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02 巻頭特集

部品製造に向け9社が参画

航空機産業への参入目指し
県内企業が
一つのチームに 松本機械工業（金沢市）が製作したロータリーテーブル

の試作品。航空機部品を加工する工作機械用に用途を
見込んでいる。関連情報は巻頭特集をご覧ください。

【表紙撮影／黒川博司】
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　7月12日、石川県地場産業振興
センターでJAPANブランド育成支
援事業のキックオフミーティングが
開催された。この事業は、複数の中
小企業が連携して世界に通用するブ
ランド力の確立を目指す取り組みを、
経済産業省が後押しするもの。その
一つとして、ISICO が申請した「石
川県内航空機部品モノづくり中小企
業の海外展開支援プロジェクト」が
採択されたのだ。当日は、県内企
業 9 社のほか、航空機メーカーと取
引実績を持つ大手装備品メーカーな
どが参加。今後の戦略について検
討するとともに、受注に向けて結束
を固めた。

　このプロジェクトでは今秋、台湾の
航空機部品サプライヤーや東京国際
航空宇宙産業展を視察、調査するほ
か、来年2月にシンガポールで開催
される国際航空宇宙展に出展し、受
注開拓を目指す。その後も、来年7
月にファンボロー（イギリス）で開かれ
る国際航空宇宙展への出展などを計
画。参画企業は、受注に必要となる
認証を取得するほか、航空機部品で
使われる超高抗張力鋼を使った試作・
開発を進める。
　これに先駆けて、今年 6月にはパ
リで開かれた世界最大の国際航空宇
宙展「パリ・エアショー」に、今回の
プロジェクトに参画する県内企業のう
ち7 社が石川県鉄工機電協会の支
援を得て出展。加工サンプルを持ち
込んで技術力をアピールし、7日間で
150 件以上の商談を行うなど、新たな
ネットワークづくりに奔走した。

　プロジェクトの萌芽は、20年以上
前に石川県中小企業振興協会（平成
15年にISICOに統合）が県内企業と
の取引を要請するため、関西の大手

石川県内の中小企業で、航空機産業への参入を目指す動きが本
格化している。航空機産業は、将来大きな成長が見込まれる魅
力的な市場だが、高度な技術や厳格な品質管理を求められるな
ど、参入へのハードルも高い。こうしたハードルを乗り越えるため、
ISICOでは、単独ではなく中小企業が一つのチームとなって新
規受注を狙う取り組みを支援している。今回の特集では、航空
機産業に照準を合わせた挑戦についてクローズアップする。

巻頭特集

航
空
機
産
業
へ
の
参
入
目
指
し

県
内
企
業
が
一
つ
の
チ
ー
ム
に

部
品
製
造
に
向
け
9
社
が
参
画

参 企 ひか こ画 業 とら と
　県内中小企業と連携して、航空機部品の一貫共同受注を目指します。熱
処理は最重要工程の一つです。温度や真空度、冷却速度をより厳密に維持
し、従来以上の品質水準を実現するため、炉を改造し、8 月から試作をスター
トしました。「JISQ9100」の取得に続き、来春までには「Nadcap」の取得を
予定しています。航空機産業に参入することで得られる品質管理、設備管理
のノウハウを他の仕事にも生かしたいですね。
　自分たちの手がけた部品が航空機に搭載されるとあって、社員のモチベー
ションも上がっています。「パリ・エアショー」でも多くの企業が関心を示して
くれました。技術立国・日本の威信にかけて、このプロジェクトを成功させます。

Flying
To
The Future
深田熱処理工業（株）

代表取締役社長
深田 健氏

小松市

パリの展示会に出展
商機をうかがう

平成 20 年から研究会
次世代ファンドも後押し

「パリ・エアショー」での出展ブース。参加企業各社は自社の
技術を売り込もうと他社のブースを飛び回った
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装備品メーカーと折衝したことである。
この取り組みが実って、平成2年には
鋳造や切削加工を手がける県内企業
への発注がスタート。その後もISICO
が主催する受注開拓懇談会に大手装
備品メーカーを招くなど、ビジネスチャ
ンスの創出に力を入れてきた。
　平成 20 年には、ISICOが航空機
や自動車、産業用ロボットなど、将
来有望な事業分野への進出を後押し
するために「E

