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県内企業がトヨタと商談会

トヨタ本社で開かれた「新技術・
新工法展示商談会」。県内の51
企業が独自の技術や商品をア
ピールした。詳しくは巻頭特集を
ご覧ください。
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　「新技術・新工法展示商談会」は、
昨年 6月にトヨタ自動車の張富士夫
会長が石川県庁を訪れた際、谷本
正憲知事が県内に集積する技術力
の高い中小企業とトヨタグループと
のマッチングを要請して、実現した
もの。ISICO では、商談会に向けて

プロジェクトチームを立ち上げ、出
展企業に提案方法などについてアド
バイスした。
　当日はあいにくの空模様にもかか
わらず、2 日間で幹部社員や開発
担当者など約 1600 人が来場。約
6600 件の商談が行われ、会場は
終日熱気に包まれた。出展企業は、
コストや作業効率などについて既
存の技術や商品と比較したデータ
を示しながら、自社の技術や部品
が具体的に自動車のどの部分で役
立つかを来場者に説明し、商談成
立を目指した。
　来場者は熱心にメモをとったり、
質問を投げ掛ける姿が目立ったほ
か、見積もりや試作品製作の依頼な
ども相次ぎ、関心の高さをうかがわ

せた。出展企業からは、「自動車メー
カーと直接商談できるいいチャンス
になった」「皆さん目的を持って来場
しているので、効率良く商談が進ん
だ」「もし、採用されれば、企業の
信用度の向上につながる」といった
声が聞かれた。
　29 日には谷本知事、渡辺捷昭ト
ヨタ自動車社長も会場を訪れた。企
業の説明を受けた渡辺社長は先進
的な技術に感嘆したり、担当者に導
入を検討するよう指示を出す一方、
コストや改善点について指摘。谷本
知事に、「開発の進度を上げると同
時に、我々のニーズをうまく引き出し
てほしい」と語り、会場を後にした。
　次ページからは、商談会に出展し
た 6 社の取り組みを紹介していこう。

県内企業が
 トヨタと商談会
石川県と ISICOは 8月28、29日、愛知県豊田市のトヨタ自動車サプライヤーズ
センターで「新技術・新工法展示商談会」を開催した。この商談会は、県内企業が
トヨタ自動車（株）およびその関連企業に技術や商品を紹介する取り組みで、機械
や繊維など県内の51企業が 70テーマについてアピールした。今回の特集では、
その中から6社の提案について取り上げる。

自動車産業への販路拡大に向け、

巻 頭 特 集 P I C K  U P  R E P O R T

51社が技術力をアピール
2日間で1600人が来場
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　来場者に対して実施したア
ンケートで、最も関心を集め
たのは繊維である。炭素繊維
を加工しやすいシート状の素
材に成型する技術について提
案した一村産業（株）もその一
つだ。炭素繊維は金属などに
比べ、軽くて強度が高い点が
特長だ。従来の技術では、長
時間、加圧・加熱しながらゆっ
くりと成形する必要があった
ため、生産量が少なく製造時
間に余裕のある航空機の機体
に活用される一方で、製造時
間が短い自動車の生産には不
向きとされてきた。新たに開
発したシート材は、短時間熱
するだけで自由に変形するこ
とができ、冷やすと再び固く
なる性質を持たせることで、
成型時間を飛躍的に短くした。
　通常、車体に使われてきた
一般的な鋼板と比べても、重
さは約 1/5、強度は 5 〜 7 倍
にもなる。車体が軽くなれば、
当然、燃費が向上し、環境に
も優しい。今回の商談会を通

して、渡辺捷昭社長が高い関
心を示したのをはじめ、30 社
から 70 数件の問い合わせが舞
い込んでいる。石井銀二郎社
長は「一つ一つ丁寧かつスピー
ディーに応えていきたい」と
意気込んでいる。

　また、金属加工分野も高い評
価を受けた。その一つである
オリエンタルチエン工業（株）
が提案したのは、新たな金属
射出成形法（MIM）を使った
部品の成形である。金属射出
成形とは、金属粉と樹脂を混
ぜて溶かし、型に注入した後、
高温で焼いて樹脂の成分を蒸
発させながら金属粒子を焼結
させる技術のこと。従来は焼
結後の変形が大きいという難
点があったが、MIM では金属
粉と樹脂を均一に混ぜると同
時に、樹脂の蒸発率を格段に
高めることで、高い寸法精度
を実現した。
　切削加工など、他の製法に
比べても、「小さくて複雑な形

