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県経済の状況について、どのよう
に捉えているか。

　鉱工業生産指数がリーマン・ショ
ック時を超える水準で推移し、全国
1位になったほか、個人消費も緩や
かに持ち直し、有効求人倍率につい
ても、１倍を大きく上回る状況が続
くなど、全体として回復している。

北陸新幹線は県経済にどのような
影響を与えているか。

　首都圏をはじめ、全国各地から

多くの方が本県を訪れ、まず観光面
で大きな効果が出ている。また、県
内企業にとっては、首都圏との時間
距離が短縮されたことで、独自の商
品や技術をアピールし、販路拡大に
つなげやすくなるなど、大きなビジ
ネスチャンスが到来したと言える。
ISICOとしても、県内中小企業の中
核的支援機関として、新幹線開業
効果が各分野に波及するよう、中小
企業それぞれが持つ強みにさらに
磨きをかけ、それを全国に発信でき
るよう、しっかりとサポートしていき
たい。

具体的にはどのような取り組みを
行うのか。

　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）」を活用し、地域資源を活用し
た製品開発、販路開拓を支援してい
る。この3月、香林坊大和に開設し
た「石川のこだわりショップ　かが
やき屋本店」では、開発を支援した
商品を常時販売しているので、消費
者の意見を商品の改善につなげる
など、ぜひこのショップを活用してほ
しい。消費者の評価が高い商品は、

理事長インタビュー

首都圏との時間距離短縮でビジネスチャンス到来

（公財）石川県産業創出支援機構

谷本 正憲

強みを磨き、アピールする
県内企業をサポート

理 事 長

（石川県知事）
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ISICOとしても、今秋新たに首都圏
で全国のバイヤーを一堂に集めた
商談会を開催するなど、首都圏への
販路開拓を強力に後押しすることと
している。

モノづくり企業の受注拡大をどの
ように支援するか。

　これまでも、県内企業の優れた技
術や工法を大手企業に売り込むた
め、技術提案型展示商談会や受注
開拓懇談会を開催し、着実に商談
成立につなげてきた。今年度も引き
続き、私が先頭に立ってトップセール
スし、県内企業のさらなる受注拡大
を推進したい。

県内企業が成長するためには、国
内市場だけでなく、海外市場に打
って出ることも重要だ。

　県内企業1,000社にアンケートし
たところ、海外展開に関心のある企
業のうち約4割から「東南アジアに
進出したい」あるいは「東南アジアを
市場として活用したい」との回答が
得られた。こうした声を受け、県では
昨年10月、東南アジアの交通や情報
の中心地であるシンガポールに事務
所を開設し、成長著しい東南アジア
でビジネスに取り組む企業をサポー
トする体制を整えた。

　ISICOでも、活性化ファンドを活
用し、海外市場に挑戦する中小企業
に対し、新商品の開発、販路開拓は
もとより、海外進出の準備段階で必
要となる市場のニーズ調査や国際
認証の取得等についても、支援を行
っている。

長期的な視野に立てば、新たな産
業の育成も課題だ。

　石川を代表する産業と言えば、機
械、繊維、食品、IT、伝統工芸、観光
が挙げられるが、これらの産業をし
っかりと支援し、伸ばしていくと同時
に、次の時代を担う産業の芽を育て
ることも必要だ。そこで、ISICOでは
「いしかわ次世代産業創造ファンド
（次世代ファンド）」を活用し、「炭
素繊維」「航空機」「ライフサイエン
ス」「エネルギー・低炭素化」といっ
た分野での研究開発を重点的に支
援しており、今後も継続していく。
　また、北陸地域をライフサイエン
ス・高機能新素材関連産業の一大
集積地とすることを目指した「北陸
産業競争力強化戦略」が、国の地域
再生計画の第一号として認定され
た。この認定に基づく国の財政支援
（地域再生戦略交付金）も活用し、
次世代ファンドによる炭素繊維とラ
イフサイエンス分野への支援を大幅
に拡充する。

次世代ファンドの対象分野の中
で、特に炭素繊維は、用途の広が
りが期待できる。

　軽くて強い省エネ型の素材なの
で、これからどんどん活用領域が
広がっていくと考えている。現状で
は、炭素繊維複合材料は加工が難
しく、そのことが活用にあたっての
ネックとなっており、今後、こうした
加工技術を確立させていきたい。ま
た、県内には自動車や航空機といっ
た川下産業がないので、これらが集
積する東海地域との連携強化のた
め、昨年名古屋市で関係者の交流
会を開催した。本年は本県で開催
することとしており、こうした交流を
積み重ねることで、炭素繊維の一大
生産・加工地域の形成を目指す「東
海・北陸連携コンポジットハイウェ
イ構想」の実現に取り組んでいく。
　さらに、その特長を生かして、建
築分野への展開も期待されるが、
強度や耐久性といった基準の確立
など、専門的な検討が必要なことか
ら、石破茂地方創生担当大臣と懇
談した折にお願いしたところ、早速
国土交通省が所管する国立研究開
発法人建築研究所にも参画いただ
き、建築材料として実用化に向けた
研究会を立ち上げることとした。建
築分野でも炭素繊維複合材料を活
用できれば、企業の受注も大幅に拡

県民待望の北陸新幹線が金沢まで開業しました。首都圏とのアクセス向上は、県内企業にとって、
商機拡大の絶好のチャンスです。これを生かすには、独自の製品や技術、サービスにさらに磨きを
かけ、巨大マーケットである首都圏をはじめ全国に発信することが重要であり、ISICOでは意欲
あふれる県内企業を専門性の高いスタッフが幅広い支援メニューでサポートします。ISICOの
支援策や新たな取り組みについて、当財団の理事長である谷本正憲知事に聞きました。
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大し、石川の新たな主力産業に育っ
ていく可能性が高くなると感じてい
る。

北陸新幹線の金沢開業は企業誘
致を進める上でも大きなメリット
となる。

　時間距離の短縮によって、災害が
少なく、電気料金が安く、勤勉で真
面目な働き手がたくさんいるという石
川の優位性を首都圏の企業にアピー
ルできるチャンスが到来した。既にジ
ャパンディスプレイが、約1,700億円
という本県では過去最大となる投資
額で白山市での新工場の建設を開始
したほか、日本ガイシや日機装が新
工場を建設し、また東芝が全国に分
散しているLED等の半導体の研究
開発部門を子会社の加賀東芝エレク
トロニクスに集約するなど、石川の優
位性が評価され、企業の進出が相次
いでいると感じている。今後も企業
誘致を積極的に進め、雇用の場を確
保すれば、交流人口や移住・定住人
口も増加し、これがひいては地方創
生に大きく貢献してくれると確信して
いる。