エ ム

Mプロジェクト研究会」
を発足。今回のプロジェクトの参加
企業を含む20 数社が、セミナーや
勉強会、展示会や先進企業の視察な
どに取り組んできた。
　平成 22 年には県とISICOが航空
機分野と炭素繊維分野を集中支援す
る「いしかわ次世代産業創造ファンド」
を創設。助成制度を活用して、高林
製作所グループ3 社が航空機用油圧
アクチュエータ（制御用の駆動装置）
の一貫共同受注に向けた試作、研究
開発を進めているほか、フィッテング
久世グループ 2社が航空機用大径薄
肉チタン管の曲げ加工について技術
開発を進めている。日本の企業は技
術力に優れているが海外に比べてコ

ストも高く、その
ため、日本製の航
空機「MRJ」でも
部品の 70％は海
外製が占めるとも
言われている。地
域の企業が連携し
て一貫生産するこ
とで、納期の短縮
やコストの削減を
図るのが目的だ。

　ところで、航空機産業への参入を
目指す動きが活発化する理由とは何
だろうか。
　一つは、航空機部品の裾野の広さ
だろう。航空機で使われる部品点数
は約300万点と、自動車の部品点数
の約100倍であり、さまざまな技術や
設備が必要とされる。それだけに独自
の技術力を持った中小企業ならば商
機を見いだすことも可能というわけだ。
　加えて、新興国市場での旅客・貨
物量の増大などを背景に、航空機
の需要は世界的に増加傾向にある。
日本航空機開発協会によれば、世
界の航空機の機体数は平成 22年の
約1万 8千機から20 年後には約 3
万 8千機に増える見込みである。中
でも、座席数 120 〜169 席の中型
機のニーズが大きく伸びる見込みで、
今回のプロジェクトもここにターゲッ
トを絞っている。
　また、企業にとっては、新たな事
業の柱となるだけでなく、技術的な

波及効果を見込めることもメリット
だ。航空機産業では、最先端の技
術と極めて高い品質管理が要求され
るため、技術の開発や高度化が促
進され、その成果が自社の他の事
業領域にも波及する。航空機部品の
納入実績は、対外的にも確かな技
術力の証となる。

　航空機産業への参入ハードルの
一つは、厳しい認証システムの取得
だが、ISICOは専門家派遣制度で
中小企業をバックアップしている。こ
の制度を活用して、これまで 5 社が
航空宇宙分野の品質マネジメントシ
ステム「JISQ9100」を取得。今年度
中には新たに 5 社がこの認証を取得
する見込みだ。また、熱処理やめっ
きなどの表面処理、非破壊検査と
いった特殊工程を担当する企業は、
国際規格「Nadcap」の取得に向けて
活動を続けている。
　プロジェクトでは、来年 2月のシ
ンガポール国際航空宇宙展に、参
加企業による製品ユニットを出品す
る予定で、来年度中には国内向け
の航空機部品の供給を開始し、再
来年以降、この実績を足がかりに
海外メーカーからの受注を取り込む
計画だ。
　ISICOでは今後、県内企業に加
えて、航空機装備品メーカーと取引
実績のある関西や関東の中小企業
群、商社などとも連携し、安定的な
受注体制の構築を支援する。

関西や関東の
企業とも広域連携

航空機の需要は
20 年で約 2 倍に

　工作機械に取り付けて、加工物を固定し、位置決めまたは連続加工する
ためのロータリーテーブルを製造・販売しています。航空機部品を加工する
工作機械用に、すでに 3 種類のロータリーテーブルを試作し、「パリ・エア
ショー」でも何件か引き合いがあり、手応えを感じました。8 月後半から営業
活動を本格化させます。
　高剛性と高速応答性の両立が求められ、技術的にも難しいのですが、そ
こにあえて挑戦するのが当社のモットーです。今回のプロジェクトを通して、
実際に機械加工を手がける企業に製品を利用してもらい、そこで得られた情
報を今後の開発に生かしたいと考えています。

難しい道に
あえて挑戦

松本機械工業（株）

代表取締役社長
松本 要氏

金沢市

図るのが目的だ。

航空機部品の受注に向け、県内企
業が参加した JAPAN ブランド育成
支援事業のキックオフミーティング

航空機部品の受注に向け、県内企
業が参加した JAPAN ブランド育成
支援事業のキックオフミーティング
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■ 代 表 者  松平 寛夫
■ 設　　 立　平成23年1月