状の製品が量産できる」「工数
が減りコストが安い」といった
メリットがある。そのため同
社開発部の澤守忠部長は、自
動車部品でも複数の部品を一
体として成形する場合などに
強みを発揮できると考えてい
る。展示商談会では約 20 社か
ら見積もり依頼が相次ぐなど、
高い関心が寄せられた。同社
ではすでにこの技術を携帯電
話部品、医療機器部品にも提
供しており、自動車部品での
利用拡大に期待を寄せている。

　環境をテーマにした提案に
も高い関心が寄せられ、（株）
ラピュタインターナショナル
のマイクロバブルを使った脱
脂洗浄装置は既に 2 台の発注
を受けた。マイクロバブルとは
直径 20 〜 30 ミクロン程度と
いう非常に微細な気泡のこと。
堀田誠社長は「マイクロバブ
ルはマイナスの電位を持って
いるため、プラスの電位を持
つ汚濁物質などの有機物を吸
着する」と話す。
　今回の提案では、マイクロ
バブルを使って各種部品の脱
脂洗浄を提案した。製造工程
で油脂が付着する工業部品は、

携帯電話等に使われている部品。焼結前後での変形が少
ないため、後工程を簡略化できる

商談会には炭素繊維で作った自動車モデルなどを持参。
塗装せずに、材料そのものを発色させることもできる

環境に優しい自動車開発に
軽くて強い炭素繊維の活用を

複雑な形状の部品に適した
金属射出成形法を提案

マイクロバブルで
環境に優しく部品を脱脂

写真左が従来装置による気泡で、写真右がマイクロバブル。
マイクロバブルは上昇速度が遅く、なかなか破裂しない
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必ず脱脂洗浄が必要になる。
従来は化学溶剤あるいは超音
波を使って脱脂洗浄していた
が、これらの方法では、廃液
処理が不可欠で環境に与える
負荷が大きい、あるいは部品
にダメージを与えてしまうと
いった問題点があった。マイ
クロバブルを使った方法は、
廃液処理が簡単で環境への負
担が少ない上、柔らかな素材
でできた部品にも傷を付ける
ことがない。ランニングコス
トもこれまでの 1/10 に抑え
ることができる。現在、サン
プル品のテスト洗浄も行って
いて、導入件数はさらに増え
る見通しだ。

　（株）ネイブが売り込んだ木
質ブロック材を利用した自動
車部品用の検査ゲージや新製
品開発で使うデザインモデル
も環境に優しい提案だ。
　木質ブロック材とは同社が
今年 4 月に開発したばかりの
素材で、スギ・ヒノキの製材
くずや間伐材などを微粉砕し、
微量の有機性樹脂材料を加え
て プ レ ス し た も の。 加 工 し
た際に出るくずや使い終わっ
た製品も、木質ブロック材に
100％リサイクルできる。

　ブロック材は硬さや密度が
自由に調整できるので、木材
よりも加工が容易。接着は木
工ボンドでよく、接着面もき
れいに仕上がる。原料も安価
で、従来の合成木材に比べて
価格も 2 〜 3 割安くなる。
　商談会では、環境活動に積
極的なトヨタのデザイン関係
者の注目を集め、10 月にサン
プルを提供した。今後は木質
自動車部品への応用も視野に、
さまざまな機能性を付加した
研究を進め、新製品開発を提
案していく計画だ。

　 独 自 の 仕 組 み や 機 構 を ア
ピールする企業のブースにも
多くの人が足を止めた。建設
機械のキャビン（運転室）を
専門に手がける共和産業（株）
が出展したブースには、実物
大のリンク式スライドドアが
お目見え。自動車にはこれま
でにない方式とあって、来場
者の高い関心を集めた。
　スライドドアと言えば、従

来はレールの上を、ドアに取
り付けたローラーが転がるこ
とで開閉する仕組みが一般的
だ。しかし、建設機械の場合、
作業の状況を確認するために、
ドアを開け放しにする場合が
多いため、ローラーに砂など
がたまり、スムーズに開閉で
きなくなる難点があった。そ
こで、2006 年に同社が業界で
初めて商品化したのがリンク

木質ブロック材の原料には焼却灰なども利用でき、混合す
るものによって、防音や断熱といった機能も付加できる

建設機械用のスライドドア
自動車への応用を探る

車体の曲面に合わせてドアをスライドさせる技術も
同社独自である

キャビンの上部でドアを支えるリンク

100％循環可能な新素材を
検査ゲージに活用
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電
子
部
品
・
機
器

