巻頭特集

スティック状のカレーパン
通販用にチーズ味を考案

子どものおやつにぴったり
カレーパンを持ちやすく食べやすいスティッ

ご当地食材とのコラボに意欲
金沢かれいぱんは、

ク状にしたワールドコーヒー商会の「金沢かれ

コーヒーによく合う軽

いぱん」は、ディノスの食品通販カタログ「どう

食メニューとして同社

ぞ召し上がれ 2012 冬号」とオンラインショップ

が約 15 年前に開発し

に掲載され、好調な売れ行きを見せている。

た商品だ。オリジナル

紹介されているのは甘口カレーの入った「プ

レシピで作る濃厚な

レーン」
とパンにチーズをトッピングした「チー

ビーフカレーはほどよ

ズ」の 2 種類をそれぞれ 10 本ずつ詰め合わせ

くスパイシーで、ほん

た商品（3,465 円）
だ。香ばしく焼き上げたもの

のり甘い生地は外側

を冷凍してあり、電子レンジやオーブントース

がサクッと中はフワッ

ターで温めるだけでおいしく食べられる。

とした食感だ。高速

掲載の糸口になったのは、昨年の「石川の

道路のサービスエリ

「金沢かれいぱん」を、コーヒーをしの
ぐ主力事業に成長させた水上勲社長

こだわり商品フェア」
である。金沢かれいぱん

アを皮切りに映画館、

を試食したディノスのバイヤーがそのおいしさ

テーマパークなどに販路を拡大し、子どもから

とユニークな形に関心を寄せ、
「消費者が自

お年寄りまで幅広く人気を集めている。

宅に取り寄せて食べる自家需要品として、さ

発売当初は長さ 25cm、重さ 150g と大き

まざまな味を詰め合わせたものを提案してほ

めのサイズで売り出したが、現在では販路

しい」とワールドコーヒー商会に要望。同社

に合わせてさまざまな大きさをラインアップ。

では子どものおやつや家族の軽食用として、

味も「黒ゴマ」
「竹炭＆黒胡椒」
「たっぷり野菜」

チーズ味を新たに考案したほか、手軽に食べ

とバリエーションを増やしている。

られるようサイズも従来品より小さめにした。

近年では近江牛や米沢牛といった各地のブ
ランド牛や横須賀の海軍カレーなど、全国各
地の食材や名物とコラボレーションした商品
も開発。水上将人専務は具材をスティック状
に包み込み、焼成、冷凍する技術に自信を
示し、
「例えば、五郎島金時を使ったスティッ
ク状のあんパンなど、今後もコラボ商品の開
発に力を入れたい」と意欲を燃やす。
デ ィ ノ ス ご当地グルメは全国にいろいろとあり
担 当 者 ますが、特に「食味に優れていること」
か ら 一 言 で採用させていただきました。

（株）
ワールドコーヒー商会
金沢市三馬3-242-2

事業内容 カレーパン、
コーヒー豆などの製造、販売
http://www.worldcoffee.co.jp/

▲

水上 勲
昭和45年4月
2,000万円
18名

▲

2

▲▲▲▲

スティックタイプで、片手で持ち歩きながら食べられる「金沢かれいぱん」

代 表 者
設
立
資 本 金
従業員数

TEL.076-243-6677

ISICOは金沢市内のデパートで年に1度、各種支援制度を活用して新商品
を開発した県内企業に、販売・PR・マーケティングの機会を提供する「石
川のこだわり商品フェア」を開催している。フェアは平成22年度から開催
しており、期間中には首都圏からバイヤーを招いて県内企業とのマッチ
ングを図り、販路開拓を後押ししている。今回の巻頭特集ではフェアへ
の出店を契機に、通信販売大手のディノスとの取引がスタートした2社の
石川県の中小企業 68 社が自信作を持ち寄った「石川のこだわり
取り組みを紹介しよう。
商品フェア 2012」。今年は 5 日間で約 2 万 5,000 人が来場した

