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日産自動車テクニカルセンター
で開かれた「技術提案型展示商
談会」に県内 41 社が出展。日
産の技術者に独自の技術を紹介
した（詳しくは巻頭特集をご覧く
ださい）。［表紙撮影：黒川博司］

“技術提案型展示商談会”を開催
	関西電子工業（株）／金沢大学／	澁谷工業（株）

	Interview
 日産自動車（株）執行役員 渉外部担当/IPプロモーション部担当
	平井	敏文氏



　　今回の商談会にどんなことを期
待するか。また、出展企業の印象は。

　こうした商談会は新しい技術を知
るいい機会と考えている。情報社会と
はいえ、技術を理解するにはインター
ネットでは不十分だ。技術スタッフは
出歩くことも難しいので、こちらに来て
もらって、実物を見たり、開発者の生の
声が聞けるのはありがたい。
　私は昭和58年から60年にかけて石
川県商工労働部に勤めた経験があり、
当時から頑張っている機械、繊維企
業も時代に合わせて新たな技術分野
にチャレンジしている姿勢が印象深
かった。ITやバイオ分野でユニーク
な提案があった点にも石川県の産業
の多様性を感じた。

　今回のように自治体が主催する商
談会には4年前から取り組んでおり、
発注に結びついたケースも多い。商談
会に出展していない企業でも、具体的
な相談があれば、まず、ISICO緊急販
路開拓推進室（TEL076-267-1140）
へ問い合わせていただきたい。

　　現在力を入れている電気自動車の
開発において今後の技術的な課題は。

　エコカー減税に後押しされ、復調の
兆しはあるとはいえ、新車販売にかつ
ての力強さはまだない。若者の車離れ
も深刻だが、魅力ある車を作ればい
ずれ必ず購入してくれると考えている。
その起爆剤となるのが、今年秋から
年末までに日米欧で同時発売を予定
する電気自動車「リーフ」だ。二酸化
炭素はもちろん、窒素酸化物も硫黄酸
化物も出さないゼロ・エミッション車で、
予約も順調に伸びている。
　市販に向け、技術的な問題はすべて
クリアしているが、今後はさらに性能
を上げたり、コストを下げるための開
発が必要になる。エンジンがなくなる
のでピストンリングなどの部品は必要
ないが、モーターやインバーター、コン
バーターなど、電気回りの部品で開発
の余地は大きい。

　また、電気自動車を普及させるには
インフラ整備も大きな課題だ。各家庭
での充電を基本に考えているが、遠出
をする際などは充電スタンドが必要と
なる。私たちはインフラ整備の専門家
ではなくノウハウが少ないので、この
分野でも地方の企業のビジネスチャン
スは増えてくるははずだ。

　　電気自動車関連産業への参入を考
える地方の企業に対して求めることは。

　地方の企業はせっかくいい製品を
作っても、誰かが見つけてくれるだろう
と受注を待っている企業が多い。かつ
てはそれで仕事が取れたかもしれな
いが、今は積極的に働きかけ、アピー
ルすることが大事であり、すぐにでも
行動を起こして技術を売り込んでほし
い。
　また、技術というのは、開発者が当
初想定していた用途とは別の目的で
活用される場合もよくある。特に電気
自動車においては、これまでのガソリ
ン車とは全く違った発想での技術開
発が求められてくると思う。そういっ
た意味では、これまでは自動車産業と
関連のなかった企業も参入の大きな
チャンス到来と言えるだろう。

電気自動車の開発・		普及に向け
今こそ新規参入の			 	チャンス！
石川県とIS ICOは1月28、29日、神奈川県厚木市の日産自動車テクニカルセ
ンターで「技術提案型展示商談会」を開催した。トヨタ自動車、三菱重工業に
続く県外大手メーカーとの商談会で、機械や繊維、ITなど県内41企業が67テー
マについて技術や工法、製品を提案。企業のほか、今回は新たに金沢大学と県
工業試験場も参加した。会場には2日間で日産自動車の技術者ら1,288人が訪
れ、試作や見積もりの依頼など、商談件数は2,246件に上った。今回の特集で
は、日産自動車執行役員の平井敏文氏に商談会の印象を聞くとともに、出展し
た企業・大学の提案内容を一部紹介する。

技術を知ってもらうために行動を
インフラ整備にも商機あり
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当日は ISICO 理事長の谷本正憲知事
もトップセールスに訪れた。写真右は
企業から説明を受ける志津田篤日産
自動車常務
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■「技術提案型展示商談会」出展企業一覧

 マイクロ波で送電
 走行中でも充電可能に

　プリント基板の設計・製造を手がけ、
能美市内に北陸事業所を設ける関
西電子工業（株）が紹介したのは、電
気自動車の充電用にマイクロ波で電
力を伝送するための研究開発である。
同社では京都大学より受託し、マイク
ロ波を電流に変換するためのレクテ
ナ基板を製造。この基板を車に組み
込めば、マイクロ波送電器から非接
触で充電が可能となる。
　現在の電気自動車のようにコンセン
トにケーブルをつなぐ必要がなくなる
ので、蓄電スタンドに停車するだけで
充電できるようになるほか、道路に蓄
電・送電器を敷設できれば、走行中の
充電も可能になる。現在、京都大学と日