一方で人手不足も懸念されるが、
その対策は。

　多様な人材の確保には、魅力ある
「働く場」が必要だ。そこで県では、
本社機能の移転促進に向けた助成
制度の創設や新産業の創出などで、
多様な雇用の場の創出に取り組ん
でいる。
　また、企業が優秀な人材を確保す
るためには、県外に進学した学生を

県内に呼び戻すことも重要である。
県が実施した調査によると、県外の
本県出身の学生に地元企業の情報
が届いていないとの声も多く、本県
の魅力的な企業情報を本県出身の
学生にしっかりと伝えていく必要が
ある。このため、学生にとって利便性
の高い就職支援ポータルサイトを新
たに立ち上げるほか、首都圏や関西
圏での合同企業説明会の実施、就
職支援に関する協定を締結した大
学における本県の就職先としての魅
力を紹介するセミナーの開催など、
あらゆる手だてを講じ、Ｕターン促
進を働きかけていく。
　このほか、女性や高齢者の活用、
雇用のミスマッチ解消にも取り組み
たいと考えている。

今年4月に「ふるさと石川の地場
産業を担い地域経済を支える中
小企業の振興に関する条例」が施
行された。この狙いは。

　本県の事業所の９割以上は、小
規模企業を含む中小企業であり、
石川の経済をしっかりと支えるとい
う重要な役割を担っていただいてい
る。国でも小規模企業振興基本法
が成立しており、北陸新幹線の金沢
開業という好機をとらえ、小規模企
業を含む中小企業のさらなる活性化
を図っていくことが狙いだ。
　ISICOでは中小企業診断士など
による専門家派遣事業（企業ドッ
ク）などに取り組み、企業からも高
い評価を得てきたが、新たに条例と
いうバックボーンを得たことで、地域
経済を支える中小企業に対する支援
体制をさらに充実させ、産業の活性

化にしっかりと取り組んでいく。

利用者にメッセージを。

　ISICOが発足して17年目に入る。
当初は知名度も低かったが、起業支
援や産学官連携による研究開発・新
商品開発支援、受注・販路開拓への
支援などに取り組み、今では県内企
業の総合的な支援機関として認知さ
れている。
　今後とも、経済情勢の変化や企業
ニーズを素早く把握し、きめ細かく
対応するとともに、企業の持ってい
る強みを最大限引き出せるよう、さ
まざまな支援メニューを用意し、全
力をあげて後押ししたいと考えてい
る。経験豊富なスタッフがお待ちし
ているので、どんなことでもお気軽
にご相談いただきたい。
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設備貸与制度が
 リニューアルしました！

設備貸与制度は、中小企業やこれから創業される方が希望される設備を当機構が現金一括払いで購入し、
長期・固定金利で割賦販売（完済後に所有権を移転）する制度です。このほど、さらに使いやすくするため、
以下の3点について、制度の見直しを行いました。設備の導入をお考えの方は、ぜひご利用ください。

詳細に関するお問い合わせ・お申し込み

（公財）石川県産業創出支援機構
経営支援部 設備支援課
TEL. 076-267-1174
URL. http://www.isico.or.jp/soshiki/setsubi



チャンスをつかみ、未来をひらく
Seize a chance and open a bright future.

明治38年創業の老舗和菓子店、山海堂が作る「そっとひらくと」シリーズ
が女性客を中心に人気を集めている。これは、もなかの皮の中に季節を感
じさせる干菓子と金平糖、そして正月の縁起菓子・辻

つじうら

占で使われる占いの
紙を入れた和菓子だ。今年3月には人気テレビ番組にも取り上げられ、売
れ行きに拍車が掛かっている。

小さな干菓子を詰めた新感覚もなか 
“かわいい”をテーマに全国へ販路拡大

（株）山海堂　
加賀市山中温泉湯の本町ク-8
TEL. 0761-78-1188

4種類を季節限定で販売

　「そっとひらくと」シリーズのラインアップは「はるほ
のか」「なつきらり」「あきゆらら」「ゆきふわり」の 4
種類。それぞれ季節限定で販売されている。
　例えば、5月から 8月に販売している「なつきらり」な
らば、朝顔が描かれたもなかの皮をそっと開くと、スイ
カ、青楓

かえで 

、星など、夏をイメージさせる形をした 6 種類
の干菓子が詰め込まれている。干菓子は生

き ざ と う

砂糖、州
す は ま

浜
など４種類の生地が使われており、優しい甘さで、口の

中でじんわり溶
けていく。
　「食べる人を
和ませ、ホッと
させるのが 和
菓子の魅力で
す。辻占の紙も、

ぱっと開けたときに、会話の潤滑油になればと思って入
れました」。そう笑顔で話すのは、この商品を考案した
黒田清彦社長である。

人気番組「ガイアの夜明け」も注目

　平成 23 年の発売以降、順調に売り上げを伸ばし、
今では山海堂の看板商品のひとつに成長した。店は山
中温泉総湯のすぐそばとあって、観光客が立ち寄ること
も多い。以前は冷やかしの客も多かったが、「そっとひ
らくと」シリーズを販売してからは、おみやげに購入し
ていく客が格段に増えた。
　首都圏の消費者にもアプローチしようと、昨秋には、
ISICO が東京駅の商業施設で開催した「石川のこだわ
り商品フェア」に出店。来場者からは「かわいい」「お
みやげにぴったり」といった好意的な声が多く聞かれた。
　さらに、今年 3 月にテレビ東京の人気番組「ガイアの

■ 代表者 黒田 清彦
■ 創　業　 明治38年
■ 資本金 1,000万円

干菓子を作るために用いられる抜き型や木型。

■ 従業員数 4名（パート含む）
■ 事業内容 和菓子の製造、販売

職人としての技術とアー
ティストとしての芸術性を
追求し、ワン＆オンリーの
和菓子づくりを目指す黒田
清彦社長。
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夜明け」で取り上げられると、首都圏のホテルや結婚
式場などからも引き合いが寄せられるようになった。
　黒田社長の話によれば、この番組では、海外向けに
日本の商品を販売するネット通販企業をメインに取り上
げる予定にしていたという。番組の取材を行う中で、そ
の企業の社長が新たな商材を探すため、石川県地場
産業振興センターで開かれていた ISICO の展示会に訪
れ、そこで発見したのが「はるほのか」だった。すると、
商品の独自性に注目したテレビ局は、「はるほのか」に
スポットが当たるように構成を変更したのだという。放
送後の反響はすさまじく、売れ行きは以前の3 〜 4 倍
に急伸した。