甘みを凝縮した能登の焼き栗
行列ができる人気の味が通販に

氷温貯蔵で糖度が3 〜 4倍に

栗に養分が届くよう栽培管理を徹底

「石川のこだわり商品フェア」で毎年行列が

松 尾 栗 園は 能

できるほど人気となっているのが松尾栗園の

登栗のおいしさに

「能登の焼き栗」だ。この商品も昨年のフェア

ほれ 込 んだ 松 尾

でディノスのバイヤーの目に留まり、今秋か

和 広 さん が、 平

ら食品通販カタログとオンラインショップで

成 17 年に脱サラ

の販売がスタート。カタログでは「こだわり

して 始 めた 農 園

の匠の味」として、1 ページを割いて詳しく紹

で、5.5ha の農 地

介された。

で 1,200 本の栗の木を栽培している。

栗に十分栄養が行き渡るよう、下草は
毎月刈っている

「調味料や添加物を一切使用せず、素材の
味だけで勝負。それが農家の使命だと思って
いる」
。松尾さんはそう話し、栗の実にたっ
ぷりと養分が届くよう、毎月の下草刈りと年 2
回の剪定を手作業で行っている。また、土壌
のミネラルバランスを健全に保つため、専門
家による土壌診断を定期的に実施し、診断結
果に基づいて適量の有機肥料を施している。
収穫した栗は虫食いや病気にかかったも

圧力式焼き栗釜から栗を取り出す。甘みが強くホクホクした食感に
焼き上がる

のがないか 1 粒 1 粒目を凝らしてチェックし

人気の秘密は何と言っても栗のおいしさ

た後、輪島の朝市や県内のスーパー、高速

だ。松尾栗園では奥能登の中山間地で収穫

道路のサービスエリアで松尾さん自らが焼

した直径 4cm ほどの大きな能登栗を追熟さ

きたてを販売する。

せるため、氷温で 1、2 カ月間

フェアへの出店やディノスのカタログ掲載

貯蔵する。こうすることででん

を通じて、認知度は着実に向上していること

ぷんの糖化が進み、糖度が 3

から、今後は自社サイトによる通販にも力を

〜 4 倍に増すという。栗を焼き

入れる考えで、松尾さんは「収穫後にできる

上げるのは圧力式焼き栗釜だ。

だけ早く売り切って、春から秋はできるだけ

栗に含まれる水分だけで加熱す

農作業に専念し、農家としてのレベルを上

るため、甘みが凝縮され、ホク

げていきたい」と力を込める。

ホクとした食感に仕上がる。
ディノスの通販では真空パッ
クされた焼き栗を 1kg6,800 円
で販売。約 1 カ月半で予定数
量 の 半 分 ほどの 注 文 があり、

輪島市町野町麦生野チ部66

事業内容 能登栗の栽培、
焼き栗販売
http://www.wannet.jp/
matsuo-kurien/

▲

代 表 者 松尾 和広
設
立 平成18年2月
従業員数 2名

TEL.0768-32-1305

▲

愛知県出身の松尾さんは能登栗の魅力にひかれ、
奥能登に移住した

松尾栗園
▲▲▲

上々の滑り出しとなっている。

デ ィ ノ ス 「作り手の見える商品」
「作り手のこだ
担 当 者 わりが伝わる商品」であり、松尾さん
か ら 一 言 の人柄に感銘し、採用いたしました。
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（株）
エイブルコンピュータ

能美市湯谷町乙96 TEL.076 -214-8759（金沢開発センター）
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資 本 金
従業員数

新田 一也
平成8年8月
1,000万円
12名

■ 事業内容 各種システム開発、
スマートデバイス用アプリ開発
● http://www.ablecomputer.co.jp/

iPhone 向けにアプリを開発
自社製品の売り上げを伸ばす
IT投資の減少、海外企業へ
の開発委託の拡大などを背
景に、県内の中小IT 企業に
とっては「受託開発中心の
ビジネスからの脱却」が課
題と言 われ る。そん な 中、
iPhoneや iPadと い っ た
スマートデバイス向けに開
発したアプリをヒットさせ、
自社製品の売り上げを伸ば
しているのがエイブルコン
ピュー タだ。
「 自 分 たちが
作ったサービスを世に送り
出したい」
。そんな創業時の
思いを胸に奮闘を続ける同
社の姿に迫った。