産自動車総合研究所が進めている共
同開発に同社も関係しており、5 〜10
年後には実用化される見込みだ。同社
ではこれを足がかりに、他のプリント基
板についても受注につなげたいと期待
を寄せている。

 高価な白金に代わる
 燃料電池の電極触媒

　金沢大学では理工研究域物質化学
系の山口孝浩准教授が、白金に代わ
る燃料電池用の電極触媒について提
案した。燃料電池とは水素と酸素を
反応させて電気を発生させる発電装
置のこと。現在は酸素還元用の電極
触媒として白金が用いられるケースが
多いが、白金には「希少で価格が高
い」「ロシアや南アフリカなど産地が偏
在している」といった難点がある。
　同大学が提案した触媒は金属ポ
ルフィリンを熱処理したものだ。製造
コストは高いが、レアメタルを含まず
材料そのものは安いため、大量生産
できればコストも下がる見通しだ。実
用化に向けての研究はまだこれから
だが、燃料電池車の開発を見すえ、日

産自動車等の燃料電池関係会社と
共同で研究できればと意欲を燃やし
ている。

 必要に応じて
 水素ガスを発生

　澁谷工業（株）では、独自に開発し
た水素ガス発生装置をアピールした。
この装置は水を電気分解し、水素ガス
を発生させる。水素ガスを充填したボ
ンベを貯蔵しておかなくても、必要に
応じて発生させることが可能だ。
　ボトリング機械を主力とする澁谷工
業と水素ガスと聞けば一見、接点がな
いように見える。しかし、同社ではボ
トリングの際、キャップに印字する方
法としてレーザーを取り入れ、その後、
レーザーを使った切断加工システム、
さらには環境に優しい熱源として水素
ガスを使った切断加工システムへと技
術を応用展開してきた。今回紹介した
装置はもともとこのシステムに水素ガ
スを供給するために開発されたもので
あり、燃料電池の開発などで役立つの
ではと考えている。



　伝統的な金沢箔や金銀糸に加
え、産業資材として幅広い分野
で使われるホットスタンプ箔を
販売するカタニ産業では、20 年
以上前から取り組む海外戦略を
さらに強化させる。その背景に
あるのは、国内需要の伸び悩みで
ある。同社の蚊谷八郎社長は「海
外への販売比率を現在の 20％弱
から 30 〜 35％へと増やしたい」
と話し、拠点整備や人材育成を
急ぐ考えだ。
　同社の主力であるホットスタン
プ箔は、合成樹脂フィルムに貴金
属を蒸着させた製品で、化粧品・
酒・菓子のパッケージや容器、携
帯電話・家電製品・自動車の部品
などに幅広く活用されている。
　海外では、現地従業員 100 人
が働く生産拠点をマレーシアに構
えるほか、中国の深圳と香港、シ
ンガポールに営業拠点を持ち、現
地や周辺国に進出している国内外
の家電メーカーや自動車メーカー

取引先の進出に合わせて
海外に拠点を整備

ホットスタンプ箔（手前）は化粧品の容器、菓子のパッ
ケージなど身の回りにあるさまざまな製品に輝きをも
たらす。右奥は和服などに使われている金銀糸

などから受注を取り込んでいる。
　現在、化粧品メーカーなどが多
いヨーロッパ市場への営業を強化
するため日本語の堪能なフランス
人スタッフを採用し、技術的なノ
ウハウについて教育しているほか、
北米市場の開拓を目的にアメリカ
西海岸へスタッフを派遣し、情報
発信に力を注いでいる。
　さらに、将来的には中国の上海
あるいは華北地区、経済成長著し
いインド、安価な労働力で工場進
出が相次ぐ東欧諸国などへの進出
も視野に入れる。

　明治 32 年創業のカタニ産業は、
加賀藩から続く金沢箔の一翼を
担う老舗だ。西陣織をはじめ着
物文化を支える金糸、銀糸が主
力商品の一つだが、一方で、蚊谷
社長が「伝統は革新の連続。企
業が生き残るためには変化に対
応しなければいけない」と話す
ように、同社ではこれまでも産
業界のニーズに応じた商品開発
にチャレンジしてきた。例えば、
昭和 30 年代にはそれまで職人の
手作りが常識だった金箔製造を
他社に先駆けて機械化し、生産
性を向上。さらに、ホットスタ
ンプ箔では世界のリーダーとし

ての技術を確立させ、現在のよ
うな広範な分野で世界中へ販路
を広げることに成功した。
　幅広い業種で減産の動きが広
がった世界同時不況は同社の業績
にも暗い影を落としたが、蚊谷社
長は「製品に付加価値をもたらす
当社の技術は、取引先がピンチの
ときにこそ力を発揮する」と反転
攻勢に期待を込める。
　最近では、箔に通電性や抗菌性
といった機能性を持たせて用途を
拡大。また、六価クロムや鉛など
環境負荷の高い溶剤を用いるメッ
キや塗装の代替技術としてホット
スタンプ箔が注目されており、環
境対応に取り組む企業や製品への
提案を強化していく考えだ。