レインボーキャンドル合同会社
■ 事業内容　レインボーキャンドルの企画、
　 　　　　　 開発、製造、販売
● http://rainbowcandle.com

金沢市桂町イ37-1（（株）松平製作所内）　TEL.076-267-1710

　「レインボーキャンドル」はその
名の通り、幻想的な虹色の炎を
ともす不思議な商品である。燃え
ている炎の色は従来のろうそくと
はまったく違い、上から順に緑、
黄、赤、紫に輝く。
　一見するとろうそくのようだが、
その仕組みはまったく異なり、レ
インボーキャンドルが燃やして
いるのは金属化合物と燃焼物質
を混ぜ合わせた固形燃料である。
金属には銅ならば緑、リチウムな

らば赤といった具合に燃
えて気化したときに特定
の色を発する性質があり、
これは炎色反応と呼ばれ
る。レインボーキャンドル
は、この炎色反応を利用
して鮮やかな虹色を発光
させているというわけだ。
　商品ラインアップは、
燃焼時間によって4分用、
15 分 用、30 分 用、60
分用の4タイプで、主に
結婚式の披露宴や各種
イベントで活用されてい
る。価格は4分用が630
円で、それ以外は専用の
燭
しょく

台
だい

や固形燃料をセッ

ト販売しており、15分用16,800
円、30 分用 25,200 円、60 分
用35,700円（すべて税込み）と
なっている。

　商品を開発したのは、松平製
作所（金沢市）の松平寛夫社長
である。同社は繊維機械部品な
どの製造を手がける社員6名の
小さな町工場だ。松平社長は大
の発明好きで、高枝切りバサミ
を改良して、高い場所に殺虫剤
を噴霧するための機器を考案す
るなど、仕事と並行して、日夜、
創意工夫に励んでいる。
　そんな松平社長がレインボー
キャンドルの開発に取り組んだ
のは、およそ10年前にさかのぼ
る。福井県出身で酒井理化学研

虹色の炎が燃えるキャンドル
異業種との連携で販路開拓

15 分燃焼タイプ。専用の燭台の中にセットさ
れた 2 本の固形燃料が、バネ仕掛けで徐々に、
上に押し出される仕組みだ

金属の炎色反応を利用
1本で複数の色を発光

ヒントは偶然から
町工場の技術を活用

「失敗は、あくまでも成功のステップ」。
そう信じて挫折を乗り越えてきた松平社長

金沢市内にある小さな町工場
が開発した「レインボーキャン
ドル」は、火を付けると虹色
の炎がゆらめく画期的な商品
である。10 年の歳月をかけて
開発した自信作だったが、思っ
たように販路開拓が進まな
かったため、販売面でのパー
トナーを求めて、WEB 制作
等の専門家に協力を要請。ア
イデアをビジネスとして軌道
に乗せるため、ものづくりの
プロと販売のプロがスクラム
を組んで、奮闘を続けている。
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究所を主宰する酒井弥氏の勉強
会に参加した松平社長は、ここ
で炎色反応について学び、その
後、キャンドルとしての応用を模
索。元 は々、緑、黄、赤、紫の
各色を単色で発光する固形燃料
として開発したが、失敗作をまと
めて火に投げ込んだところ、きれ
いな虹色の炎が現れ、これをヒ
ントに現在の商品を完成させた。
　商品化にあたっては、約50
年にわたって、ものづくりに取り
組んできた経験と実力が大いに
役立っている。
　例えば、レインボーキャンドル
の本体である固形燃料は、粉末
状の金属化合物と燃焼物質をプ
レス機で押し固めて、ろうそく形
に成型している。
　自作したステンレス製の「燃焼
制御リング」もその一つだ。炎
色反応には温度が高くなるほ
ど、きれいに色を発する性質があ
り、このリングをレインボーキャ
ンドルに装着して燃やすことで上

昇気流を生み出し、先端部分を
高温に保っている。また、レイン
ボーキャンドルを単体で燃やすと、
一度に全体が燃焼してしまうため
に短い時間で燃え尽きてしまう
が、このリングを付けることで燃