ネット上のデータの
整理、移動を便利に
インターネット経由でソフトやシ
ステムを提供するクラウドサービ

かたどり着けない」
といった声もよ
く聞く。そんな悩みを解決してく
れるのが、エイブルコンピュータ
が iPhone、iPad 向けに開発し
たアプリだ。

スが拡大している。中でも人気を

「当 社で開 発したアプリは

集めているのが、パソコンで作成

Dropbox やEvernote に保存さ

した文書やデジカメで撮影した写

れているファイルの整理整頓に便

真をネット上に保存しておき、複数

利」
。そうアピールするのは同社

のパソコンやモバイル端末で利用

の新田一也代表である。例えば、

できるようにした「Dropbox」や

Dropbox の利用者向けに開発し

ドロップボックス

エバーノート

「Evernote」である。

ボックスクレーン

た「BoxCrane」を使えば、ファ

とはいえ、こうしたサービスを

イルの移動やコピー、ファイル名

使っていると文書や写真のファイ

の変更など、ファイルの管理が簡

ルがたまってしまい、利用者から

単になる。また、PDF などのファ

は「いざ見返すと何がどこにある

イルをプレビューできるので、開

か分からず、目的の情報になかな

かなくても中身を確認できる。選
んだ写真をそのままツイッターに
投稿したり、メールに添付する機
能も備えている。
同社ではこのほか、
Evernote に
エバークレーン

対応した
「EverCrane」
「Evernote」
、
と「Dropbox」の間でファイルのや
エバーツードロップ

りとりを可能とする「Ever2Drop」
を今年 9 月から10 月にかけて相
次いでリリースした。

使い勝手の良さで
類似アプリと差別化
類似したファイル管理アプリは
たくさんあるが、新田代表は「使
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い勝手の良さが特徴」
と胸を張る。

業のノウハウなど、不足しているも

例を挙げると、同社のアプリでは

のが多すぎる。かといってセカン

1つの画面を上下に2分割してネッ

ドライフのようなプラットフォームを

ト上のデータや他の端末を表示す

構築するのも難しい」
。新田代表は

るようになっており、目的のファイ

自社製品の前に立ちはだかる高い

ルを指でドラッグ＆ドロップすれ

ハードルの存在を痛感したという。

ばファイルを他の機器にコピーす

スマホ普及を機に
巻き返しを図る

る。この際、誤操作を防ぐため、
指を離した瞬間にファイルをコピー
するか操作をキャンセルするかを
選択できるよう工夫されている。
新田代表はアプリ開発について
「類似アプリを使っていて不便を
感じたことが出発点」と振り返り、
「直感的に使えるアプリにするた
め、作っては壊してを繰り返した」