アジアに加え、
欧米の開拓も強化

伝統技術を生かして
多様な分野へ進出

伝統ある製箔技術を進化させると同時に、国内需要の
縮小を考慮して海外戦略の強化に取り組む蚊谷社長

差 がつく不
況の乗り

切り方

■ 所在地 金沢市下新町6-33
 TEL.076-263-6111
■ 代表者 蚊谷  八郎
■ 創　業 明治32年4月
■ 資本金 1億円
■ 従業員数 88名
■ 事業内容 ホットスタンプ箔、ホット
 スタンピング機材、貴金属
 箔・粉、金銀糸、合成樹脂
 フィルム、あぶらとり紙な
 どの製造、販売
● http://www.katani.co.jp/

カタニ産業（株）
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「さまざまな分野の専門家がそろうISICOは宝の山。
利用しない手はないし、分からないことがあればす
ぐに足を運びます」と話す松崎社長

　アイ・ツーでは約 5 年前から、
韓国・大邱（テグ）市にあるITベ
ンチャー企業Cnsoft 社と業務提携
を結び、数々の製品を共同開発し
てきた。
　例えば、平成19年に提供を開始
した「リモートPCミスターオン」
もその一つである。これは、イン
ターネットの接続環境がある場所
ならば、遠隔地にあるパソコンを
いつでもどこでも自由自在に操作
できるというサービス。出張先か
ら社内にあるパソコンのデータを
確認する際などに最適だ。国内で
個人ユーザー2万人、法人ユーザー
千社以上が利用しているほか、韓
国でも7万人以上に販売実績を持つ。
　開発にあたって、アイ・ツーと
Cnsoft 社は毎日のようにインター
ネットを活用した電話サービスで
あるスカイプやIP電話、ネット上
の掲示板を使ってアイデアを出し
合ったり、意見交換したりする。出
張もしばしばで、両社の全社員が韓
国、あるいは日本へ出張経験を持

■ 所在地 金沢市鞍月2-1
 石川県IT総合人材育成センター 4F
 TEL.076-268-4161
■ 代表者 松崎  秀規
■ 設　立 平成13年10月
■ 資本金 1,000万円
■ 従業員数 21名
■ 事業内容 コンピュータネットワークに関する
 コンサルティング、コンピュータネット
 ワークの管理・運用、コンピュータプ
 ログラムの企画・開発、ネットワーク
 コンテンツの編集・デザインなど
● http://www.i2-jp.com/

（株）アイ・ツー

つ。長いときは2週間にわたって現
地に入り、机を並べて開発を進める
こともある。コミュニケーションは
通訳を介さず、お互いが韓国語や日
本語を勉強するほか、時に英語やボ
ディランゲージを交えながら、電子
辞書を片手に意思疎通を図る。
　松崎秀規社長は「国は違っても
仕事の基本は人と人の信頼関係を
築くこと」と話し、一緒にお酒を飲
んだり、遊びに行ったりと仕事以外
のおつきあいも大事にしていると
いう。

　同社が韓国企業との連携に乗り
出したきっかけは、平成 17 年に
ISICOの橋渡しで大邱市のITベン
チャーに事業をプレゼンする機会
を得たことだった。大邱市は約250
万人の人口を抱える韓国第3の都
市。ISICOは現地でITベンチャー
を支援する大邱デジタル産業振興
院（DIP）と交流協定を結んでいる。
　Cnsoft 社はISICOが「ｅメッセ
金沢」に招へいした企業の一つで、
eラーニングシステムの構築に実績
を持つ。「韓国のITベンチャーの
スキルは高いし、日本に比べて開
発コストも安い。協力して品質を
向上させることができれば日韓両
国で競争力を発揮できる」と考え
業務提携に踏み切った。提携にあ
たっては、韓国をはじめとして世
界各地に販売提携先や小会社を持

つカタニ産業の蚊谷八郎社長から
も海外進出には、「同業者から異端
と見られたり、風当たりが強くな
ることをおそれず、また、これま
での固定観念にとらわれずに果敢
に実行することが大切」とのアド
バイスを得た。
　アイ・ツーは当時、石川県との
間に航空路線が開通していなかっ
た静岡県内の企業とも取引があっ
たため、小松空港からアクセスの
よい韓国に地理的なハンデは感じ
なかったという。
　むしろ、松崎社長は韓国企業と
の連携を足がかりに、「Go !アジア
2010」のかけ声に力を込める。「日
本の平均年齢は45歳、日本を除く
アジアの平均年齢は25歳と言われ
ています。これから購買力が上がっ
てくるのは間違いなくアジア。無
理に日本で売るよりも、アジアで
勝負できる企業にしたい」。松崎社
長はそう話し、技術開発や販売面
でパートナーとなる企業を求めて、
上海や香港、ベトナム、台湾の展
示会にも積極的に出展。アジアに
おける連携網の確立に向け、着々
と布石を打っている。