焼の方向を制御し、炎の
大きさを一定に保ちなが
ら、長時間燃やすことが
可能となった。
　松平社長は「世界初の
商品が出来上がった」と
胸を張る。

　本格的な販売スタート
は一昨年のことだったが、
同社にとって自社商品の売り込
みは初めてとあって、販路は思う
ように広がらなかった。
　単独での販路開拓に限界を感
じた松平社長は昨年、販売面で
の協力者を探してさまざまな人に
声をかけた。そんな中、ビジネス
としての可能性に共感してくれた
のがWEBの制作やコンサルティ
ングを手がける県内企業だった。
　その後、それらの企業と合同
会社を設立し、一つのチームとし
て販路開拓に注力。平成22年
度には、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）を活用して、ネットショップ
を開設した。また、金沢市内の

ブライダル企画企業とも連携し、
全国の結婚式場への営業も強化
している。今年度に入って、石川
ブランド優秀新製品の銅賞に選
ばれるなど、マスコミに取り上げ
られる回数も増え、次第に販売
数も伸びてきた。
　実物を見てもらうのが一番効
果的と考え、毎週末、金沢市の
妙立寺（忍者寺）前にある土産物
店の一角で実演販売を続けてい
る松平社長は「虹色の炎を見た
お客さんが感動して、拍手をして
くれるのがうれしい」と目を輝か
せる。さらに多くの人にその感動
を届けるため、強固な協力体制
を武器に、販売力に磨きをかける。

炎色反応は金属の混合割合が少し変わるだけ
でも異なる色を放つため、その配合比は松平
社長だけが知る

特許を取得した燃焼制御リングに
よって、先端部分に熱を集めると同
時に、燃焼速度を一定に保つ

虹色の炎が華やかにゆらめくレインボーキャンドル。
写真は 4 分間燃焼するタイプ

販促の協力者を
求めて声かけ



石川県が創設した「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
認定企業にスポットを当て、地域の資源を生かした商品開発について紹介する。
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  約30種類の絵柄を
  サンプル制作

　明治時代から輪島塗の製造を手
がける相

あい

上
じょう

漆器工房では現在、輪
島塗の印鑑と印鑑ケースの開発に
取り組んでいる。
　印鑑は長さ6cmの円筒形で、直径
が18mm、15mm、13.5mmの3タイプ。
印鑑の素材として一般的なツゲ材を
使い、壊れやすい部分に布を貼る布
着せを施したり、珪藻土を焼いて粉
にした地

じ

の粉
こ

と漆を混ぜて下地を塗
るなど、輪島塗特有の技法によって
製造されている。もちろん、堅牢かつ

優美な輪島塗らしく、蒔絵や沈金
を用いて、花鳥風月を題材とした
鮮やかな絵柄が描かれている。
　価格は蒔絵の種類によって異
なり、3〜15万円を想定してい
る。これまで、約30種類の絵柄
をサンプルとして制作し、既存の
顧客や百貨店等に向けて営業活
動を展開中で、すでに受注が決
まった案件もある。
　同社では、今年秋までに、実
印、銀行印、認印を3本セットで
収めるための輪島塗の印鑑ケー
スやパンフレット等の販促ツール
を完成させ、本格販売をスタート
させる計画だ。

  「ちりかけ技法」で
  油分の侵入を防ぐ

　「輪島塗の印鑑を作ってほし
いとの要望は以前からありまし
たが、ずっと断り続けていたんで

す」。そう話すのは4代目の相上義
澄氏である。家具や食器などさま
ざまな商品ラインアップがある輪島
塗だが、産地では「印鑑には適さな
い」と古くから言われ、製造する業
者は皆無だった。
　というのも、輪島塗は木地の表
面を漆で覆うことで、水や油の浸透
を防ぐのだが、印鑑の場合、どうし
ても印面の木地がむきだしになっ
てしまうため、ここから朱肉に含ま
れる油分がしみ込み、漆を劣化、剥
離させてしまうからである。
　そうは言っても輪島塗の売り上げ
は減少傾向にある。「ニーズがあるな

