
増加した。これを追い風にしようと、I S I COが派遣する専門家（中小
企業診断士）のアドバイスを受けながら商機の拡大に取り組んでいる
のが、朝市通りで店舗を構える「輪島洋食屋 わら庄」だ。もともとス
テーキ丼で人気のある店だったが、一層の売上アップと利益率の改善
を目標にメニュー構成の見直しなどに着手し、
成果を上げている。

増加した観光客の取り込みに成功

メニューの見直しを機にメインに据えた
「ビーフシチュー」。大きめにカットされ
た牛肉は4 〜 5時間煮込んであり、箸で
切れるほどの柔らかさだ。

2年連続で売り上げが25％アップ
人気のステーキ丼
8割の客が注文
わらび

わら庄は店主の蕨 祥一郎さんが
昭和45年に開いた洋食店で、現在は
親子2代の夫婦で経営している。
一番の人気メニューは「 わら庄風

がら食べるスタイルもユニークだ。
来店客の実に8割が注文するとい
う人気ぶりで、多い時には1日で90食
の注文がある。
とはいえ、経営は決して楽とは言え
ない。理由の一つは牛肉価格の高騰
だ。ステーキ丼には、豪州産の牛肉お

上げするとお客さんが離れてしまうの
では」と原価が上昇しても転嫁してこ
なかった。

価格とメニュー構成、
店名を見直し
こうした状況を打開したいとの思い

ステーキ丼」である。平成19年に奥能

よび石川県産ブランド和牛「能登牛」

から蕨さんは、飲食店で店長やエリア

登2市2町の飲食店が連携して企画し

を使用しているが、豪州産は円高など

マネージャーを務めた経験があり、飲

た「能登丼」のメニューとして開発し

の影響で、能登牛は極端に品薄のた

食店の支援を得意とする専門家（中

たもので、牛肉180グラムを使ってい

め仕入れ値が上昇しているのだ。

小企業診断士）の指導を受けること
にした。

てボリューム満点だ。味付けは輪島

また、
「ハンバーグステーキ」
「豚ロー

市の谷川醸造の醤油と香味野菜を

スのグリルステーキ」
「エビフライ」と

アドバイスを受けて取り組んだこと

使ったオリジナルソース。熱々の石鍋

いった他のメニューも、ほとんどが何

の一つが価格やメニュー構成の見直

で提供し、ご飯と牛肉をかき混ぜな

十年も価格を据え置いたままで、
「値

しだ。当初、1,580円（価格はすべて
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税込み）だったステーキ丼は豪州産