ターゲットは
伸びゆくアジア市場

通訳を介さず意思疎通
仕事以外のつきあいも

開発力の強化を目指し
韓国のITベンチャーと連携

アイ・ツーとCnsoft社の社員は電話
やメールだけでなく、頻繁に顔を合
わせて共同開発を進めている
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  コストと納期を
  新たな技法で改善

　山中漆器の蒔絵（まきえ）を手がけ
る大下香仙工房では、「地域産業資
源活用事業」の認定を受け、「色くく
り蒔絵」で装飾した筆記具、文具小
物の商品開発、販路拡大に取り組ん
でいる。
　色くくり蒔絵とは絵柄の縁を蒔絵
による金線で描き、その内側に漆絵
を施す技法で、同工房が独自に考案
した。生産工程が短縮され、 伝統
的な蒔絵の華やかさや品格を損な
わずに、コストダウンと納期短縮が

可能となる。
　同工房では現在、「アニ
マル・ペン」と名付けた万
年筆（28,350円）とボール
ペン（19,950円）を商品化。
絵柄のモチーフにはシロ
クマやペンギンといった
動物や昆虫を採用、伝統
的なタッチとは一線を画
すポップでかわいいデザ
インに仕上げている。東
京都内のセレクトショップ
やデパートでの展示会、通
信販売などで販売してお
り、その優れたデザイン
性に加え、手の届く伝統
工芸品として支持され、
順調に売り上げを伸ばし
ている。
　「加賀蒔絵の技法を生
かし、日本産の漆や色顔
料を用いて一本ずつ手作
りしている。使い込むうち

に色が鮮やかになり、手になじむ」。
アニマル・ペンのデザイン、制作を担
う同工房の大下香征氏がそう話すよ
うに、本物の工芸品ならではの所有
する楽しみを感じられる逸品だ。

  有名キャラクターも
  蒔絵で表現

　創業以来、棗（なつめ）など茶道具
の蒔絵を主力としてきた大下香仙工
房が筆記具を製造したのは、これま
で国内外の万年筆メーカーから委託
を受け、数十万円から数百万円する
高級蒔絵万年筆を制作してきた経験

があったからだ。
　平成18年秋には、東京都内で開か
れたクラフト展に出展要請を受け、何
か若い世代に提供する商品を作りた
いと、動物をデザインした万年筆を出
品。これが好評で、その後、大手通販
会社のカタログにも取り上げられ、ア
ニマル・ペンの生産を本格化させた。
　こうした取り組みが呼び水となり、
昨年はイベント用として人気キャラク
ター「ムーミン」「天才バカボン」を蒔
絵で描いた万年筆の制作を受託する
など、仕事の幅が広がっている。
　現在は万年筆に続いて文具や書
類を納める小箱、卓上時計を商品化。
今後はさらなる新商品の開発や大手
文具専門店への販路開拓に挑戦す
る予定で、香征氏は「蒔絵や漆器にな
じみのない人が、手にとってもらうきっ
かけになれば」と腕まくりする。

ポップな “蒔絵万年筆” で
新たな購買層の開拓へ

目指せ！石川生まれのヒット商品
S e r i e s 地 域 資 源 活 性 化 プ ロジェクト

色くくり蒔絵の技法で愛らしい動物や昆虫を描いた「アニマル・ペン」。
バリエーションは、当初の5種類から26種類にまで広がっている

漆工芸大下香仙工房
加賀市二子塚町103-2
TEL.0761-77-5250

■ 代 表 者 大下  宗香
■ 創 業 明治27年
■ 従業員数 5名
■ 業務内容 蒔絵の制作、漆工芸品の企画、
 製造、販売
● http://www.koukoubou.com/

大下香征氏は「現代のライフスタイルに蒔絵が提案で
きることはまだまだあるはず」と話し、蒔絵の世界に新
風を吹き込む

経済産業省が実施する地域産業資源活用事業や石川県の
「いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活性化ファンド）」
に認定された企業にスポットを当て、農林水産物や伝統工
芸品などを活用した商品開発や販路開拓を紹介する。



木港産のイカを使っていることに
加え、土産物として買いやすい価
格、常温で1年保管できる点などが
評価され、売れ行きも好調だ。
　一方で、「九州地区では味が好ま
れない」「スーパーでは価格競争で
負ける」「通販の場合は単品ではな
く、セット商品の中に組み込むと
よい」など、販路の絞り込みに役立
つ情報も得られた。
　現在はイカを活用したレトルト
食品の第二弾としてパエリアを開
発中で、具材選定の後、機械生産に
よる試作に取り組む予定にしてい
る。今後も、家庭での調理時間を
短縮する加工度の高い商品ライン
アップを拡充する計画だ。