女性の声を生かして商品を改良

　開発したきっかけは、南加賀商工観光推進協議会か
ら観光誘客イベントに出品する和菓子を作ってほしいと
依頼されたことがきっかけだった。
　「アイデアは昔から頭の中にありました。ただ、すべ
てが手作業で、何種類もの干菓子を作るには相当手間
がかかるので、商品化には二の足を踏んでいたんです」

（黒田社長）
　そんな黒田社長の背中を押したのは「伝統のある和
菓子作りを続けるため、何か新しい和菓子を作りたい」
という思いだった。和菓子は地域の風習と密接な関係
があることが多いが、その風習は人口減など、地域の
活力が失われるに伴い廃れることも少なくない。例えば、
県内に古くから残る初老の祝いに餅を配る習慣がそう
だ。風習が廃れるしたがって、需要は減少し、これを
食い止めるには、新商品による需要の創出が不可欠と
いうわけだ。
　もうひとつは大学生だった黒田社長の娘さんが「跡
を継ぎたい」と言ってくれたことだった。「実際、継い
でもらった時に仕事がないというのでは困りますからね

（笑）」（黒田社長）
　アイデアを具現化する際、ヒントになったのが女性の
声だった。チョウや桜の形をした干菓子は抜き型や木
型を使って成型するのだが、最初の試作品を手にした
女性からは「小さくした方がかわいい」との意見が出た。
　「そういえば、妻も娘も“ かわいい ” かどうかを基準
に買い物をしていることに思い当たりました。それで、
女性にかわいいと喜んでもらえる商品を目指すことにし

たんです」。黒田
社長はそう考え、
これまでよりも一
回り小さい型を
使って干菓子を
作った。
　苦戦したのは
冬に販売する「ゆ
きふわり」の干
菓子づくりであ
る。順調にイメー
ジが膨らんだ春・
夏・秋バージョン
に比べ、寒々し
い冬をかわいく
演出するアイテム
が思い浮かばず、行き詰まった。そのため、2 年間は春・
夏・秋のみを販売。その後、娘さんの「手袋を入れて
みたら」という一言が解決の糸口となり、手袋や雪玉、
ヒイラギなどをモチーフにした干菓子が詰まった「ゆき
ふわり」を完成させた。

来年はひなまつりバージョンも

　「そっとひらくと」シリーズのヒットを受け、招き猫の
形をしたもなかの皮に、有平糖や干菓子、金平糖を入
れた「福招き」を商品化。さらに、梅の形のもなかの
皮に松竹梅をかたどった干菓子が入った「福薫る」といっ
た商品を派生させ、結婚式の引き出物など、ギフト需要
を取り込むことに成功した。
　「そっとひらくと」シリーズにおいては、首都圏で販売
した際、消費者から寄せられた「おひな様の隣に飾りた
い」といった声を参考に、来年からはひなまつりに特化
した商品もラインアップに加える計画だ。
　黒田社長は「首都圏のお客さんは反応が面白く、気づ
きが得られる」と話し、今後も首都圏での販路開拓に
積極的に取り組んでいく考えだ。また、先述した通販サ
イトを通じて、商品は海外でも売れ始めており、アジア
やアメリカ、ヨーロッパ市場でも商機拡大を狙っている。
　新商品のアイデアも「既に頭の中にある」と話す黒田
社長。新たな和菓子の魅力を引き出すその手腕に大い
に期待したい。

「そっとひらくと」シリーズの和菓子。手前が５〜 8月
限定の「なつきらり」、奥が 9 〜11月限定の「あきゆ
らら」。1個 324 円。
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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。

甘口に続き辛口も

　「兼六桜」は石川県で独自に開発
された酒造好適米「石川門」と白山
の伏流水、そして兼六園の八重桜の
花びらから分離した酵母といった地
元の原料にこだわって醸造された

オール石川産の純米吟醸酒である。
　味わいは甘口で桜をイメージさせ
るほのかな香りと爽やかな酸味が
特徴だ。新たに分離した酵母は一
般的な日本酒の醸造に使われる酵
母に比べて発酵が穏やかなため、ア
ルコール度数は13度と少し低めであ
る。しかし、その分、普段日本酒を飲
み慣れない女性や若者でも気軽に
楽しむことができる商品だ。
　西出酒造では昨年11月から仕込
みを始め、今年2月からJR金沢駅構
内の金沢百番街「あんと」にある地
酒のアンテナショップ「金沢地酒蔵」
と小松市にある西出酒造の店頭で
販売。北陸新幹線で金沢を訪れた
観光客らから人気を集めた。
　予定していた本数が完売したこ
とから、同社では今秋、同じ酵母を
使って2,400本を生産する計画であ
る。
　さらに、今年4月には第2弾として、
第1弾の兼六桜の醸造過程で得ら
れた酵母を使って仕込んだ日本酒

を新たに発売した。この酵母を使っ
た場合、アルコール度数が19度と高
く、芳醇な香りのする辛口の日本酒
に仕上がるのだが、これは「酵母は
生き物なので、環境に順応して特性
が変わる」（西出代表）ためだ。
　なお、消費者が第1弾の兼六桜と
混同する可能性を考え、来年は「甘
口」「辛口」の表記を明示した上で2
種類を本格的に販売する計画だ。

1,300株から厳選

　兼六桜は、酒どころ石川を発信し
ようと石川県酒造組合連合会に加
盟する酒造メーカー14社が平成25
年に立ち上げた「いしかわ花酵母開
発プロジェクト」から生まれた日本酒
で、ISICOの「いしかわ産業化資源
活用推進ファンド（活性化ファンド）」
の補助事業を利用し、開発を進めて
きた。
　酵母の選定にあたっては、アドバ
イザーとしてプロジェクトに参画す