「iPhone の小さな画面でも、パソコン同様の作業効率
を実現した」
とアプリの出来に自信を見せる新田代表

そんな新田代表が「もう一度、
チャレンジしてみよう」と思い立っ

の独立だったが、当初は業務用

たのはスマートフォンの普及とア

アプリケーションの受託開発から

プリ市場の拡大がきっかけだっ

スタートせざるをえなかった。

た。iPhone や iPad の場合、開

初めて自社ソフトを開発した

発者はわずかな登録料を払えば

のは平成 16 年。魚眼レンズで

App Store に出品可能となり、

操作性を追求した結果、同社

撮影した全天空写真をパソコン

開発者には売り上げの 70％が分

の 3 つの商品はアプリの販売サイ

で解析して森林資源量を算出す

配される。しかも、地方の中小

ト・App Store の仕事効率化カ

る「円空」がそれで、同年の石川

企業でも、世界中のユーザーを

テゴリで 1 位を獲得。国内はもち

ブランド優秀新製品にも認定され

相手に商売できるのだ。

ろん海外でも売れている。快適な

た。日本林学会で発表し、注目

同社では昨年 7 月に冒頭で紹

操作性を実現したインターフェース

も集めたが、販路が森林組合な

介したファイル管理アプリの原型

については特許を申請中だ。

どに限定されるため、ビジネスと

となるアプリを無料でリリース。

しては大きく育たなかった。

その後、機能を拡充して有料化

と話す。

アップ

ス ト ア

受託開発からスタート
自社ソフトは苦戦

えんくう

平成 19 年には関連会社として

した。現在は Dropbox 以外にも

エイブル・シード（金沢市）を設

ヤフーやグーグルなどが提供する

立し、インターネット上の仮想世界

複数のオンラインストレージに対

新田代表が起業したのは平成 7

「セカンドライフ」の参入支援サー

応するファイル管理アプリを開発

年にさかのぼる。
「自分たちが本

ビスを開始。自社の技術力を PR

中で、今年度末の完成を目指す。

気で作りたいサービスを作って世

するため、セカンドライフ上に 3

ゆくゆくはアンドロイド OS を搭

に出したい」
。そんな思いを抱いて

次元コンピュータ・グラフィックス

載した端末でもこれらのサービス

で兼六園や金沢城を再

を利用できるようにする計画だ。

現したほか、大手菓子

エイブルコンピュータの開発室。自社製品の開発は社員のモチベーション
向上にもつながっている

アプリ開発への参入によって、

メーカーなどのプロモー

自社製品の売り上げは全体の

ションを手がけたが一

30％を占めるまでに増えており、

時期のブームが終わると

新田代表は「今後も自分たちが

需要も激減した。

使って便利なアプリやサービスを

「自社製品を開発、販

開発し、自社製品の売り上げを

売するにはマーケティン

全体の 70％にまで引き上げたい」

グやプロモーション、営

とビジョンを描く。
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「朝食りんごバター」
で
家族の食卓に笑顔を
県産ブランドリンゴ
「秋星」
をバターに

作り方はいたってシンプル。国

ホイップバターのような柔らかさで、冷蔵庫から
出してすぐでも塗りやすい

産のリンゴと無塩バターに砂糖、

ん、“ 秋星”らしさが残っている」と

はちみつなどの甘味を加え、鍋で

リンゴ農家からも好評を得た。

ふんわりなめらかなバターの食

ひたすら煮込む。わずかながら焼

感に、さわやかなりんごの甘みと酸

き色がついてしまうためオーブン

味が広がる。ビストロ・ウールーが、

は使わず、久田さんは鍋につきっ

創業当時から提供している「朝食り

きりだ。リンゴがトロトロに溶けた

んごバター」
は、
「家族が笑顔で朝食

らミキサーにかけてすりつぶす。

のテーブルを囲む姿をイメージした」

元々は久田さんが修行していた大

沢市）
で開催された「石川のこだわ

と話すオーナーシェフの久田康博さ

阪のレストランで出されていたもの

り商品フェア」に出店し、
「秋星」の

んの言葉通り、パンにたっぷり塗っ

で、独立後、自らの手で試行錯誤

りんごバターが首都圏のバイヤー

てほお張れば、朝から幸せな気分

の末に改良を加え、オリジナルの

の注目を集めた。関西のデパート

「朝食りんごバター」を作り出した。

からは早くもオファーが来ている

当初は店内で食事する際にパンに

といい、久田さんは「認知度アップ

添えて提供していたが、
「自宅でも

に抜群の効果を得た」
と満足げだ。

食べたい」という来店客の声が多

今後は「いしかわ産業化資源活用

く寄せられ、販売を始めた。

推進ファンド
（活性化ファンド）」を

で満たされそうな味わいだ。

野菜の水 耕栽培も手がけるなどチャレンジ
精神旺盛な久田シェフ

物産展に出店
デパートからオファーも
今年11月には、香林坊大和（金

プレーン、シナモン、キャラメル

活用し、インターネット販売の強化

の3種あり、今年秋からは県産のブ

や地元ベーカリーショップとのり

ランドリンゴ「秋星」を使った期間

んごバターを使ったパンの共同開

限定の新商品、その名も
「秋星」を

発、カフェなど飲食店への卸売り

販売している。
「秋星」の酸味を生

など、さまざまなアイデアを温めて

かすため砂糖を控え、はちみつだ

いる。一方で「リンゴの皮むきから

けで素材の味を引き出した。県農

すべて手 作業なので、1日に作れ

林総合研究センターの協力を得て

るのは120個が限界。大量に注文

試作を重ね、
「おいしいのはもちろ

が来ても対応できないのが悩み 」

一つひとつシェフが手作りしている。
1個 (100g )420円で、賞味期間は冷蔵
保存で14日間

と課題もある。
家庭的な温かさで地域の人に親
しまれているビストロの味が、全国
の家庭の食卓で笑顔をもたらす日
を目指して、
久田さんの挑戦は続く。

ビストロ・ウールー
野々市市押野2 -178
TEL. 076 - 294- 0093
■
■
■
■
■
●

代 表 者
設
立
資 本 金
従業員数
業務内容

久田 康博
平成14年12月
300万円
3名
ビストロの経営

http://www.bistro-heureux.jp
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アイロン不要のエコハンカチは
おしゃれな加賀染
「to re nはんかち」
（1枚1,575円）
は専用ボックスに入れて販売して
おり、
花のようにディスプレーする
こともできる