らば、何とかして作りたい」と考えた
相上氏は「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）」
の助成制度を活用して、試作に乗り出
した。その結果、たどり着いたのが、
輪島塗の伝統技術の一つで、器の縁
などに漆で凹凸を付ける「ちりかけ技
法」の応用である。印鑑の縁に近づく
ほど漆の厚みを薄く仕上げることで、
漆が朱肉に接する部分を最小限に抑
え、油分の侵入を防ぐ。布着せの際
も、極力薄い布を貼るよう工夫した。
　相上氏は「印鑑は実用的で、高い
ニーズが見込める」と語り、「全国の
消費者はもちろん、まずは輪島の人
に自分用や贈答用として使ってほし
い」と期待を寄せている。

（株）相上漆器工房
輪島市中段町長口37-6
TEL. 0768-22-0932
■ 代 表 者 相上 俊久
■ 創 業 明治27年
■ 資 本 金 1,000万円
■ 従業員数 5名
■ 業務内容 輪島塗の製造、販売

輪島塗の印鑑。手前は伝統的な蒔絵を施したセット商品
のサンプルで左から順に実印、銀行印、認印。奥の蒔絵は
現代的な雰囲気だ

上塗りを終えた印鑑に蒔絵を施す3代目の相上
俊久代表

消費者のニーズに応えて
輪島塗で初の印鑑づくり
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九谷焼のボールマーカーが
ゴルフ愛好者に好評
  6名の作家が
  181種類の絵柄を考案

　マリブデザインファクトリーが企
画、開発した九谷焼のボールマー
カー「彩

さいが

華」の売れ行きが好調だ。
これは、ゴルフでボールのあった位
置の目印として使うもの。昨年3月
から、高島屋や伊勢丹、三越といっ
た首都圏の大手百貨店などで販売
しており、今年2月までにおよそ600
個を販売している。
　彩華は直径26.5mmの円形の生

地に、作家が一つずつ丁寧に絵付
けを施し、焼き上げたもの。制作に
は5名の九谷焼作家の協力を得て
おり、九谷五彩を使って花鳥風月を
描いた伝統的な絵柄をはじめ、バ
ラや十字架をモチーフにした現代
的なタッチの絵柄など、個性が光る
175種類がラインアップされている。
このほか加賀蒔絵職人の手による
漆器製マーカーが6種類ある。
　裏側には高品質のネオジム磁石
が埋め込まれており、プレー中は帽
子のつばなどに装着したクリップ
に付けて持ち運べるようになってい
る。金具やパッケージもメード・イン・
石川にこだわって、製造した。

  実用性に優れた
  商品開発が大切

　「デザインの力で産地を元気にし
たい」。そう考えて、これまでも九谷
焼の照明器具などを商品化してき
た藤田愛二代表が彩華の開発をス
タートしたのは2年前のことだ。若
い女性ゴルファーの間で、マーカー
をクリスタル・ガラスなどで飾り付け

て楽しむ「デコ盛り」が流行してい
る　　。そんな情報をテレビで目に
した藤田代表は、「九谷焼でもいけ
る」と考え、作家に制作を依頼した。
　ボールマーカーと言えば、スポー
ツブランドやキャラクターものが
主流を占めるが、藤田代表は「大人
が使いたくなる上品なものに仕上
がった」と自信を見せる。その言葉
通り、彩華は主に贈答用として人気
を集めており、女子プロゴルファー
の中にも愛用者がいる。
　藤田代表はスポーツ分野にとど
まらず、ファッションやステーショナ
リーの分野でも九谷焼を活用した
商品開発に力を入れる方針で、す
でに帯留めやペン立てを商品化し
た。このうちペン立ては、かつて風
鎮として使われていた九谷焼の意
匠をアレンジしたもので、東京ミッド
ダウンで限定販売したところ、すぐ
に売り切れたという。
　藤田代表は「伝統工芸と言って
も、もともとは道具であり、実用性を
高めることが大事」と話し、現代の
ニーズに合わせた商品を考案する
ことで、商機の拡大を目指す。

マリブデザイン
ファクトリー
小松市木場町イ-150-2
TEL. 050-1049-8261
■ 代 表 者 藤田 愛二
■ 創 業 平成12年5月
■ 従業員数 5名
■ 業務内容 商品の企画・開発、プロダクト
　　　　　　  デザイン、��制作など
● http://www.mdf-jp.com/