兼六園の八重桜から酵母を分離
オール石川産の日本酒が好評
西出酒造が製造する日本酒「兼六桜」が好評だ。「兼六桜」は
石川県酒造組合連合会が石川県工業試験場と連携して取
り組む「いしかわ花酵母開発プロジェクト」の一環として
開発された。兼六園の八重桜から分離した酵母を使って醸
造し、今年2月に販売を開始。観光客らに好評で、昨年末に
仕込んだ1,200本を4月に完売した。杜氏である西出裕

ひろひ さ

恒
代表は、これを契機に新たな酒造りに挑もうと意欲を燃や
している。

兼六園の八重桜（上）とそこから分離した酵母。

石川産の酒米、水、酵母で造った「兼六桜」。写真右
が甘口で、左が辛口。1本500ミリリットル入り1,500円。
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る石川県工業試験場が協力した。
まず奥能登のキリシマツツジや白
山の高山植物など、県内の名所や旧
跡に咲く花から1,300株の酵母を分
離。これを発酵試験などでふるいに
掛けて46株に絞った後、香りや味、
アルコール発酵力などを吟味して7
株を選び、さらに小規模の試験醸造
を行うとともに、商品化した際のイン
パクトを検討した結果、兼六園の八
重桜から分離した酵母の使用を決
定した。
　西出代表は「今後、当社だけでな
く県内の他の酒造メーカーでもこの
酵母を使った酒造りに取り組むよう
になれば、商品ラインアップがさらに
拡充し、ブランド力や情報発信力の
強化につながる」と期待を寄せる。

天然酵母で他社と差別化

　兼六桜の商品化に向け、西出代
表が名乗りを上げたのは、もともと
酒蔵の息子ということもあり、天然
酵母に興味を持っていたためだ。西
出代表によれば、酒造メーカーの多
くは、日本醸造協会が培養、販売す
る酵母を使っているため、安定した
品質の日本酒を生産できる一方、日
本酒の没個性化が進み、日本酒離
れに拍車を掛けているという。
　こうした現状を打破したいと考え
た西出代表が、他社の商品と差別化
を図ろうと利用を決めたのが天然
酵母である。兼六桜の醸造に先駆
け、平成20年には県工業試験場が
開発したリンゴ酸を多く生産する酵
母を使った日本酒「心待ち」を商品
化。リンゴ酸はワインに多く含まれ
る成分で、出来上がった日本酒は白
ワインのようなすっきりとした飲み口
が特徴で評判がいい。
　日本酒の新たな可能性を求めた
取り組みはこれにとどまらない。西
出代表は今後、いしかわ花酵母開発
プロジェクトで最終候補にまで残っ

た白山に自生する
高山植物であり、
7月から8月にかけ
てピンク色の花を
咲かせるハクサン
フウロから分離し
た酵母を使った酒
造りにも取り組み
たいと考えるなど、
チャレンジ精神旺
盛だ。

社名復活させ再出発

　ところで、兼六桜の醸造に取り組
んだ平成26年は西出酒造にとって
は新たな船出の1年となった。
　大正2年に創業した同社は、
「春

はるごころ

心」という純米酒を主力に80年
以上にわたって酒造りを続けてき
た。しかし、経営状況が悪化したこ
とから、平成8年に経営権を加賀市
の企業に譲渡。それ以降は、旅行客
らを酒蔵に案内し、その場で商品を
直販する観光酒蔵「金紋酒造」とし
て営業を続けてきた。
　売り上げの8割以上はこうした直
販によるものだが、観光客頼りにな
り、売り上げは伸び悩んでいた。そ
こで、西出代表は昨年、魅力的な日
本酒を造って酒店や飲食店への卸
売りを増やす方向へ路線変更して
いきたいと考え、観光誘客に力を入
れる前オーナーから経営権を譲り
受け、社名も復活させた。
　こうした西出代表の活動の原動
力となったのは、中学生だった頃、経
営権を手放さざるを得なくなった父
裕一さんの「いつかもう一度、一緒
に春心を造ろう」という言葉だった。
この言葉がいつも頭の片隅にあっ
た西出代表は杜氏を志して大学を
中退。鹿野酒造（加賀市）に入社し、
「現代の名工」として知られる能登杜
氏、農口尚彦さんの下で5年間、修業
に励み、平成18年から金紋酒造の

杜氏を務めてきた。
　裕一さんは2年前に亡くなり、「一
緒に春心を造る」という約束は果た
されなかった。それでも遺志を受け
継ぎ、昨年はついに西出酒造の名で
春心の新酒を仕込むことができた。
　西出代表は「長年蔵に棲み着い
た酵母を使って伝統的な味を守りな
がら、天然酵母で日本酒の新たな魅
力づくりにチャレンジしたい」と語る
など、やる気をみなぎらせている。
　酒造りは創業以来の蔵の味と天
然酵母を使った新たな味を、販路は
直販と卸売りを。西出代表はそれぞ
れを両輪で進めることで、業容を拡
大していく考えだ。

平成 26 年秋に開催された石川の地酒と美食の祭典
「サケマルシェ」で試飲会を開き、試作品についてアン
ケート調査した。

（同）西出酒造
小松市下粟津町ろ24番地 
TEL.0761-44-8188

■ 代表者　  西出 裕恒 ■ 創業　大正2年
■ 従業員数　4名
■ 事業内容 日本酒の製造、販売
● http://www.kinmon.jp

日本酒の新たな魅力づくりに力を注ぐ西出裕恒代表。
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N e w  C h a l l e n g e

　エネルギー使用量が
　80％低減した工場も
　「太陽エネルギーと言えば、太陽光
による発電ばかりに注目が集まります
が、エネルギーの変換効率で比べる
と、実は太陽熱の方が4倍以上も優
れているんです」（黒保社長）
　その優れた変換効率を生かして開

発されたのがこのツインパワー給湯器
だ。そして、開発の発端には「外国か
らエネルギー資源を買うとそれだけ国
益が外国に出て行ってしまう。だが太
陽熱を利用すればそうならずに済む。
また、エンドユーザーの皆さんも電気・
ガス料金を抑えられる。国益とエンド
ユーザーのためになる製品を作りた
い」という黒保社長の思いがあった。

　この製品は屋根の上に6平方メート
ルの大きさの集熱パネルを設置し、パ
ネル内に張り巡らせた配管に水を通
すことで最高80℃まで水温を高める。
　また、バックアップ用としてヒートポン
プ式給湯器を備えているので、雨や
曇りの日でも、天候に左右されず利用
することが可能だ。温水はタンクに貯
めておき、必要に応じて使える。二酸