日本の伝統色から
12色を展開

トを加えるだけでなく、 大人の女性のファッションアイテム
として取り入れやすい色を厳選し
ハンカチを探す手間が
た」と話すのは同社の奥田和子さん
省け、
使った後の濡れた
である。女性客がどの色を買おうか
ハンカチをしまわなくて
うれ
もよい実用性も魅力だ。 と目移りしている様子を見ると、
しくなるという。
キューブタイプの専
オリジナル商品は、屋号である
用ボックス入りで贈り
「茜や」を自社ブランドとして新たに
物にも最適である。
立ち上げて展開している。来年2月
商品開発は「いしか
のギフトショーには第2弾としてス
わ産業化資源活用推
トールを発表する計画だ。
「今後も
進ファンド
（活性化ファ
今の生活シーンに合う、女性が使
ンド）
」の補助事 業を
いやすいファッションアイテムを増
活用して行われた。今
やしていきたい」と奥田さん。女性
年2月に東京ビッグサ
用にとどまらず、チーフなど男性用
イトで開かれたギフト
ショーでお披 露目し、 商品のプランも練っている。
デパートや老舗旅館、
通 販 会 社から引き合
いがあった。現在は東
京都内の雑貨店や自
社のネットショップで販売している。

第2弾として
ストールを商品化

「せっかくハンカチにアイロンをか
けても、
すぐにしわになって困る」
。そ
んな経験を持つ女性に好評なのが
加賀友禅のハンカチや加賀染の
と れ ん
「torenはんかち」だ。これは加賀友
風呂敷、のれんなどのOEMを手が
禅や各種染色加工品を製造する奥
けてきた同社にとって、torenはん
田染色が発売した商品で、特殊なし
かちは初のオリジナル商品だ。
わ加工を施してあるため、
洗濯後もア
開発に当たっては、毎日使っても
イロンをかけずに使うことができる。 らえるものとしてハンカチに着目。し
明治38年に創業した染め物の老
わが気になるならば、最初からしわ
舗だけに、色合いにもこだわった。 を付けたデザインにしておけばいい
肌触りがよく、水分の吸収性に優れ
という逆転の発想で、これまで化学
あかね
た綿を一つ一つ手染めしており、茜
繊維にしか施すことができなかった
うぐいす
や鶯、古代紫など日本の伝統色か
特殊なしわ加工を綿に応用した。
ら12色をラインアップする。
また、染屋の原点に立ち返って、
別売りの専用ホルダーを使えば、
ア
あえて無地にこだわり、全部で50色
クセサリーのようにバッグに外付けす
以上のサンプルを染めて吟味した。
ることも可能。ファッションにアクセン 「商品単独での見栄えはもちろん、
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伝統的な技法を守りながらも、女性らしい感性
を生かし、
新たなモノづくりに挑戦する奥田さん

奥田染色
（株）
本

社／金沢市専光寺町ニ181- 3
TEL.076 - 267- 3711
茜や工房／金沢市里見町53 -1
TEL.076 - 223 - 8555
■
■
■
■
■

代 表 者 奥田 勝将
創
業 明治38年2月
資 本 金 1,000万円
従業員数 18名
業務内容 加賀友禅（手描友禅・着尺友禅・
小紋）、旗・幕・のぼり・のれんなどの製造、販売

● http://www.akaneya-web.com/

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等を紹介します。
※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.isico.or.jp/omisebatake/bosyu

［ みつばちの詩工房オンラインショップ ］

http://www.8383.co.jp/

専門家のアドバイスを受け
ネットショップをてこ入れ
（株）みつばちの詩工房
■所 在 地
■代 表 者
■創
業

金沢市浅川町ホ80
TEL 076-229-0088
矢野 浩
昭和5年4月

■資 本 金
■ 従業員数
■ 事業内容

2,000万円
48名
はちみつ、ローヤルゼリー、
プロポリスなど蜂産品の製造販売

改善策の一つは、商品をカート
ネットショップの一番人気は完熟アカシヤはちみつ「大地の
アカシヤ」。一升瓶サイズがよく売れる

カート投入時に
ついで買いを誘う

に入れた際、画面に別のおすす
め商品を表示するようにしたこと
だ。
「例えばドリンクを買うお客様
は、いつもドリンクしか買わない
ケースが多い」
。そう話すのはネッ