九谷焼のゴルフボールマーカー「彩華」は全181種類。平成22年度に石川ブランド優秀新製品に選ばれた

地域に役立つデザインを目指す藤田代表。写真の
ように、「彩華」はジャケットの襟にブローチ感覚で
付けることもできる

写真右はマーカーとステンレ
ス製クリップのセットで8,160
円。左はレザー製クリップとの
セットで12,600円だが、写真の
青粒マーカーの場合は18,900
円（すべて税込み）。マーカー単
体では販売していない
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  精神の安定や
  血圧降下の作用も

　根上農業協同組合（JA根上）
は地元企業などと連携して、ギャ
バ米を使った米粉うどんと米粉
パンを開発した。ギャバは正式
には「ガンマ-アミノ酪酸」と呼ば
れるアミノ酸の一種で、1日に
30mgを摂取すると、精神を安定
させたり、血圧を下げるといった
作用があると言われている。
　ギャバ入り米粉うどんは今年4
月から1袋200g入り（78円・税込み）の
ゆで麺として、地元のスーパーや石川
県内のAコープなど20店舗以上で販
売しており、適度なコシともちもちとし
た歯ごたえが人気だ。原料の25％が
米粉で、1袋に20mgのギャバが含ま
れている。製造にあたっては能美市
の広見製麺に協力を依頼した。
　ギャバ入り米粉パンは原料の
80％に米粉を使っており、やわらか
く弾力のある食感が特徴だ。能美
市内の手作りパン工房SUNAOと
パン工房ヴィーブルに製造を委託
し、今年7月から、能美市根上地区
にある6カ所の市立保育園で土曜
日のおやつとして提供されている。
　JA根上では、これまでも地元産
の米の消費拡大を図るため、米粉

を使ったうどんやパンを開発してき
たが、健康志向の高まりに注目し、
平成20年度から「いしかわ産業化
資源活用推進ファンド（活性化ファ
ンド）」を活用してギャバ米を使った
商品開発を進めてきた。

  コシを出すために
  配合を工夫

　米粉の原料となっているのは能
美市で栽培された「ゆめみづほ」で、
収穫後にギャバ生成装置によって
胚芽にあるギャバを胚乳へと移行
させた後、精米し、気流式粉砕機に
かけて細かな粉末状にしている。
　苦労したのは米粉うどんの製造
だ。小麦粉に米粉を混ぜてうどんを
作ると、コシが弱くなり、ボソボソと
した食感になるという難点がある。
そのため、広見製麺の広見多介央
代表は何度も試作を重ねた末に、ほ
どよい食感を実現する独自の配合
を見つけ出した。開発には、石川県
農業総合研究センターの三輪章志
主任研究員もアドバイスした。JA根
上の吉岡康廣総務部長によれば、

ギャバ入り米粉を使ったゆで麺は日
本初で、「栄養たっぷりで、おいしい
麺に仕上がった」と笑顔を見せる。
　米粉うどんは1ヵ月に1,000食の
販売を見込んでおり、吉岡部長は
「米の消費拡大と地産地消の推進に
つなげたい。子どもからお年寄りま
で多くの人に食べてほしい」と期待
を寄せている。

根上農業協同組合
能美市大成町リ40
TEL. 0761-55-1100
■ 代 表 者 又村 一夫
■ 設 立 昭和47年4月
■ 出 資 金 5億3,200万円
■ 従業員数 55名
■ 業務内容 営農販売事業、貯金・融資事業、
　　　　　　  共済事業、購買事業など
● http://www.is-ja.jp/neagari/

ギャバの入った米粉で
うどんやパンを商品化

米の消費拡大に向けて商品開発に取り組んだJA
根上の吉岡部長（写真右）と広見製麺の広見代表

保育所のおやつとして提供されている米粉パン。
手前はギャバ入りの米粉

ギャバの入った米粉うどん。7月にAコープ
8店舗で開いた店頭試食会は好評で、商品は
あっという間に売り切れた

ギャバの入った米粉うどん。7月にAコープ
8店舗で開いた店頭試食会は好評で、商品は
あっという間に売り切れた
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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.omisebatake-isico.com/katudou/koubo.html

　栄光プリントが運営する「あい
さつ状ON LI N E STOR E」の
業績が好調だ。その名の通り、各
種あいさつ状の印刷を専門に手
がけるネットショップで、今年は昨
年に比べ1.5 〜 2倍の売り上げを
見込んでいる。
　ショップの魅力は分かりやすさ
と豊富な文例だ。トップページには