エナテックスが「いしかわ次世代産業創造ファンド（次世代ファンド）」の助成を受けて開発した「ツインパ
ワー給湯器」。この製品が今年1月、一般財団法人省エネルギーセンターの省エネ大賞・資源エネルギー庁
長官賞を受賞した。省エネ大賞の受賞は中小企業では初めての快挙だ。この製品の特色として、晴れた日
には太陽熱で、雨や曇りの日にはヒートポンプで湯を沸かし、灯油やガス、電気などのエネルギーコストを大
幅に削減できることが挙げられる。黒

くろやす

保勝郎社長は事業の新たな柱にと期待をかけている。

新 たなる挑 戦
いしかわ次世代産業創造ファンド（次世代ファンド）や
国のプロジェクトを活用したり、知的財産権に関する
取り組みなどを行い、成果を上げた企業を紹介します。

太陽熱で湯を沸かす省エネ給湯器
中小企業初の省エネ大賞を受賞

石川県地場産業振興センター本館に
設置されたツインパワー給湯器の集
熱パネル。同館では温水をトイレの
洗面台などで利用している。

ツインパワー給
湯器をはじめ、
エンドユーザー
の立場に立った
製品開発を信条
とする黒保勝郎
社長。

エナテックス（株）金沢市間明町2丁目259番地2号
TEL. 076-291-2121

■ 代 表 者  黒保  勝郎
■ 創　　業 昭和56年9月
■ 資 本 金  5,500万円
■ 従業員数 15名
■ 事業内容 太陽熱利用給湯システム、屋根融雪シ

ステムの製造・販売、JR向けポイント
融雪・踏切融雪の設計・施工、ロードヒ
ーティングシステムの設計・施工など

●  http://www.enetecs.jp/
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化炭素を排出しないので、環境性能
にも優れた製品で、特許も取得済み
だ。
　電気代や燃料代を節約できる上、
国の補助制度を利用すれば、初期投
資を抑えることができることもあり、発
売から約2年間で約50件の導入実績
を積み上げてきた。
　温水を頻繁に使う病院や福祉施
設、飲食店などで導入されているほ
か、西日本高速道路（株）（大阪府）
ではサービスエリア改修時の標準仕
様製品として採用されており、温水は
トイレのウォシュレットや洗面台で利用
されている。
　さらに、食品工場やクリーニング工
場、金属部品工場など、蒸気を必要と
するところでも導入が進んでいる。こ
ちらでは、ツインパワー給湯器で60〜
80℃にした温水をボイラーで追い炊き
して蒸気を作り出している。この方法
なら、ボイラーだけで湯を沸かすよりも
省エネになるということだ。
　では、ツインパワー給湯器の導入に
よって、どれほどエネルギーコストを削
減できるのだろうか。例えば、ある高
齢者向け賃貸住宅では、入居者の
風呂や厨房への給湯をこの製品に
切り替えた結果、給湯にかかるコスト
が73％も節約できた。また、蒸気を部
品の洗浄に使っていたある大手金属
加工会社では、エネルギー使用量が
80％も低減したということで、利用者か
らの満足度は高い。

　水を直接温める新方式
　光センサーで流量制御

　太陽熱を使った給湯器は他社から
も発売されているが、この製品にはい
くつもの新機軸が盛り込まれ、差別化
が図られている。
　例えば、集熱パネルによる給湯と
ヒートポンプによる給湯を天候によって
自動的に切り替える機能がそのひと
つだ。ボイラーと連動させた場合も、ツ
インパワー給湯器とボイラーをどのよう
に使い分ければ、最も省エネ効果が
上がるかを自動的に制御しながら運
転することができる。

　配管に通した水を太陽熱で直接
温める仕組みも大きな特徴だ。他社
製品は冬場の凍結を防ぐため、配管
内には不凍液を通し、太陽熱で温め
た不凍液でタンク内の水の温度を上
げるのだが、この製品では効率よく温
水を作るために直接水を加熱する。
　もちろん凍結対策は万全で、外気
温が3℃を下回ると、集熱パネルや配
管内の水を自動的に排水する仕組み
になっている。
　また、光センサーが日射量を測定
し、水を集熱パネルに一度通すだけ
で高温になるよう流量を自動制御す
る。つまり、日差しが強い時はどんどん
水を通し、弱いときは減らすことで、常
に高温の湯を作り出すのだ。
　高温の湯を朝からすぐに使える点
もメリットだ。というのも、従来の製品は
タンク内の水を下から温めて対流さ
せ、タンク全体の温度を緩やかに上昇
させるため、高温になるには時間がか
かるのに対し、この製品では、太陽熱
で温めた高温の湯をタンク内の上部
に貯め、上部から給湯するからだ。

　特殊塗料で集熱効率アップ
　生産用設備も自作

　開発に当たって黒保社長が「最も
苦心した」と話すのが、温水を作り出
すための集熱パネルだ。
　集熱パネルは強化ガラスとアルミ板
を重ね、その下に銅管を張り巡らせた
構造になっている。集熱効率を上げ

るため、アルミ板には特殊コーティング
を塗布した。1本の長い管を曲げて
作った銅管はアルミ板の熱が直接伝
わるよう、アルミ板の溝にはめ込んで、
圧着、固定してある。溶接したり、ネジ
止めしたりしなかったのは、錆や腐食
を極力防ぐためだ。
　「つなぎ目のない銅管を曲げる加工
機やアルミ板と銅管を圧着させるプレ
ス機はどこにもなく、自分たちで試行
錯誤しながら作りました。開発には次
世代ファンドの補助金が大きな助けに
なりました」（黒保社長）
　また、集熱パネルとヒートポンプを組
み合わせて給湯を最適化する制御シ
ステムの構築も難題だった。この点に
ついてはノウハウがなかったため、元
大手電機メーカーの技術者で旧知の
小泉尚夫社長が経営する（株）東洋
ソーラーシステム研究所（神奈川県）
の協力を仰いだ。
　今後について黒保社長は、「まず
事業者向けの販売量を伸ばしたい。
大量生産が軌道に乗ればコストダウ
ンできるので、一般住宅用にも展開し
たい」と青写真を描くほか、農業用暖
房システムとしても研究を進める。
　日本はエネルギー源のほとんどを
海外に依存している上、燃料の調達
コストは新興国による需要増によって
高騰を続けている。温室効果ガスの
排出量削減も一向に進まない。こう
した問題の解決に寄与する製品だ
けに、ツインパワー給湯器へのニーズ
は、今後ますます高まりそうだ。