化に合わせた商品開発をしなけれ
ば、食べてもらえなくなる」。前田
組合長はそう考え、共働きの夫婦
や子育て世代にも便利なレトルト
食品の開発を考案した。

  土産物店で好評
  第二弾はパエリア

　開発にあたってはイカの形状や
サイズ、味付け、具材などを検討す
るため、手作りによる試作を繰り
返した。仕様を決定後、昨年4月に
量産を想定した機械生産によって
8000個を試作し、マーケティング
に乗り出した。
　その一環として、同組合の顧客
100名にサンプルを送って、アン
ケート調査を実施したところ、「香
りがよく、味もおいしいが、具が少
ない」という回答が多数を占めた
ため、容量を150gから180gに増や
し、イカの分量を当初の40.5gから
約8g 増量することを決めた。
　また、県内の空港や道の駅にあ
る土産物店などに営業をかけた結
果、25店での取り扱いが決定。小

小木港産の新鮮なイカを
便利な “レトルト食品”に

石川県
いか釣生産直販（協）
鳳珠郡能登町宇出津井字10
TEL.0768-62-3673

■ 代 表 者 前田  善栄
■ 設 立 平成4年6月
■ 資 本 金 1,000万円
■ 従業員数 11名
■ 事業内容 水産物加工販売
● http://www18.ocn.ne.jp/~ikaturi/

  時代に合わせ
  利便性の高い商品を

　能登町にある小木港は、函館や
八戸と並んでイカの三大漁港の一
つと言われる。小木港で揚がった
イカの中でも、鮮度管理が行き届
き、品質の優れたものだけを使っ
て、刺身用の急速冷凍イカや一夜
干しなどに加工、販売しているの
が石川県いか釣生産直販（協）だ。
同組合を設立した前田善栄組合長
は、イカ釣漁に長年従事した後、こ
うした取り組みを28年前から続け
ており、まさに産直の草分けとも
言える存在である。
　そんな同組合が「いしかわ産業
化資源活用推進ファンド事業（活性
化ファンド）」を利用して、開発を進
めているのが小木港産のイカを活
用したレトルト食品の開発である。
　その第一弾として、昨年には「い
か屋さんの炊き込みご飯の素」（3
合用/525円）の販売をスタートさ
せた。短冊状のイカが入っており、
研いだお米に入れて炊くだけで、
イカの旨味たっぷりのおいしいご
飯が食べられる。
　「イカの品質には自信があるが、
どんなにいい商品でも、時代の変

「いか屋さんの炊き込みご飯の素」で炊いたご飯はイカの香りが食欲をそそる。パッケージは原産地表示や食の安全を強調した

「本当においしいイカを届けたい」と、漁船内で急速冷
凍した刺身用イカを1本ずつ売り歩くことから加工販
売をスタートした前田組合長
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  新商品開発のため
  モルトを自家生産

　地ビールづくりなどを手がける農
業法人わくわく手づくりファーム川北
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）」の採択
を受け、ギャバを豊富に含んだ機能性
ビールの開発に挑戦している。ギャバ
は血圧降下作用や抗酸化作用、リラッ
クス効果などがあるとされるアミノ酸
の一種だ。
　機能性ビールを製造する第一段階
として、昨年取り組んだのがモルト（麦
芽）の自家生産である。モルトは収
穫した大麦を発芽させた後、焙煎し
たビールの主原料で、ギャバを含有す
る。これまで同社では、地元で育てた
大麦を栃木県内のメーカーに委託し
て、モルトを生産してきた。
　しかし、メーカーは試験開発用の小
ロット生産には対応していないため、
石川県農業総合研究センター流通加
工グループに指導を仰いでモルトの
生産技術を習得。昨年4月には自家生
産したモルトを使ったビールの試験製
造にこぎ着けた。
　モルトにはデンプンやタンパク質

の分解を促進する役割があり、ビー
ルの味や香りを大きく左右する。「試
験的に製造、販売したビールはフルー
ティーでまろやかな味わいに仕上がっ
て、評判もよかった」。同社の入口博志
社長はそう話し、モルトの自家生産に
手応えを見せる。
　もちろん、ゴールはおいしいだけで
なく、機能性に富んだビールの開発で
ある。機能性成分分析に関しては石
川県立大学の榎本俊樹教授と連携
し、今後、発芽日数とギャバ含有量の
相関関係、ギャバの成分を増加させる
焙煎法などについて研究を進め、来年
には商品化する計画だ。

  栓抜き不要の
  ボトルを導入へ

　同社が地ビールの製造、販売を始
めたのは平成12年にさかのぼる。多
くのビールメーカーでは安価な輸入大
麦を使用しているが、農業をベースに
事業展開する同社では、川北町内で
栽培した大麦と白山の伏流水にこだ
わって醸造してきた。濃厚でクセの強
い地ビールが多い中、同社の商品はま
ろやかで飲みやすいと好評だ。しか

し、売り上げはほぼ横ばい状態が続
いており、機能性食品に対する消費者
ニーズに応えてラインアップを拡充す
ることで飛躍につなげたいと新商品
開発に乗り出した。
　栓抜きを使わずに缶ビールのように
簡単に開けられるスタイニーボトルの
導入も今後の課題の一つである。現
在、同社の商品はすべて瓶ビールで、
約60％は駅や空港で土産用として売
れている。「スタイニーボトルを導入す
ることで、例えば出張帰りに、手軽に飲
んでもらえるようになる」と入口社長は
話し、「平成26年度の北陸新幹線の金
沢開業までには導入したい」とボトリ
ング機械の改造に取り組んでいる。