 小松電子㈱
金
属
加
工  

等　

 ㈱月星製作所 部
品

 ㈱スミタ  前多 ㈱

 ㈱センサ  冨士工業 ㈱  東邦ゴム工業 ㈱  ㈱ヤマニ

 ニッコー㈱  ㈱本螺子製作所

繊　
　
　
　

維

 一村産業 ㈱

設　
　

備

 高松機械工業 ㈱

 ㈱リニア・サーキット  ㈱稲穂  ウーブンナック ㈱  ㈱テック・ヤスダ

 ㈱ナナオ
表
面
処
理

 浅下鍍金 ㈱  ㈱オリコア
 （北陸エステアール協同組合）  日新産業 ㈱

シ
ス
テ
ム
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

 ㈲ Aim International  加賀電化工業 ㈱  小松精練 ㈱  ㈱白山機工

 ㈱エコー総合企画  フジタ技研 ㈱  山越 ㈱
 （共同開発：蝶理北陸原料部）  ㈱マイクロエミッション

 ㈱エムズ・クリエイティブ 鋳
造 谷田合金 ㈱  倉庫精練 ㈱  ㈱森山鉄工

 ㈱ PFU

治
工
具

 ㈱北日本テクノス  創和テキスタイル ㈱  ㈱ヨシダ鉄工

 北陸日本電気ソフトウェア ㈱  シグマ光機 ㈱  ダイワボウテックス ㈱  ㈱ラピュタインターナショナル

　
プ
レ
ス
・

 石川技研工業 ㈱  ㈱ネイブ  テクノウイン ㈱ 薬
剤
・
イ
ン
ク

 ㈱ゲイト

 オリエンタルチエン工業 ㈱  松本機械工業 ㈱  中川細巾織物  ㈱小松プロセス

 かがつう ㈱  共和産業 ㈱  平松産業 ㈱

「石川県新技術・新工法展示商談会」出展企業一覧

式だった。ローラーではなく、
キャビンの上下部に取り付け
たリンクでドアを支えて開閉
するため、砂などがたまるこ
とはなく、軽い力で動かすこ
とができる。
　商談会では渡辺捷昭社長が商
用車や運送業向けの特別仕様車
で導入を検討するよう指示し
た。現在は、ジェイ・バスなど
と情報交換を行っていて、広村
和義社長は「チャンスがあれば
取り組みたい」と話している。

　（株）スミタが開発した独自
の機械式無段階ロック装置も、
多く人々の興味をひいた。こ

の装置は、これまでステッキ
の長さや点滴スタンドの高さ
を調節、固定するために活用
された実績を持つ。グリップ
に軽く力を加えるだけで、ロッ
クが解除され、長さや高さを
自由に調節可能。グリップか
ら手を離せば、そこでしっか
りと固定される。
　商談会では、自動車が走行
中に振動でロックが解除され
ないよう、任意の荷重を加え
てはじめてロックが解除され
る新技術も紹介。墨田雄二専
務は「ヘッドレストの高さ調
整用に使ってもらえば、シー
トとの間に見えている調整棒
のない洗練されたデザインが
可 能 に な る。 ハ ッ チ や ボ ン
ネットに利用すれば、半開状

態で固定できるので、背の低
い方や車イスの方も使いやす
くなる」とデザイン性や利便
性の向上に貢献できる点を強
調した。現在は、ドア用の試
作品の製作を進めており、墨
田 専 務 は「 よ り 多 く の 人 に
使ってもらえれば、技術屋と
して本望だ」と期待を寄せて
いる。

簡単に解除、調節できる
独自のロック装置が好評

商談会には自動車のハッチをイメージしたサンプルを持ち
込んで技術を紹介した
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産学官連携をより活発に、より円滑に推進するため
大学と企業を橋渡しするコーディネーターを紹介します。

学内で優秀な人材を育て
次世代にノウハウを伝える
北陸先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究調査センター長
山本 和義氏

　学内職員やポスドクを
　コーディネーターに育成

　山本和義氏は北陸先端科学技術大学院大学
（JAIST）で産学官連携の窓口となる先端科学技術
研究調査センター（以下、調査センター）のかじ取り
役を務めて5年になる。この間、大学が法人化され、
大きな機構変化があり、山本氏は産学連携の強力な
推進と、知的財産取扱部門（IPオペレーションセン
ター）の立ち上げに汗を流した。調査センターとIP
オペレーションセンターは、主に専門能力の高い非
常勤の職員によって構成されており、多くの実績を
上げている。しかし、このままでは将来、大学に人脈
やノウハウが蓄積されないと、文部科学省の「産学
官連携戦略展開事業」に独自のコーディネーター育
成プログラムを提案。今年6月に採択された。
　この事業では、調査センター職員による講義や特
許事務所へのインターンシップなどを通じ、学内職
員やポスドク（博士号を取得した研究者）をコー
ディネーターに育て、産学官連携促進に向けた体制
強化を図る。
　計画では2年間で10人の人材を育成する予定で、
山本氏は「企業と大学の間を取り持つマネジャー
としてだけではなく、事業を提案できる知のプロ
デューサーになってほしい」と新たな人材の成長
に、期待に胸を膨らませている。