昭和5年の創業以来、できるだけ

トショップの運営を担当する新保

人の手を加えない
“完熟”にこだわっ

千加子さんだ。そこで、新たなお

たはちみつを販売するみつばちの詩

いしさを知ってもらおうと、
のど飴

工房。ローヤルゼリーやプロポリス

など他の商品を紹介。試しに買っ

多い。こうした顧客に喜んでもらう

といった蜂産品をはじめ、
近年では、

てみたくなるよう、1,000円以下の

と同時に、
さまざまな資源に恵まれ

はちみつを使ったドリンクや菓子も

商品が表示されるよう工夫した結

た石川らしさを生かすため、ネット

ラインアップし、
人気を博している。

果、ついで買いが増えただけでな

ショップやDMで「ふるさとまつり」

売り上げの40数％を占めている

く、次回以降、それらをまとめて購

と銘打った企画を開催している。

のが主にダイレクトメール（D M）

入する客も多いという。

矢野社長
（左）
と新保さん。後ろに見える写真は、ローヤルゼ
リーが採れるチベット高原の菜の花畑

例えば年末を控えた時期の企
画では金箔の入った「福舞はちみ

を使った通販だ。D Mの送り先は

また、新商品や限定商品など商

全国の百貨店で開かれる物産展や

品紹介に特化したメルマガの発

つ」に加え、五郎島金時や中島菜、

ネットショップ、直営店などで購入、

行や検索エンジンなどに掲載する

能登そばなど、他社の商品も販売。

あるいは試食してくれた客である。

P P C 広告 にも新たに取り組み、

その狙いについて矢野浩社長は

新聞広告をきっかけに商品を購入

効果を上げている。

※

「私たちが売りたい商品だけでな

新保さんは「ギフト需要を取り込

く、石川や健康をテーマに顧客の

固定客が多く、中には30年以上も

むため、今後は複数の宛先に同じ商

望む商品を扱うことで、
買い物を楽

定期購入してくれる客や親子3代

品を送ることができるようシステム

しんでもらいたい」
と話す。

で付き合いのある客も少なくない。

を改良するなど、
まだまだやりたいこ

ネットショップでの売り上げは

3年前には、通販をさらに強化し

とはたくさんある」
と意欲を燃やす。

全体の10％未満にとどまっている

してくれた客も送り先の一つだ。

ようとネットショップをリニューア
ル。今年6月からは I S I C O が派遣
するホームページドクターのアドバ
イスを受け、
ネットショップのてこ入
れに取り組んでいる。

石川や健康をテーマに
顧客の喜ぶ商品を
同社の顧客の多くは首都圏に
在住しているが、石川ゆかりの人も

が、矢野社長は「今後、電話やファ
クス、郵便に代わってネットからの
注文が増えてくる」とにらんでおり、
DM同様、ネットショップの充実に
も力を入れる考えだ。

※クリック回数に応じて費用が発生する広告
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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

省エネ診断を利用し、
新工場の電気代を節減

「品質」
「衛生」
「 環境」
という三つの
生産ポリシーに加え、
「省エネ」
を視
野に建設した新工場

賀谷セロファン（株）
■ 所 在 地 白山市横江町1214-4
TEL.076-276-2344
■ 代 表 者 賀谷 真尚
■設
立 昭和29年5月
■ 資 本 金 3,500万円