小説「 まれ」が放映されると相乗効

牛肉の値上がりに合わせ、段階的に

果によって輪島の観光客数も目に見

見直し、現在は2,052円に設定してい

えるように急増。わら庄も観光客を

る。能登牛を使ったステーキも仕入

取り込むことに成功し、平成27年の

れ値に見合った価格に変更。他の洋

売り上げは前年に比べ、約25％アップ

食メニューも200 〜 300円の幅で値

した。ステーキ丼の人気は変わらな

段を上げ、
適正化を図った。

いが、看板メニューとして打ち出した

一方で、
そもそも同店は素材を厳選
し、ソースやドレッシングも手間暇か

ビーフシチューとビーフカツレツの注
文も狙い通りに増えている。

けて手作りする昔ながらの洋食店で

平成28年に入ると観光客の入り込

あり、ステーキ丼だけでなく自慢の味

みは少し落ち着いたが、わら庄の好

をもっと知ってほしいとの思いから、

調ぶりは続いている。平成28年6月に

洋食メニューを前面に押し出して目

発行された『ミシュランガイド富山・

立たせるように品書きを改めた。

石川』に掲載されるとさらに拍車がか

洋食メニューのメインに据えたの

かり、店の前に行列のできる日もあっ

は、
「ビーフシチュー」と「ビーフカツレ

た。香港、中国、シンガポールから来

ツ」だ。ビーフシチューはこれまでも

る外国人旅行客の来店も増えた。

輪島市の朝市通りに面して建つわら庄の店舗。コンク
リートの外壁がモダンな印象を与える。

提供することがあったが、仕込みに

祥一郎さんの長男の之裕さんは

時間がかかるため欠品が多く、知る人

「SNSでおいしいとの噂が広まったこ

り合って、まとまらないことも多かっ

ぞ知る幻のメニューのようになってい

とが集客につながった。S N S の影

たが、客観的な視点で意見を出してく

た。しかし、おいしいと評判で熱望す

響力がこんなにあるとは思わなかっ

れる専門家が入ることで、家族間のコ

る常連客も多いことから、これを機に

た」と驚きを隠さない。

ミュニケーションもより円滑になった

看板メニューの一つに加えた。ビー

せっかく足を運んでくれた客を断

フカツレツは今まで仕入れている材

ることがないようにと昨年夏からは2

ただ、まだ課題も残っている。客足

料で他店にあまりないものをと新たに

階のスペースも店舗として利用するこ

と売り上げは順調に伸びているもの

追加したメニューだ。どちらも自家製

とにし、4人掛けのテーブル3つを設

の、原価の変動が激しく、改定後の価

ブラウンソースが味の決め手になっ

置。平成28年も前年と同等の売り上

格でも利益率は改善していない。その

ている。

げを見込んでいる。

ため、今後さらなるメニューのブラッ

こうした取り組みに合わせて店名
の一部も見直した。これまでは「レス
トラン わら庄」あるいは「グリル わ

という。

シュアップと利益率の改善を目指す。

今後の課題は
利益率の改善

「専門家のおかげでいい波に乗る
ことができた」と笑顔を見せる之裕さ

ら庄」と名乗ってきたが、洋食店であ

  「観光客が増えるいいタイミングで

んだが、新幹線やドラマのおかげで

ることがストレートに伝わるように
「輪

専門家から助言を得ることができま

客が来てくれた面もあると分析してお

島洋食屋 わら庄」とした。

した。2階にも店舗を拡張するなど、

り、
「効果が落ち着くこれからはしっか

自分たちだけではどうしてもおっくうに

りと作戦を立てないと勝てない」と新

なって、無理だったことも、専門家の

たな一手を繰り出そうと意欲を燃や

指導があったからこそ、実行できまし

している。

S N Sによる
波及効果に驚き
平成27年3月に北陸 新幹
線が開業、平成27年4
月から9月にかけて
N H K 連 続テレビ

た」。そう口をそろえるの
は之裕さん、美鈴さ
ん夫妻である。
家族だけで話
し合っていると、

一 番人 気の「 わら庄 風 ス
テーキ丼」。能登丼の中で
もトップクラスの売れ行き
を誇る。

どうしてもそれぞ
れの思いがぶつか

輪島洋食屋 わら庄
輪島市河井町2-70-5
TEL.0768-22-1140
■
■
■
■

代 表 者
設
立
従業員数
事業内容		

蕨 祥一郎
昭和45年3月
4名
洋食店経営
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イシコ・トピックス

中小製造業の経営効率化等を後押し
石川県工業試験場に「IoT相談窓口」が開設

石川県工業試験場は 1 月 4 日から、さまざまなモノ

をインターネットに接続する IoT（Internet of Things）に

よる新製品開発や生産効率の向上などの相談を一元的
に受けるための相談窓口を開設しました。

IoT に関する相談は、複数の技術分野にまたがること

が多いことから、電子情報部をはじめ、工業試験場の

各専門部署の職員によってチーム編成して対応します。

技術分野に限らず、最新の成果事例の紹介などの情

報提供も行っていきます。相談は無料ですので、お気
軽にご利用ください。

●お問い合わせ先／石川県工業試験場 電子情報部 ………… TEL.076-267-8084

SNSやクラウドファンディングの活用を伝授！

「猫の国の作りかた〜想いを伝えて共感を得て
ファンを増やして国をつくる〜」セミナーを開催

じばさんギャラリーのご案内
（地場産業振興センター本館 1 階）

2/18 土〜 3/1 水

いしかわの建具展
石川県建具協同
組合員に連綿と
受け継がれてい
る職人技が施さ
れた建具を展示
します。花嫁のれ
ん展併催。

3/15 水〜 4/9 日
H28 石川県デザインセンター

選定商品展

「いしかわの伝統と新しい感性」というコ
ンセプトのもとに、新しい生活を提案する
魅力的な作品を紹介します。

ISICO は 1 月 19 日に石川県地場産業振興

センター研修室で、
「猫の国の作りかた ~ 想
いを伝えて共感を得て ファンを増やして国

をつくる」と題して、セミナーを開催しました。
クラウドファンディングを活用した資金調達
方法や自分の想いをどのように伝えお客様を

巻き込んでいくかについて受講者に分かりや
すく解説しました。

お問い合わせ

参加者はネットを活用して販促力を向上さ
せるノウハウを学びました。

(公財）石川県産業創出支援機構
地場産業振興センター
TEL

076-268-2010

プロジェクト５年間の事業・研究成果を報告

「いしかわ炭素繊維クラスター成果報告会」開催

いしかわ炭素繊維クラスター、石川県および ISICO は 1 月 26 日、いしかわ炭

素繊維クラスター事業の 5 年間にわたる研究開発の成果の集大成である「いし
かわ炭素繊維クラスター成果報告会」を石川県地場産業振興センターで開催し
ました。

クラスター事業の参画企業担当者など県内外から 245 名が参加するなか、GE

グローバル・リサーチセンター 日本代

表による基調講演を行うとともに、事

FAX

業成果報告では、28 件のシーズ等を
紹介しました。

このほか、研究成果報告や県内 8 企

業・１組合による企業成果事例紹介も

［発行月］平成29年2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

行いました。多数の参加者が熱心に
聴講し、盛況に終わりました。

5 年に及ぶ事業の成果が発表された報告会