　情報誌を発行し、
　外部に研究内容を紹介

　JAISTでは平成19年度、共同研究を107件、
受託研究を50件実施しており、そのうち、調査セ
ンターは共同研究54件、受託研究15件について

支援した。平成18年度に比べても、調査センター
が関与した案件は格段に増加。スムーズな連携に
向けて存在感を発揮している。
　調査センターでは連携推進に向けて外部への情
報発信に力を入れている。その一つが研究室ごと
に研究内容を紹介する冊子「JAISTAR」であり、
研究内容を企業に知ってもらうために見本市や
フォーラムで配布している。
　また、「ベンチャービジネスラボラトリー
（VBL)」では、若手研究者の独創的な研究開発を
サポートするため、実験室や研究員室を提供した
り、中小企業診断士による経営相談や事業応募支
援を行っている。平成19年度は11件のプロジェ
クトが研究開発を行っている。IPオペレーション
センターでは、知的財産や特許の説明会の開催、産
学官連携･知的財産取扱いハンドブックの配布な
ど、学内の知的財産権に関する意識の啓発に貢献
している。
　山本氏は「この5年間で連携に必要な環境を整
えることができた。今後は次世代の人材がより活
発な活動を展開してほしい」と期待を寄せている。

調査センター長になる前は機械メーカーに勤務し、企業の
立場から長年、産学官連携に携わっていた山本氏。大学で
はその時の経験を生かして業務に取り組んだ

●お問い合わせ
北陸先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究調査センター
能美市旭台1-1
TEL.0761-51-1070
http://www.jaist.ac.jp/ricenter/index.html
ricenter@jaist.ac.jp



7

■所在地　　加賀市大聖寺錦町13-37甲
　　　　　　TEL 0761-72-0901
■代表者　　中村　太一
■創業　　　明治3年

今九谷窯

九谷焼の新境地を開き
国内外の展示会でＰＲ

経済産業省が実施する地域産業資源活用事業に認定
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。目指せ！石川生まれのヒット商品

■従業員数　5名
■事業内容　一般用、業務用食器の製造･販売
●http://imakutanigama.com/

新技術を土台に
4つの様式を開発

　創業から140年近くを数える
今九谷窯が取り組んでいるの
は、「高白色度白磁」と「無鉛和
絵具」を用いた新たな九谷焼の
市場開拓である。
　九谷焼は原料である陶石の
成分により、灰色がかった素地
が一般的である。今九谷窯で
は、石川県九谷焼技術センター
の開発した高白色度の粘土を
ベースに改良を加え、白色度を
上げるとともに鉄粉などの不
純物を取り除き、洋食器に負け
ない白さを実現した。さらに、
同センターが開発した無鉛和
絵具に改良を加えることで、貫
入(ひび割れ)が入らないように
するなど、安全性と美しさを兼
ね備えた和絵具を完成させた。
　こうした技術をベースに今
九谷窯では九谷焼の新たな様
式を生み出している。

　その一つ、「雪九谷様式」は
上絵がなく、繊細なレリーフが
特徴だ。「華九谷様式」は透明
な釉薬によって光沢をまとう。
このほか、磁器と陶器を融合
し、滑らかな口当たりと温かみ
のある触感を両立させた「禅九
谷様式」、上絵具や釉薬を盛り
上げ、立体感を出した「ふくら
手様式」がある。

中国での
販路開拓に注力

　今九谷窯が九谷焼の新様式
に挑戦した背景には、九谷焼
の需要の落ち込みがある。
　そもそも中村太一代表の父
親である中村元風氏は作家活
動を主体としてきたが、低迷
する九谷焼業界の活性化を図
るため、個人作家としての作品
制作に加え、窯ブランドとして
の食器の開発、販売に乗り出し
た。平成20年までに、現代のラ
イフスタイルに合うよう、先の
4つの様式を確立した。
　現在、県内で商品を購入でき
るのは1店舗のみ。日本橋髙島
屋など全国の髙島屋数店舗で
常設販売を行っている。この
ほか、伊勢丹や阪急百貨店、大
丸などでは年に10回程度、定期
的に展示販売会を開いており、
今後もこうした取り組みを通