太陽の熱で
優先的に

お湯をつくる

足りない分は
空気の熱で
お湯をつくる

空
気
の
熱

太陽の熱

高温のお湯

水

集熱パネル

貯湯タンク 給湯

ヒートポンプ

ツインパワー給湯器の仕組み
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［ 結果を追求する真のエステティックサロン・レアルステイト ］
http://realstate.jp/

（株）インターステイト

■代  表  者 熊野　友勝 　　■創　　業   平成19年2月
■資  本  金   1,000万円　　■従業員数 17名
■事業内容 エステティックサロンの経営、開業支援など

熊野友勝社長（右）とホームページを担当す
る西村今日子さん。

ホームページドクターの
アドバイスを受け、集客
力がアップしたレアルス
テイトのサイト。

■ ホームページドクターからのメッセージ

古倉 功一さん（㈱SEO取締役副社長）
日々、一生懸命ホームページの改善やブログに取り
組む姿勢に、私もたくさんの刺激をいただきました。
ありがとうございます。PPC（リスティング）広告へ
の出稿もその一つで、専門家派遣でのご提案をすぐ
に取り入れて積極的に運用いただいた結果が、現在
の成果につながったと感じています。今後も、費用
対効果を見ながらランディングページを中心に改善し続けていくことで、
ますますの効果が見込めますので、ぜひこれからも積極的にPPCの運
用を続けていただければ幸いです。

（※）検索結果ページの上位に自らのサイトが表示されるように工夫すること。

月に30件の問い合わせ
　金沢、富山でエステティックサロン「レアルステイト」を経
営するインターステイトは、ホームページを集客の柱にしよう
と、約2年かけて改善に取り組んできた。
　従来は、フリーペーパーに掲載する広告で集客してきたが、
コストがかさむ上、次第に効果が薄れてきたことがきっかけ
だ。改善に当たっては、ISICO の専門家派遣制度を利用
し、ホームページドクターからアドバイスを受けた。その結果、
以前は年1件程度だったホームページ経由の問い合わせが、
多い時は月30件に増えるなど、成果が表れている。
　集客に効果的だったのは、PPC 広告の活用だ。PPC 広
告は、検索エンジンで情報を検索した際、キーワードに応じ
て、検索結果ページの目立つ場所に広告を表示する仕組み
で、広告のクリック回数に応じて費用が発生する。
　実はホームページを担当する西村今日子さんは「広告費が
高く、手続きも難しいと思っていた」ことから、PPC 広告の
利用をためらっていた。しかし、ホームページドクターと意見
を交わすうち、予算をあらかじめ設定できる上、簡単で、力
を入れようと思っていたSEO（※）に比べて早く効果が表れるこ
とが分かり、利用を決めた。
　問い合わせフォームを改
良したことも一因だ。従来は
ちょっとした質問を送るだけで
も、詳細な個人情報を入力す
る必要があったが、これを名
前と返信用のメールアドレス、
電話番号だけに簡略化した。

ブログは年間2,000本
　また、ブログの更新頻度を大幅に増やした。以前は月1
回の更新だったが、現在は全店のスタッフが協力し、1日7
〜9本、年間2,000本以上の記事をアップする。西村さんは、

「これによってサロンの雰囲気や考え方、スタッフの人柄が
伝わるようになった。サロンやスタッフについて理解した上
で、問い合わせてくる女性が増えたので、成約率も上がった」
と手応えを感じている。
　「金沢は全国有数のエステ激戦区。ホームページの価値を
高め、集客につなげたい」と話すのは熊野友勝社長。もち
ろんサービスの内容にも自信を持っている。全国から749 店
が参加し、昨年から今年にかけて行われた第5回エステティッ
クグランプリで、レアルステイト金沢店が顧客満足サロン部
門の1位に輝くなど、評価は高い。今後はホームページのスマー
トフォン対応などに取り組み、集客力に磨きをかける。

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。

PPC広告とブログの活用で
集客数と成約率がアップ

金沢市諸江町上丁585
TEL. 076-260-0115



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。

石室の内部をステンレス化
伝統的な製造環境をより衛生的に

　髙木糀商店は材料を厳選し、伝統
的な道具と製法を守り、本物にこだ
わった糀

こうじ

や味噌を手造りしている。し
かし一方で、髙木竜

りょう

社長は伝統にあ
ぐらをかいてはいけないと感じてい
たことから、ISICOの専門家派遣
制度を利用し、中小企業診断士と、過
去の経緯、現在の課題、将来の目標な
どについてヒアリングや対話を重ね、
二人三脚で事業計画を策定した。
　その中で、生産面のてこ入れが必
要であることが分かり、昨年11月、中
小企業庁の中小企業・小規模事業者
ものづくり・商業・サービス革新事業
を活用し、185年前の創業時から使
い続けてきた石

いしむろ

室の内部をステンレ
ス張りにした。
　店内の地下に設けられた石室は、
種糀をまぶした米を高温・高湿な環
境で保管し、糀菌を培養するための
場所であり、ステンレス化によって、従
来よりも雑菌の少ない状態で糀造り
ができるようになった。
　改修のきっかけは、自家製かぶら寿
しを卸している東京の百貨店から、製
造現場の衛生面について改善を求め

られたことだ。石室は表面がでこぼこ
して雑菌が付きやすい。もちろん、定
期的に清掃する上、商品が直接石に
触れることもないため、品質に問題が
生じたことはないが、百貨店が求める
厳しい衛生基準をクリアするには十
分とは言えなかった。
　そこで、蓄熱性に優れた石室の長
所を生かしながら、汚れや雑菌が付
きにくく手入れのしやすいステンレス
の良さを組み合わせたのだ。髙木社
長は「昔ながらの製造環境と現代の
食品流通に求められる衛生環境を両
立させることができた」と喜びの表情
を見せる。