■ 従業員数 60名
■ 事業内容 包装用プラスチックフィ
ルムの製版、印刷、加工
● http://www.kayanet.co.jp/

有害物質を
燃やして除去

るなど、環境
問題に熱心に
取り組む企業だけに、新工場にも

食品パッケージなどフィルム包装

新たな環境対策を盛り込んだ。そ

資材を加工する賀谷セロファンは今

の一つがドライラミネート機に設置

年 7 月、
白山市内で本社工場を新築

した触媒燃焼式脱臭装置で、フィ

した。鉄骨 2 階建て、建築面積 3,500

ルムを貼り合わせる接着剤に含まれ

㎡の本社工場には、同社が掲げる

る VOC（揮発 性有機化合物）を燃

「品質」
「 衛生」
「 環境」という三つの

やして除去すると同時に、その際

生産ポリシーが具現化されている。

発生する熱をフィルムの乾燥工程で

果、エネルギーコストは旧工場に比

例えば、精細な色味を再現する 8

再利用することで、省エネと二酸化

べて 2 倍に増加。そこで、同社で

炭素の排出抑制につなげている。

は県と ISICO が専門家を企業に派

色グラビア印刷機や高機能の多層

デマンド監視装置。使用電力が契約電力を超え
そうになると警報音で知らせ、自動的に設備へ
の電力供給を抑える

フィルムを作り出すドライラミネート

新工場の建設に当たっては、平

遣し、光熱費の削減などに向けた

機といった最新機器を導入。それ

成 23 年度中小企業経営革新支援

改善提案を無料で行う「省エネ診

ぞれに自動欠点検出機も備え、不

制度を活用した。

断」を受け、デマンド監視装置を設

良品の納入を防いでいる。

※粒径0.5μm 以上の塵埃が1立方フィートの空気
中に100,000個以下の室内

置した。

また、工場内の気圧を外気圧より高
くすることで、外部からのほこりや害
虫の侵入を防ぐほか、従業員は入室時

専門家の提案受け
電力契約を見直し

にエアシャワーを浴びるなど衛生管理

これは電力の使用状況をリアルタ
イムで " 見える化 " する装置で、計
測値を参考にピーク時の電力需要
に合わせて電力契約を見直し、基

を徹底し、クラス 100,000 の空気清

「新工場は省エネを念頭に作っ

浄度を保つクリーン工場を実現した。

た」という賀谷真尚社長の言葉通

また、省エネ診断によって、どう

平成 20 年に業界で初めて「グリー

り、建て替え時には省エネ性能に

いった設備がどの程度の電力を使

優れた空調設備を導入したほか、

用しているかが明確になったことも

※

ンプリンティング工場」に認定され

空調効果を高める遮熱ガラ

収穫の一つだ。同社では今後、社

ス、LED 蛍光 灯と同じくエ

内で立ち上げた「環境委員会」を中

ネルギー効率が 高い Hf 蛍

心に使用電力量の多い設備から重

光灯を採用するなど、さまざ

点的に節電マニュアルをまとめる計

まな工夫を凝らした。

画。賀谷社長は、さらに省エネ対

とはいえ工場の規模が大
きくなり、設備も拡充した結
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本料金の低減につながった。

策を進め、企業の競争力強化につ
なげたい考えだ。

有害な化学物質を含まない原材料を購入するなど、
環境問題に意欲的に取り組む賀谷社長

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。

植物工場のコスト低減へ
環境制御システムを開発
上げるなど、工場
内の環境を自在に
制御することも可
能。ウェブカメラ
を使えば作物の生
育状況をライブ映
像で確認できる。