して、徐々にブランドの浸透を
図り、商品の取り扱い店舗を増
やしていくという。
　また、今年10月には、地域産
業資源活用事業で交付される
補助金を活用して、中国で開
催される「中国景徳鎮国際陶
磁博覧会」に出展する。世界
各国から延べ20万人が訪れる
この博覧会には4年前から出
展。今年はデンマークのロイヤ
ルコペンハーゲンやイタリアのリ
チャードジノリなど、世界の一流
ブランドと同じメインブースでの
展示が決まっているという。
　中村代表は中国での販路開
拓に向け「富裕層に陶磁器の愛
好家が多い一方、欧米のように
ブランドの固定化が進んでお
らず、進出する余地が大きい。
ギフトではなく、プライベート
ユースのブランドとして定着
させていきたい」と意気込みを
見せている。

27歳の若さでプロデューサーを兼務する中村
代表。作家である父親をサポートし、今九谷窯
の経営のすべてを担っている

鮮やかな色彩が印象的なふくら手様式のマグカップ（手前）
と禅九谷様式が用いられたマグカップ（奥）



被災した蔵をギャラリーに
販促活動にも活用

逆境をチャンスに！！

能登復興
プロジェクトが進行中

NOTO
Revival 
Project 

昨年3月25日の能登半島地震から約1年7カ月が経過
した。マグニチュード6.9、震度6強という県内観測
史上例のない大災害を乗り越え、能登では、逆境をチャ
ンスに変えるさまざまなビジネスの芽が育っている。

（写真1）ギャラリーはブルーとグレーの市松柄の床
　　　　で、隠れ家的な雰囲気が来場者に好評だ

（写真2）「価格競争に動じず、高品質の商品を作って
　　　　いきたい」と信念を語る小山さんご夫妻

■所在地 七尾市相生町41
　　　　　　  TEL 0767-52-0428
■代表者 小山 和助
■設立 大正元年（1912年）
■従業員数 5名
■事業内容 醤油、食酢、味噌の製造・販売
●http://www.14.ocn.ne.jp/˜oyamaya

小山屋醤油店

　大正元年から続く老舗である
小山屋醤油店は、今年 4 月に蔵
を改装したギャラリーをオープ
ンさせた。
　こけら落としのコンサートは、
4 代目主人の小山和助氏の人脈
で招いたオーケストラ・アンサ
ンブル金沢の弦楽四重奏が 70
人以上も集まった観客を魅了し
た。1,000 円のチケットには同
店が加盟する七尾東部商店街で
利用できる 1,000 円分の商品
券を付け、商店街全体の活性化
も狙った。7 月には、商店街の
イベント「あさがお縁日」でも、
ミュージシャンのライブの会場
として使用した。　　　　　　

　ギャラリーを構える店舗は七
尾市内にもいくつかあるが、35
畳大の広さが同店の特徴だ。備
え付けられた滑車をオブジェに
したり、桶をいすやテーブルに
使用するなど、蔵の雰囲気を生
かした工夫も施している。

　蔵をギャラリーに改装したの
は、能登半島地震による被害が
きっかけだった。幸い、商品に
ダメージはなかったものの、4
つの蔵のうち 2 つが全壊という
大きな被害を受けた。一時は店
じまいも考えたが、「息子が後を
継ぐと言ってくれたので、代々
受け継いできた蔵を何とか残し
たかった」と小山さんは話し、

残った 2 つの蔵のうち、1 つを
ISICO から補助金を受けて修復
することにした。その際、「残す
からには業績拡大や地域の復興、
イメージアップにつなげるもの
にしたい」と考え、蔵の一部を
ギャラリーとして活用すること
にした。
　ギャラリーはイベント開催の
ほか、来場者に試作品の味を試
してもらい商品開発に役立てる
など、マーケティングの場とし
て活用していく。蔵を訪れた客
に気軽に買ってもらえるよう、
手軽に持ち運べる 150ml 入り
の商品も企画。現在は ISICO の
アドバイザーの指導を得てラベ
ル作成やボトルの選別を進めて
おり、今後も、ギャラリーを核
に販促活動を展開する予定だ。

35畳大の広さで
コンサートも可能

新商品を試す場にも

1 2

543 （写真3）能登半島地震から約1年後の今年4月に
　　　　開催された「蔵でクラシック・コンサー
　　　　ト」（写真提供：北陸中日新聞）

（写真4）地震直後は砂埃が舞い、蔵の梁が裂ける
　　　　などの大きな被害に見舞われた

（写真5）代々伝わる味を守り続けるしょうゆ、みそ
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ビジネスチャンスの拡大、逆境をバネにランクアップ‥‥
さまざまな目的に向け、販路開拓に乗り出した企業の挑戦を紹介します。