 “ギャバ”の効用を生かした
 機能性ビールを開発

入口社長は「モルトを自家生産すれば、小回りのきい
た商品開発が可能となる」と話し、町内で麦茶用に栽
培されている六条大麦を使った地ビールの開発も視
野に入れる

（有）わくわく手づくりファーム川北
能美郡川北町字壱ツ屋183-3
TEL..076-277-8989

■ 代 表 者 入口  博志 　　■ 設　立　　平成10年3月
■ 資 本 金 4,515万円 　　■ 従業員数　２名
■ 業務内容 地ビールの製造・販売、
 農畜産物の生産・加工・販売など
● http://www4.ocn.ne.jp/~wkwk/

地元産のコシヒカリをブレンドした「コシヒカリエール」など、
現在は3種類の味わいを提供している

大麦を発芽させ、
乾燥途中のモル
ト。発芽させる
際に浸す水も白
山 の 伏 流 水 を
使っている

�



ネット販売を行っている県内の意欲ある店舗を支援するため、
バーチャルショッピングモール「お店ばたけISHIKAWA」を開設しています。
ネットに進出し、さまざまな方法で販路開拓を行っているお店ばたけ出店者を紹介します。

※新規出店者を随時募集しています。出店条件、審査基準などの詳細は、
http://www.omisebatake-isico.com/katudou/koubo.html

能登紙器（株）

http://www.notosiki.co.jp/

目指すは年間売上1億円
利用者拡大に向けアイデア続々

■所在地　　七尾市下町丁32-1
   TEL.0767-57-3002
■代表者　　岩崎  隆
■設　立  昭和51年10月

■資本金　　1,000万円
■従業員数　13名
■事業内容　ダンボールの製造・販売

［ダンボールワン］

　能登で唯一のダンボールメーカー
である能登紙器では、平成17年に開
設したネットショップの売上高を右
肩上がりで伸ばしている。昨年度は、
総売上の約40％にあたる7,500万円
を販売するまでに成長した。
　昨年2月にはホームページを全面
的にリニューアルし、サイト名も社名
から「ダンボールワン」へと改めた。
この際、デザインを一新したほか、自
動見積システムを導入。寸法、材質、
数量、配送先を入力するだけで、自
動的に見積もりが表示され、そのま
まサイト上から注文できるように改
良した。
　従来のように、メール等で仕様や
見積金額についてやりとりする煩わ

しさがなくなったことで、注文件数
が大幅にアップしたほか、スピー
ディーに受注できるようになり、正

午までに注文を受けたものは当日中
に出荷することが可能になった。
　また、リニューアルと同時に、
IS ICOが運営するバーチャル
ショッピングモール「お店ばたけ
ISHIKAWA」に出店した。「ホーム
ページドクターなどから客観的に見
て分かりづらい部分を指摘してもら
えた」。ダンボールワンWEBマスター
の辻俊宏氏がそう話すように、例え
ば、これまで業界用語で「A式」と表
記していたダンボール箱の形を一般
消費者でもイメージしやすい「みか
ん箱」に変えるなど、改善を施した。

　同社がネットショップを開設したの
は、能登という限られた地域から全

国に販路を広げようと考えた
のがきっかけだ。売り上げは
初年度こそ低迷したが、その
後、毎年のように新たなアイデ
アを考え、躍進につなげた。
　平成18年には、オーダー
メードが常識だった業界に
あって、人気のサイズ10種類
を規格品として販売開始。小

ロットでも安価で購入できるよう工夫
した。平成19年にはさまざまなサイ
ズのダンボール箱とクラフトテープ、
緩衝材を組み合わせた引っ越しセッ
トを販売。こうした企画が奏功して
個人客の利用が増え、現在では売り
上げの30％を占めるまでになった。
　この間、全都道府県にあるダン
ボールメーカーと協力関係を結び、
配送先の最寄りのメーカーから納品
してもらうことで、納期の短縮と配送
費のコストダウンを実現。平成20年
には自社広告を入れ、価格を割り引
いたダンボール箱の販売をスタート
し、好評を得た。今年は海外から輸
入した低価格ダンボールを投入する
など、1億円の売り上げを達成しよう
とさらに知恵を絞る。

売り上げの約40％が
ネットショップから

引っ越しセットなどで
個人客の利用増

辻氏は「お店ばたけISHIK AWAを利用して画
像の処理技術など、自分に不足しているスキルを
磨きたい」と意気込む
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能登紙器のネットショップ「ダンボールワン」。昨年はサイトを見た
大手新聞社からも大口の契約を取り付けた

■ネット販売の年間売上高（平成17〜 22年度）



ISICOでは、企業の設備投資を支援するため
設備貸与制度で、企業の成長を後押ししています。

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。

　全国の観光地や高速道路の
サービスエリアなどで販売して
いる土産用の菓子製造を手がけ
るタキサン製菓では、I S IC O
の設備貸与制度を利用し、商品
ラインアップの拡充に成功した。
そのカギとなった設備は、チョコ
レート菓子を製造する際に利用
する充填システムで、平成16年3月
に導入した。