　改修された石室には、パネルヒー
ターと加湿器が備えられ、温度や湿
度を数値制御できるようになってい
る。便利なシステムだが、髙木社長は
「導入当初は戸惑いもあった」と話す。
というのも、従来の石室では火鉢やス
トーブなどで室温を上げ、それらにや
かんをかけて湿度を調節しており、そ
の判断基準は主に肌で感じる温度や
湿度であった。システム導入に合わ
せ、そういった感覚を数値に置き換え
ることが難しく、数値を指定しても思
うようにいかないこともあったという。
今ではすっかり慣れた髙木社長だ
が、「数値だけに頼るのではなく、肌で
感じる感覚を失わないよう気をつけ
たい」と話している。

　石室の改修と合わせ、出来上がっ
た糀を保管する冷蔵設備もより大容
量のものに新調した。また、設置場
所を従来の店外から石室の近くに変
更した。これによって、糀を石室から
冷蔵設備に効率よく搬入できるように
なったほか、糀が外気に触れる時間
を最小限に抑え、品質の劣化を防ぐこ
とが可能になった。冷蔵設備が大型
化したことで、かぶら寿しの仕込みに
使えるスペースも増え、今年の生産量
は前年の2,000個から倍増する計画
だ。
　「発酵食品は日本の食文化の原点
であり、先人の知恵と技の結晶。次世
代に味や作り方を正しく伝えること
が使命」と話す髙木社長。糀や味噌、
かぶら寿しといった商品のほか、7年前
から開催している味噌を手造りする
会も好評だ。現在は来年の氷室の日
（7月1日）に合わせ、糀を使った自家製
酒まんじゅうの商品開発に取り組むな
ど、精力的な取り組みで、のれんを守っ
ている。

冷蔵設備も大型化
かぶら寿しを増産へ

（株）髙木糀商店
金沢市東山1-9-3　TEL. 076-252-7461

■ 代 表 者  髙木 竜
■ 創　　業 天保年間 （1830 〜1843年）
■ 資 本 金  300万円
■ 従業員数 3名
■ 事業内容  糀、味噌などの製造、販売
●  http://takagikouji.com

広さ約 30 平
方メートルの石
室。画面右側
の側面にステ
ンレスが張られ
ている。

髙木糀商店8代目
の髙木竜社長。戦
前、金沢市内に十
数軒あった糀専門
店も、今ではここ
一軒のみとなった。

流通業界が求める
衛生基準をクリア
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　「よろず支援拠点」は、国が全国に設置する経営相談所です。
コーディネーターと8人のサブコーディネーター（中小企業診断
士・弁理士・税理士・弁護士・マーケティングコーディネーター・デ
ザイナー）が配置され、中小企業・小規模事業者の皆様の売上拡
大、経営改善など、経営上のあらゆる悩みの相談に対応します。

■ 総務企画課 ☎ 076-267-1239

総務企画部
●  組織の管理と事業の統合調整

☎ 076-267-6711石川県よろず支援拠点
●  中小企業・小規模事業者の総合支援

　IT・コンテンツ産業の振興、企業の情報化のため、ITビジネス
塾や新情報書府事業を実施しています。
　また、企業情報データベースの閲覧サービスや教育DVDな
どの無料貸し出し、ネットショップの訓練の場として「お店ばたけ」
（73店出店）の運営も行っています。

　社員の採用や定着、育成に関する相談に人材アドバイザーが
応えます。
　また、人材獲得に向けた企業の魅力発信、人材育成・技術習得
等のイベント・セミナーを実施しています。

■ 産業情報課

■ 人材支援課

☎ 076-267-1001

☎ 076-267-1145

産業振興部
●  IT 産業の振興、中小企業の情報化支援
●  産業人材の確保・育成支援

　課題解決に向け、アドバイザーが窓口相談を行っています。ま
た、中小企業診断士など外部の専門家を派遣し、具体的・実践的
なアドバイスも行っています（平成26年度は371社の企業が各
種専門家派遣制度を活用されました）。

　ベンチャー企業や起業をめざす方へのアドバイスを行ってい
ます。また、将来の成長が期待される革新的ベンチャー企業を発
掘し、集中的なサポートを行っています。
　また、創業や起業に関する相談窓口として「創業支援サポート
デスク」を設置。経営に必要な知識の習得、事業計画の作成支援
等を行います。

　設備貸与制度が利用しやすくなりました。中小企業等が希望す
る設備を当機構が現金一括で購入し、長期の固定金利で割賦販
売（完済後に所有権を移転）します。
　今年度より貸与限度額が1億円に増額となり、貸与期間が10
年に延びました。保証金が頭金となり金利負担が減少しました。

■ 経営支援課

■ 新事業支援課

■ 設備支援課

☎ 076-267-1244

☎ 076-267-1244

☎ 076-267-1174

経営支援部 
●  経営基盤の強化、経営革新など総合支援
●  中小・ベンチャー企業の創造的事業活動の促進

　県内中小企業の素材、加工、組み立て技術・製品開発力を、県
外大手企業へ紹介・あっせんし、新規受注の拡大を図っていま
す。
　受注機会の拡大のため、ビジネス創造フェアいしかわ、受注開
拓懇談会、技術提案型展示商談会等を開催します。

　地域資源を活用した新製品や石川ブランド優秀新製品等を、
全国の百貨店、専門小売店等のバイヤーへ橋渡しをして販路開
拓を支援しています。

■ 受注開拓課

■ 販路開拓課

☎ 076-267-1140

☎ 076-267-1140

販路開拓推進部
●  受注開拓支援、販路開拓支援

　県内中小企業の様々な課題解決に向けて、専任アドバイザー
が窓口相談を行っています。また、計画策定が必要な場合も、金
融機関（コンサルティング機能の発揮）と連携した「迅速かつ簡
易」な改善計画策定から、外部の専門家（公認会計士、弁護士、中
小企業診断士など）からなる個別支援チームを編成し、具体的な
事業の再生計画策定まで、企業の状況に応じた支援を行います。

☎ 076-267-1189再生支援室
●  中小企業の事業再生の支援

平成 27年度　ISICO組織体制紹介
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　産学官・産業間連携による研究開発プロジェクトを支援するた
め、新製品や新技術の開発にかかる経費の一部助成や、企業と大
学・工業試験場等との共同研究のお手伝いを行っています。

　創業間もない事業者や研究意欲にあふれる中小企業などをサ
ポートするインキュベート施設です。24時間・365日利用可能な
5㎡、25㎡、50㎡の3種類の大きさのスペースを低賃料で貸し出
しています。それぞれ複数の区画を利用することも可能です。ま
た、シャワールーム、仮眠室なども整備しています。