本社を増築して作った栽培実験棟。
金時草やキャベツなど14種類の野
菜の試験栽培を実施した

環境センサーが
工場をモニタリング

学会に参加したり、
地元農家に話を聞くなど、
農業
を学びながらシステム開発に取り組んだ坂社長

システムのイン

ギーコストである。太陽光を利用し

ターフェースは各種

ない完全閉鎖型の工場の場合、生

データが一目で分

産コストの 60％をエネルギー費が占

かるよう工夫されて

めるほどで、同社のシステムを導入

おり、パソコンがあ

し、環境制御を最適化すれば大幅

れば、外出先から工場内の環境を確

な省エネを実現できるという。もち

認し、条件設定することもできる。

ろん、好条件で栽培すれば、収穫

開発に当たっては、平成 22 年度

量の増加や品質向上も見込める。

サカ・テクノサイエンスは植物工

いしかわ次世代産業創造ファンド事

また、坂社長によれば、既存の植

場向けの環境制御システムを開発

業（新技術・新製品研究開発支援事

物工場は設備が大掛かりで初期投

し、来年 4 月から販売を開始する。

業）に採択され、北陸先端科学技術

資に 1 〜 2 億円かかるが、同社で

このシステムでは工場内の気温や

大学院大学の丹康雄教授からネット

は各種環境センサーや LED 栽培

湿度、照度、二酸化炭素濃度、養液

ワーク技術について指導を受けた。

灯など、ハードとソフトのほぼすべ

の量や成分など、農作物の生育にか

また、今後は金沢工業大学の平間

てを内製化したことで初期投資を

かわるさまざまな要素を常時、
環境セ

淳司教授と連携し、植物が発する

3,500〜5,000 万円に抑えた。

ンサーで自動的に計測し、無線で送

微弱な電気の変化を読み取って環

植物工場事業に新規参入する企業

信。このデータを基に、例えば湿度が

境制御に役立てる技術を開発する

や農業法人など市場は大きいが、シ

低ければ加湿器を作動させ、照度

ほか、植物工場を保有する大三建設

ステムをどのように使ってもらえるの

が不足していれば LED 栽培灯を点

（金沢市）
と協力して実証実験を進

かを探るため「まずは大学や研究機

けるなど、工場内の条件が農作物の

め、栽培に適した品種を調べると同

関に販売したい」と話す坂社長。低

生育に最適になるよう自動調整する。

時に、最適な栽培条件を特定する。

コストで計画的に農作物を生産でき
るシステムとして注目を集めそうだ。

農作物の種類に応じて、あらかじ
め時間帯によって照度を設定したり、
照度に合わせて二酸化炭素濃度を

エネルギー費と
初期投資を軽減
「従来の植物工場は、生育効率
は高くても収益性は低い」
。そう指
摘するのは同社の坂實社長だ。収
益を圧迫する要因の一つはエネル

サカ・テクノサイエンス
（株）
■ 所 在 地 金沢市北塚町西105番1
TEL 076 -240 - 8920
■代 表 者 坂實
■設
立 昭和63年11月
■ 資 本 金 3,000万円
■ 従業員数 13名
■ 事業内容 ハードウェア、
ソフトウェアなどの企画・
開発・製造販売・技術指導
● http://www.sakatec.jp
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イシコ・トピックス

古川商店が最優秀賞

今年のカレンダーも残り数日となりまし
たね。忘年会が終われば新年会と飲む

こだわりパングランプリ

機会が一番多い時期ではないでしょう

I S I C O は11月10日、香林坊大和（金沢市）
で「こだわりパングランプリ」を開催し、古川
商店（珠洲市）の能登大納言あんぱん「つや
こさん」が最優秀賞を獲得しました。優秀賞
には神音カフェ
（羽咋市）
、審査員特別賞には
つばさのパン屋
（中能登町）が選ばれました。
このコンテストは、県産品の特色を生かし 写真左から神音カフェ、古川商店、つ
て新たに開発するパンのコンテストを開催す ばさのパン屋の代表者の皆さん
ることで、県内事業者にP Rと求評の機会を提供するとともに、開発され
た商品が石川県の新しい魅力の一つとなることを目的に行われました。

か。そんなシーンに、8ページでご紹介
した「torenはんかち」で、ワンランク上
のオシャレを楽しんでみませんか？専用
ホルダーでカバンにつけたり、お食事
の際、汚れ防止に膝上に使用したりと
気軽に楽しむことができます。12色の
中からその日の洋服や気分に合わせて
選べるのも楽しみの一つですね。

新たに9社を採択

いしかわ次世代産業創造ファンド

石川県とI S I C O は、
「いしかわ次世代
産業創造ファンド助成事業（次世代ファ
ンド）
」の2012年度助成対象に、新たに9
社を採択しました。9社の内訳は次世代
産業創造支援事業
（炭素繊維）2社、同事
業
（エネルギー）4社、新技術・新製品研 谷本知事から採択通知書を受け取る小田
ゴウセンの小田外喜夫代表
究開発支援事業3社となっています。
11月21日に県庁で採択決定通知書の交付式が行われ、I S I C O の理
事長を務める谷本正憲知事が通知書を手渡し、激励しました。

また、今号の取材で一度食べて大
ファンになったのが、7ページでご紹介
した「朝食りんごバター」です。フラン
スパンとの相性は抜群！贅沢に塗って
食べたいところですが、少々お値段も
はるため、少しずつ塗って食べていま
す。ジャムのように甘くなく、バターほど
油っこくない「朝食りんごバター」なら
バケット1本食べられちゃいそうです。
今年もいろんな方々との出会いに
感謝いたします。皆様にとって来年

登録は無料。ぜひご登録を！

が輝かしい年となることを願っていま
す。
（藤）

ISICOホームページ http://www.isico.or.jp/

I S I COホームページで「メルマガ・会員登録」をしていただくと、以下の
ような各種サービスを受けることができます。ぜひご登録ください。
① メールマガジンを無料で購読
② イベントの参加申込はワンクリックで O K！
③ イベント情報、ビジネス情報を登録できます。
④ 掲示板を利用することができます。
れ い し ん こ

う

デジメくん

き

ISICO理事長賞に鈴信工機A-CRAFT
石川県発明くふう展

10月27日に開催された石川県発明くふ
う展で、石川県産業創出支援機構理事長
賞に鈴信工機 A - C R A F Tの「s a o f o l d e r
（サオ フォルダー）
」が選ばれました。

車に取り付けて釣り竿を固定する「sao
folder」
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