　事務機器・事務用品卸の
寿商会は、自社で開発した
顧客管理・営業支援ソフト

「KCSD21」の販売を本格化さ
せている。訪問履歴や見積書、
購入契約、顧客情報などを管
理、共有するこのソフトの最
大の特徴はその使いやすさに
あり、ソフトの開発・販売を
統括する若林孝専務は「パソ
コンに詳しくなくてもすぐに
使える」と胸を張る。
　使いやすさの秘密は、そ
の 開 発 プ ロ セ ス に あ る。

「KCSD21」はシステム開発の
プロが作ったわけではなく、3
年前に同社が直販をスタート
させた際、営業スタッフが必
要に迫られて制作したソフト
を商品化したものだ。営業ス
タッフが自分たちの使い勝手
を考慮して作っただけに、専
門的な知識がなくても、簡単

に入力したり、必要な
情報を引き出すことが
できるというわけだ。
　もう一つのセールス
ポイントは安価な導
入コストである。「類
似の機能を持つソフ
トもあるが、どれも
大 企 業 向 け で 1,000
万円以上かかる」（若
林専務）のに比べて、

「KCSD21」 は 中 小 企
業向けに開発されており、導
入コストを 5 分の 1 程度に抑
えられるという。
　開発に当たっては汎用の
データベース管理ソフト「File 
Maker」を活用しており、導
入した企業の実情に合わせた
カスタマイズも容易にできる。

　もともと自社で使っていた
ソフトを商品化したきっかけ

は、同社の営業
スタッフが中小
企業を訪問した
際、顧客管理や
営業管理に悩み
を抱えている経
営者が大勢いた
ことだ。経理な
どの基幹業務は
システム化が進
む一方、顧客や

営業の管理はシステム化が進ん
でおらず、せっかくの情報が社
内で共有、活用されていなかっ
た。それならば、自社で開発し
たソフトが、他社でも役に立つ
のではと考えたのだ。
　同社では現在、専門の販売
チームを立ち上げ、既存の取
引先への営業展開のほか、展
示商談会への出展、無料で自
由にソフトをダウンロードで
きるウェブサイト「Vector」
に試用ソフトを公開するなど
して、販売促進を図っている。
　単にコピー機や OA 機器を
販売するだけでなく、顧客の
抱える問題点を IT を駆使して
解決し、新しいビジネス環境
を提案するソリューション営
業は、寿商会をはじめとする
事務機器商社のこれからの課
題である。「KCSD21」は、付
加価値の高い提案に向けた絶
好の足がかりとなりそうだ。

現場の営業スタッフが作った
顧客管理・営業支援ソフトを商品化

ソフトの本格販売に向け、「東京に事務所を構えたい」と話す若林専務

■ 所在地 金沢市問屋町2-82
TEL076-237-6266

■ 代表者 若林 智雄
■ 設　立 昭和22年8月
■ 資本金 1,600万円
■ 従業員数　40名
■ 事業内容 事務機器・事務用品の総合卸商社
● http://www.kotovuki.co.jp/

（株）寿商会
DATA

問題解決型の
営業の足がかりに

導入コストは
5分の1

モニター調査の結果でも「簡単に使える」「便利で役立っている」といった声が
寄せられている「KCSD21」のインターフェイス。このソフトの訪問支援版は、
今年度の「金沢ブランド優秀製品」に認定された

�



　手取川の伏流水を仕込み水に
使った地酒を製造する吉田酒造
店。石川を代表する蔵元の一つで、
『手取川』をはじめとしたブランド
は、全国新酒鑑評会で数多くの
金賞に輝いてきた。
　同社では、より高品質な酒造
りを実現するため、10 年前から
ISICOの設備貸与制度を利用し、
システムの充実に力を入れてい
る。特に、「全国でもほとんどない」
と吉田隆一社長が胸を張る設備
が、昨年7月に導入した「パスト
ライザー」である。

　パストライザーが活躍するのは、
乳酸菌の発酵による酒質の劣化
を防ぐ「火入れ」と言われる工程
で、通常は酒を熱処理した上で
瓶詰めするか、瓶詰め後に瓶が

割れないように少しずつ高温の水
槽へと移して加熱する方法がとら
れている。しかし、前者では空
気に触れる時間が長く香味成分
の揮発が進んでしまい、後者で
は人の力が必要で、実際に作業
できるのは大吟醸などの高級酒
に限られていた。その点、パスト
ライザーでは、ベルトコンベア上
を瓶が移動し、酒を充填した後、
徐々に高温となっていくシャワー
を通過させることで火入れまでを
自動化。香りを逃さず、人的コス
トも抑えられる。
　同社ではパストライザー導入
後、ほとんどの商品で瓶詰め後の
火入れを実践しており、リーズナ
ブルな価格帯での品質の差別化
につながっている。