　最大の特徴は、チョコレートと
ジャム、味や固さの異なるチョコ
レートクリームなど数種類の材料
を、一度の充填で組み合わせて
成型容器に詰められる点だ。さ
らに、以前、同社で使っていた機
械に比べてスピードも格段に向上
し、材料や形なども容易に変更で
きるため、多種多様な商品に対応
できる。
　同社では従来、ウエハース系の

菓子を数多く生産していたが、設
備導入から6年、チョコレート菓子
の生産量は増え続けていて、現在
では主力商品の一つとなってい
る。「チョコレート商品に関しては
後発分野だが、充填機を導入した
ことで、今では土産業界のトップ
集団を走っていると自負している」
と、瀧口正男社長は胸を張る。

　同社がチョコレート商品の拡大
に乗り出した一番の理由は、観光
客のニーズへの対応が挙げられ
る。「チョコレート系だったり、クッ
キー系だったりと、土産用の菓子
の売れ筋商品は常に変わってい
く」。瀧口社長はこう話し、ヒット
商品が出たとしても、それだけに
こだわることはなく、ニーズに合わ
せ、柔軟に主力商品を増やし続け
てきた。
　また、製造工
程の効率化に
も 積 極 的 で、
昨年10月には、
ISICOの設備
貸与制度を再
び 活用。老 朽
化していた包
装機を入れ替
え、箱詰めした
商品の包装作

業のスピード化と省力化につなげ
た。
  「お菓子には夢がなければ面白
くない。楽しい夢を見られる商品
を作り続けていきたい」と意気込
む瀧口社長。食べる人の笑顔を思
い描き、これからも観光地のニー
ズをいち早くつかみ取り、積極的に
事業戦略に反映していく方針だ。

「設備貸与制度の利用を通して、ISICOとの接点も
増え、今では経営面や人材育成など、さまざまなアド
バイスをいただいている」（瀧口社長）

チョコレート菓子が
主力商品に
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タキサン製菓（株）
■ 所在地  小松市若杉町ソ100番地
  TEL. 0761-23-5455
■ 代表者  瀧口　正男 ■ 設　　立  平成11年1月
■ 資本金  1,000万円 ■ 従業員数  50名
■ 事業内容  土産用菓子の製造

食べる人だけでなく、働く人、会社を訪れた人にも楽しん
でほしいとの思いから、宮殿風の明るい社屋を建設

現在地に新工場の建設が決まった平成16年以来、積極的に設備投資を進めている。
写真は昨年導入した包装機

過去のヒット商品に
こだわらない

積極的な設備導入で
お土産業界のトップ集団へ



凝固中に加圧して
ガス発生を防止

　谷田合金では、ピンホールを
発生させないアルミ鋳物の鋳造
技術を開発した。ピンホールと
はアルミ鋳物に生じる欠陥で、
0.1mm程度の小さな気泡のこと
である。溶けたアルミに含まれる
水素ガスが凝固途中に放出され、
発生する。
　同社では大気圧の7〜8倍に
加圧した環境下でアルミを凝固
させることで、ガスの放出を抑制
し、ピンホールの根絶を可能にし
た。また、溶融炉と鋳型のそれぞ
れに圧力をかけ、その圧力差をコ
ントロールしながら溶けたアルミ
を鋳型に流し込む技術を開発。こ
れによって、欠陥が生じにくくなる
と同時に、より複雑な形状の製品
が作れるようになった。

　この技術開発は、ISICOの「平
成20年度産学・産業間連携新豊
かさ創造実用化プロジェクト推
進事業」に採択され、石川県工業
試験場機械金属部が、加圧環境下
での製造シミュレーションやでき
上がった製品の評価を担当した。

半導体製造装置をターゲット
航空機産業にも参入

　谷田合金は薄肉精密鋳物や高
速精密加工を手がけており、車や
バイクのエンジン部品の試作・開
発、半導体製造装置部品など加
工難度の高い小ロット品の製造
を得意とする。ピンホールは用途
によっては問題にならないケース
もあるが、こうした精密な製品を
作る場合は破損の原因として敬
遠される。
　例えば、半導体製造装置に用い
られる真空チャンバ（容器）もそ
の一つである。これまで同社で
は、ピンホールのないアルミの圧
延材を切削加工して製造していた
が、新技術を活用すれば、納期を約
1/3に、コストを約半分に減らす
ことができる。
　すでに大手半導体装置メー
カーの製品適用試験も開始し、
昨年12月に幕張メッセで開催
された半導体製造装置・材料の
国際展示会「セミコン・ジャパン

2009」に初出展し、技術を紹介
したところ、多くの引き合いが寄
せられたという。
　また、航空機産業でも販路
を拡大しようと、航空宇宙分野
の品質マネジメントシステム
「JISQ9100」を取得したほか、
同分野における特殊工程管理の
国際規格「Nadcap」の取得を
目指す。
　同社の谷田由治社長は「0.1mm
程度のピンホールはなくなった。
今後はさらに微細なピンホール
欠陥を抑制したい」と話し、さらな
る高みを見すえて研究開発を続
けている。