　産学官の交流や人材養成のための研修・会議のほか、地場産
品を中心とした商品等の展示・商談会などの場を提供していま
す。
　施設としては、本館と新館の2棟で構成され、800人収容の大
ホールをはじめとして大小の研修室・会議室が20室あり、レスト
ランなども整備しています。

　農林水産品や伝統工芸品、観光資源などの地域資源（産業化
資源）を活用した中小企業の新商品・新サービスの開発から販路
開拓までを総合的に支援しています。

　知的財産を戦略的に活用しようとする県内中小企業に対し、特
許マップ作成ならびに外国への特許・商標出願を支援していま
す。また、一般社団法人石川県発明協会と連携し特許等取得活
用支援事業を実施、知財に関する課題解決に向けた専門家派遣
を行っています。さらに、支援ニーズ掘り起こしのためのニーズ・
シーズ調査を実施しています。

　新製品の研究開発など、創造的なビジネスを進めるベン
チャー企業等が、ローコストで利用できる独立型の賃貸スペース
です。

　地場産品や県内中小企業等が開発した新商品等の普及・促進
を図るため、地場産業振興センター本館及び新館の2カ所にて常
設展示を行っています。

　最大220名を収容できる大会議場、少人数から100名まで対
応できる会議室や、レストラン・宿泊施設を整備しています。研修
や、会議後のレセプションにも対応できるコンベンション施設とし
てもご利用いただけます。
　また、北陸先端科学技術大学院大学やサイエンスパーク内企
業への来訪者に対しては宿泊料金の割引サービスも実施してい
ます。

　異業種からの農業参入、農林水産業者と商工業者とのマッチ
ングなど、農商工連携による新たな事業創出のお手伝いをして
います。

■ 技術開発支援課 ■ いしかわクリエイトラボ

■ 管理課

■ 地域産業支援課

■ 研究交流推進課

■ いしかわフロンティアラボ

■ 企画展示課

■ 石川ハイテク交流センター

■ 農商工連携推進課

☎ 076-267-6291 ☎ 0761-51-0122

☎ 076-268-2010

☎ 076-267-5551

☎ 076-267-6291

☎ 0761-51-0122

☎ 076-268-2010

☎ 0761-51-0106

☎ 076-267-5551

プロジェクト推進部 サイエンスパークオフィス

地場産業振興センター

地域振興部

●  産学官・産業間連携の推進
●  共同研究による技術開発支援

●  サイエンスパークの活性化推進拠点
●  新産業創造の支援拠点

●  産学官交流・人材養成の拠点
●  需要開拓の支援

●  産業化資源を活用した新事業創出や
　農商工連携を支援

　ISICOの能登地域の拠点として、活性化ファンド事業の活用等
を中心に、各種支援制度の情報提供、相談に対応します。

■ 能登サテライト ☎ 0768-26-2333

　ISICOの南加賀地域の拠点として、サイエンスパークオフィス
内に設置しております。活性化ファンド事業等の相談に対応しま
す。

■ 加賀サテライト ☎ 0761-51-0122
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　ISICO は 5月14日から3日間、県産業展示館 2号館で「ビジネス創造フェ
アいしかわ」を開催しました。このフェアには 53企業 3 組合・6 機関が参
加、最新の技術や製品を展示し、会期中 29,185人が来場しました。また、
フェアの開催に合わせて5月14日には、
金沢ニューグランドホテルで「石川県企
業交流懇談会」を開催し、県外発注
企業 50 社 63 名に対し、県内受注企
業 104 社 128 名が、受注拡大に向け
て積極的な情報交換を行いました。

受注拡大を目指して自社の技術を展示
ビジネス創造フェアいしかわ開催

約3万人が来場したビジネス創造フェアいしかわ

　ISICOでは、6月 4日、6月 5日に能登空港ターミナルビル及び県地場産
業振興センターで「『お金をかけずに宣伝する方法！（石川編）』～マスコミ
からドンドン取材が来るプレスリリース作成講座～」と題したセミナーを開
催しました。セミナーでは、（株）マジックマイスター・コーポレーション代
表取締役の大谷芳弘氏が講師を務め、能登会場、金沢会場の合わせて 71
名の受講者が熱心に耳を傾けていました。セミナー終了後には個別相談会
を開催し、企業ごとの悩みにこたえました。
　また、講演に先立ち、石川県よろず支援拠点の事例紹介が行われました。
よろず支援拠点では今年度サブコーディネーターを増員し、より幅広く相談
対応ができるようになりました。企業を経営する上でお困りのことがありま
したらぜひ、石川県よろず支援拠点にご相談ください。一緒に売上拡大等、
経営課題解決に向けての糸口を見つけましょう。

お金をかけずに宣伝する方法を伝授
石川県よろず支援拠点　中小企業広報戦略セミナー

　こんにちは。社会人2年目になった情
報誌担当のケンショウです。昨年度に
引き続き、皆様により良い情報をお届け
できるよう頑張りますので、今年度もよ
ろしくお願いします。
　今回、ヒットのタマゴのコーナーで
紹介した「兼六桜」。この商品につい
て取材することが決まったとき、そのこ
とを、いつも取材に協力いただいてい
る企業であるライターハウスさんに伝
えたところ、「ちなみにそのお酒のラベ
ルデザインは当社で行いました」とい
う返事があり驚きました。世の中は狭
いものですね。
　チャンスをつかみ、未来をひらくの
コーナーで紹介した「そっとひらくとシ
リーズ」。テレビ番組「ガイアの夜明け」
で紹介され、大きな反響があったので
すが、そのきっかけの1つが地場産セン
ターの展示と聞いてこちらもびっくり。
自分が知らないだけで、自分の身近な
ところでも色々な活動が行われている
ということを実感しました。

　県地場産業振興センターのホーム
ページで、研修室や会議室などの空
き状況が確認できるようになりまし
た。同ページでは、空室情報に加え、
部屋の収容人数や広さ、使用料など
を確認することができます。
　なお、研修室・会議室の使用をお
申し込みする際は、地場産業振興セ
ンターに予約のお電話をされたのち、
申請書をお送りください。

● URL：http://www.isico.biz/reserve/
●お申し込み・お問い合わせ：☎️076-268-2010

研修室・会議室の空き状況が一目で確認可能に
地場産業振興センターホームページに空室情報ページ