　また、今年9月には、プレハブ
タイプの屋外冷蔵庫を設置した。
庫内は 2つの部屋に分かれてお
り、異なる温度を同時に設定でき
る点が特徴だ。火入れを行わず、
フレッシュな香りと味を楽しむ生
酒はマイナス5℃、加熱したタイ
プは 5℃といったように、日本酒

のタイプによって最適な環境で保
存できる。屋外冷蔵庫では1升
瓶換算で同社の年間生産本数の
1/5に相当する5万本を保管でき、
貯蔵管理を外部委託していた従
来に比べて年間約400万円のコス
トダウンを見込んでいる。

　積極的な設備投資を進める一方
で、同社では、昔ながらの手法も
大切にしている。「麹づくりや酒母
の仕込みといった品質を左右する
分野では、やはり杜氏の勘が必要
だ。設備投資で合理的に差別化を
図りながら、重要な工程に蔵人の
力を注いでいきたい」と、吉田社
長は意気込んでいる。
　同社では現在、ISICOの専門
家派遣事業を活用したホームペー
ジのリニューアルや経営改善にも
取り組んでおり、一層の飛躍に向
け、改革と伝統を組み合わせた
動きを活発化している。

香りをとじ込める
火入れを効率化

フロム・ユーザーズ

設備貸与制度の利用者に聞く

From

USERs
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。

冷蔵庫導入で
年間400万円を削減

（株）吉田酒造店
■ 所在地 白山市安吉町41
　　　　　 TEL 076-276-3311
■ 代表者　吉田　隆一 　　■ 創　業　　明治3年4月
■ 資本金　1,000万円 　　■ 従業員数　22名
■ 事業内容　清酒の製造・販売
●http://www.tedorigawa.com/

設備導入による合理化で
蔵人の技を生かす環境を整備

新しく完成した冷蔵庫は自社内にあるため、管理しやすく、
出荷直前まで最適な環境で保存できる
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パストライザー導入で品質を損なうことなく充填が可能に 

「パストライザー導入で、『手取川』の奥ゆかしいさわやかな
香りを最大限に生かせる環境が整った」（吉田社長）
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　まずは、ISICOの理事長であ
る谷本正憲知事がコンテンツ産
業の育成に向けた県の施策につ
いてプレゼンテーションした。
　谷本知事は、「県の文化を紹介
するポータルサイト『石川新情報
書府』では、今年度新たに、コンテ
ンツ企業と地場産業による映像
作品をいかに全国に発信すべき
かが課題と考えている」と話した
ほか、コンテンツの2次利用を実
践できる人材の育成を目指す『石
川コンテンツ塾』の創設、コンテ
ンツを発表する場として『石川コ
ンテンツマーケット』の開催につ
いて説明した。

　次に、経済産業省商務情報政
策局の村上敬亮文化情報関連産
業課長が日本のコンテンツ産業
の現状と政策についてプレゼン
テーションした。
　村上課長は、現在、約14兆円の
日本のコンテンツマーケット市場
を、平成27年までに19兆円に増
額する経産省の目標を示した上
で、「目標達成のためには、個人の
多様な価値観を刺激するような
オリジナリティある付加価値を商
品に加えられるかが大きな鍵を
握る」と指摘した。

　1つ目の基調講演では、東映ア
ニメーション㈱の泊

とまり

懋
つとむ

代表取
締役会長が「新かぶく～クール・

ISHIKAWA」と題し、日本のアニ
メ産業について語り、「アニメが海
外で評価されたおかげで留学生
が増えたり、『ジャパンクール』とい
う日本発の文化を肯定的に表現す
る言葉も新たに誕生した」と、アニ
メの影響力の強さを述べた。
　さらに、韓国の金大中元大統領
の「100台の車よりも、1本のコ
ンテンツを売れば文化の輸出に
もなり、経済への波及効果は大き
い」という言葉を引き合いに出し、
コンテンツビジネスの重要性を説
いた。
　また、ユニークな企画は異業種
の集まりから生まれるという観点
から、県が主導するコンテンツ企
画組織「チーム石川」の設立が大
切だと強調。「コンテンツには『感
動』が欠かせない。推進力のある
チームを立ち上げ、コンテンツビ
ジネスを軌道に乗せてほしい」と
エールを送った。

ISICOは県との共催で、映画やアニメなどコンテンツビジ
ネスについて理解を深める「コンテンツフォーラムin石川
～地域の魅力をコンテンツで世界発信～」を10月2日に県
地場産業振興センターで開催した。当日は定員の150人を
上回る盛況ぶりで、基調講演やパネルディスカッションで
は、講師やパネラーが地方発信のコンテンツについてさま
ざまな意見を交わした。