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。

谷田合金（株）
■ 所在地　　金沢市東蚊爪町ラ28-2
　 　　　　　TEL.076-237-9400
■ 代表者　　谷田 由治
■ 設　立　　昭和37年5月
■ 資本金　　5,000万 
■ 従業員数　57名
■ 事業内容　エンジンの試作・開発、
 　産業用ロボット部品の製造
● http://www.tanida.co.jp/

従来の方法で作ったアルミ鋳物（写真上）にはピンホー
ルが見えるが、新技術を用いた鋳物（写真下）には皆無だ

アルミ鋳物につきものの
ピンホールを一掃

同社の製品は二輪レース
の最高峰・モトGPでも使
われている。谷田社長は
自社の強みをさらに伸ば
そうと、技術に磨きをか
ける。写真下はピンホー
ルのないアルミ鋳物を作
る装置
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今回の巻頭特集でご紹介した日産自動車
との商談会場、日産テクニカルセンターは

のどかな山あいにあります。エントランスホールでは日産の
スポーツカー・フェアレディ Zがお出迎え。若者の自動車離
れが叫ばれていますが、スポーツカー世代の私はテンション
が上がりました。今秋発売の電気自動車「リーフ」が若者を
どこまでひきつけられるのか？今後の日産自動車から目が
離せませんね。なお、ホームページ上に機関誌 ISICOへのア
ンケートコーナーを設けましたので、ご協力をお願いします。

［発行月］ 平成22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

イシコ・トピックス

ネットショップコンテスト石川 2009
表彰式＆モチベーションアップセミナー

■日時／平成22年3月3日
　　　　13時30分〜16時30分（17時〜懇親会 ※懇親会は有料）

■会場／石川県地場産業振興センター新館 1 階　コンベンションホール
　※参加申し込みについては、下記 Web サイトをご覧ください。
　http://www.omisebatake-isico.com/contest/2009/h21motiup.html

【参加自由・入場無料】

【定員200名	参加無料】第2回農商工連携促進セミナー
従来の農家の常識を見直してさまざまな事業を展開
し、今後の農業のモデルケースとして注目される農家
集団を束ねる木内博一氏が講演。

■日時／平成22年2月24日
　　　　13時30分〜16時30分
■会場／ホテル金沢2階　ダイヤモンドルーム A

■お問い合わせ
　（財）石川県産業創出支援機構 地域振興部
　TEL.076-267-5551

基調講演講師：（農）和郷園  代表理事　木内博一氏
座談会テーマ：「生産者からみた農商工連携とは？」
座　長 ：（財）石川県産業創出支援機構  川畠平一コーディネーター
パネラー ：（農）和郷園 代表理事　木内博一氏
 　（有）三共農園 代表取締役　岸省三氏
 　JA小松市営農部道の駅準備室 室長　東浩一氏
 　（株）スギヨ農業事業担当 農場長　半澤咲子氏

石川コンテンツマーケット 2010

北陸 3県を中心に活躍するクリエイターと事業者との
マッチングマーケットです。実写映像・CG・アニメ・ゲー
ム・キャラクターなどのプレゼンテーションのほか、コ
ンテンツビジネスの専門家によるセミナー、優れた作
品の表彰などを行います。尚、当日は同会場で「石川
まんがコンテスト」の表彰式が行われ、漫画家の永井
豪先生、土山しげる先生などが来場する予定です。

■日時／平成 22 年 3 月 21 日
　　　　13 時〜 17 時 30 分（予定）

■会場／石川県地場産業振興センター本館1階　大ホール
■スケジュール（予定）
　13:00　開会／見本市 14:30　まんがコンテスト表彰式
　16:00　セミナー  17:00　ICM アワード 2010 表彰式

■お問い合わせ
　「石川コンテンツマーケット 2010」運営事務局（ISICO 内）
　TEL.076-267-1001

県内の138 店舗の中から選ばれた優良ネットショップ
を発表。高知県の繁盛店「竹虎」四代目・山岸義浩氏
が「インターネットで成長し続ける3つの理由」と題し
て講演！

【定員150名	参加無料】

産学連携の促進へ
3社を採択

平成 21年度後期産学連携事業
の採択通知書交付式が平成 21
年 12 月 24日に県庁で行われました。ISICO が実施する
「新豊かさ」に北国インテックサービス（金沢市）、「研究
実用化」に北菱（小松市）と金沢舗道（金沢市）が採択
され、ISICO 理事長の谷本正憲県知事が各社の代表らに
通知書を手渡し、激励しました。

ISICOでは平成 22年1月29日、
民間主導で IT 関連の海外取引事
業を推進している北九州国際 ITビジネス推進会（KLIC･･･会
員17社）から3名の方を招いて県内 IT企業 9社と、今後
の中国・ベトナム・韓国等との取引についてフリーディスカッ
ションの場を設けました。席上、「今後は、互いの海外ネッ
トワークを活用して海外展開」することも提案されました。

北九州のIT企業と
海外取引について討議