これからのコンテンツビジネスは
地方発信が決め手に！！

地場産業のPR手段に

県主導でコンテンツの
プロデュースを

商品の独自性が
マーケット拡大の鍵

「来年3月には、石川を漫画でPRするコンテスト
の開催も計画している」と谷本知事

コンテンツを活用して地方の特色を発信する有益
性を話した泊会長

※基調講演②とパネルディスカッションについては、次号で紹介致します。

コンテンツフォーラム in 石川

日本のコンテンツ産業の将来像を語った村上課長



　文部科学省の「知的クラスター
創成事業（第Ⅱ期）」に、石川、
富山両県が共同で提案した「ほ
くりく健康創造クラスター」が
採択された。
　知的クラスター創成事業と
は、国からの委託事業として
地域に集積する研究機関や関連
企業が連携して新たな事業の創
出を図るもの。「ほくりく健康
創造クラスター」では、両県に
ある多様なものづくり産業と医
学・薬学の知的資源の集積を生

かし、国際的競争力のあるライ
フサイエンス研究開発拠点を構
築。その研究成果を地場産業に
波及させるとともに、国際的な
医療機器・医薬品産業を形成す
るのが目標だ。
　事業期間は今年度から5カ年
で、両県の産学官が連携し、広
域的なクラスターを形成しなが
ら、世界的優位に立てる「医薬
基盤技術を活かしたバイオ機器
開発」と「イメージング診断機
器開発」に取り組む。

今回の巻頭特集は、8月に初めて開催したトヨタ自動車及び関連企業
に県内企業の新技術や新商品を紹介する商談会について取り上げま
した。今回が最後となる能登半島復興プロジェクトでは、七尾の商店街
にある醤油店の蔵をギャラリーとして販促に結びつける取り組みを取
材。また、石川県内のコンテンツ産業活性化を目的に開催した「コンテン
ツフォーラムi n石川〜地域の魅力をコンテンツで世界発信〜」をご紹
介しました。本誌が御社のビジネスの参考になれば幸いです。今回の情
報誌作成に際し、取材にご協力をいただきありがとうございました。

［発行月］ 平成20年10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

石川と富山の共同提案が採択
予防と健康の研究開発拠点形成に向け始動

T O P I C S イシコ・トピックス

■書籍・DVD情報

IS ICOライブラリでは、皆様のご要望を取り入れながら、随時、書籍・ビデオ・
DVDの整備を行っておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

ISICOライブラリをご利用ください

■医薬基盤技術を活かしたバイオ機器開発
・個の免疫医療システムの開発
・アミノ酸メタボロミクスのための
　酵素チップの開発と診断・予防への応用
・血液中の有核赤血球の回収・DNA分析システム

■イメージング診断機器開発
・広汎性発達障害の診断・治療・経過観察総合
　システムの開発
・医工融合による動脈硬化の診断と治療の先導
　的研究
・生きた細胞の微細構造動態を高速撮影する顕
　微鏡の開発
・SQUIDを用いた能動的磁気イメージング

■インターネット書籍検索

 「ジェトロ貿易ハンドブック 2008」
貿易実務の基本事項や用語集をはじめとして、世界各国 ・
地域の概要や通貨単位、時差、祝祭日日程、国際ビジネス
関連機関 ・ 団体の連絡先などが掲載されています。貿易
実務の現場で「 ちょっとした調べものをしたいとき 」に
お役立てください。

　親事業者と下請事業者との取引（下
請取引）については、「下請代金支払
遅延等防止法」や「下請中小企業振興
法」による振興基準において、親事
業者（発注者）の義務や禁止行為な
どのルールが定められています。期
間中に同二法の趣旨及び内容の周知
徹底を図るため、下記のとおり講習
会を実施します。

11月は下請取引適正化
推進月間です。

下請取引適正化推進講習会

開館時間
月～金曜日  午前8時30分～午後7時30分
土曜日　　  午前10時～午後5時

休館日
原則として日曜・祝祭日、
年末年始（12月29日～1月3日）

※このほか、都合により
　休館することもあります。

【お問い合わせ】
公正取引委員会中部事務所  TEL.052-961-9424

IS ICOのホームページから産業振興ゾーン
内団体所蔵の資料を検索できます。（　　　　　　　　 ）

研究開発テーマ

 「わかりやすいTOC実践教室（DVD）全2巻」
T O C の理論をわかりやすく紐解きながら、どのよう
に改善活動に取り組めばよいのかを具体的に解説し
ています。特に、成功事例を通して、どういった障害
が出てくるのか、いかにして問題解決すべきかを視
聴しながら疑似体験でき、実際の改善活動に取り組
む時の重要なヒントが得られます。是非、ご活用く
ださい。

※開催日の1週間前までにお申し込みください。