「転勤」「転職」など、利用者が知ら
せたい内容を大きなボタンで表示。
次の階層には、例えば「転勤」なら
ば「初心にかえり決意」「初めての
海外赴任」といった具合に、利用者
の置かれた状況や心情に応じた文
例を多数用意している。文例の数
はすべて合わせると150 〜 200種
類にも及ぶという。文例を選んだ後
は必要事項を入力するだけで、簡
単に注文できる。印刷は1枚から可
能、文章のアレンジも自由自在だ。
　対応の良さも好調の要因の一
つだろう。トップページには問い

合わせのための電話番号を明示
してあり、入力方法や注文内容を
確認したい利用者に、丁寧に応対
している。

　同社がネットショップをオープ
ンしたのは平成21年10月のこと
だ。出村明社長が、あいさつ状の
印刷をネットショップで手がけ、急
成長を遂げた起業家の講演を聞
いたことがきっかけだった。出村
社長は「これならば自社にある印
刷機や人材、技術で対応できる」
と考え、I S IC Oのホームページ
ドクターのアドバイスを受けなが

ら、約2カ月で開店にこぎ着けた。
短期間でバラエティに富んだ文例
を用意できたのは、40年にわた
る印刷の実績があったからだ。
　「本当に注文が来るのか半信
半疑だったが、最初に注文メール
が届いた時の喜びは今も忘れら
れない」。そう笑顔を見せるのは、
初代店長を務めた橋本絹枝工務
部次長である。リーマンショック
以降、売り上げは振るわなかった
が、首都圏から多くの需要を取り
込み、収益の新たな柱を作ること
に成功した。
　その後、起業家向けに名刺や封
筒、会社案内などをセット販売す
るサイトや、同社が力を入れる自費
出版のサイト「栄光書房」をオープ
ンさせるなど、ネットを活用したビ
ジネスを強化。近 、々各種賞状の
印刷を専門に手がける新たなネッ
トショップも開店させる。
　「ネットショップはこれまで、会
社の余力の中で取り組んできた
が、増員するなどして社内の組織
体制を整え、さらに売り上げを伸
ばしたい」と意欲を見せる出村社
長。今後はフェイスブックも活用し
て、ネットショップへの誘客を図る
考えだ。

ボタンは分かりやすく
豊富な文例を用意 既存の経営資源を

生かしてオープン

（株）栄光プリント

http://www.aisatsujou.com/

親切丁寧な対応で
顧客満足度の向上目指す
■ 所 在 地  　金沢市神宮寺3-4-17
　　　　 　TEL. 076-251-3076
■ 代 表 者  　出村 明
■ 創　　業 　昭和46年

■ 資 本 金  　 2,000万円
■ 従業員数 　 26名
■ 事業内容 　 印刷物・ホームページの企画・制作、
　　　　　　　自費出版、電子出版

［あいさつ状ONLINE	STORE	］

トップページにはニーズの高い用途を大きく表示。新たな需要を
取り込もうと7月には簡単に同窓会の案内状が作成できる「同窓
会」のボタンを付け加えた

トップページにはニーズの高い用途を大きく表示。新たな需要を

iPadを使って自社サイトをPRする出村社長
（写真右）と栄光プリントが力を注ぐ自費出版
の本を手にする橋本次長



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。
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　各種樹脂部品・アルミ部品の精密
機械加工などを手がけるユーエス・
アイテックでは、ISICOの設備貸与
制度を活用して、今年 4月にドイツ・
DMG社製のCNC5 軸マシニングセ
ンタを導入した。
　5 軸マシニングセンタは航空機部
品や自動車部品の金型など、複雑
な形状の加工に適した高性能の加
工機である。一般的なマシニングセ
ンタで指定できるX軸（横）、Y軸
（縦）、Z 軸（高さ）に加え、傾斜軸
と回転軸の指定が可能で、これに
よって滑らかな曲線も正確できれい
に削り出すことができる。
　同社では今年 4月から、この5軸
マシニングセンタを活用して大手自動
車メーカー向けに車体の寸法や形状
を検査するための立体的なゲージ（検
査器具）の製造をスタートしている。
　これまで、こうしたゲージは高価
な5面加工機で作ったり、職人が手
作りしたりしていたが、5軸マシニン
グセンタを用いることで、これらの加

工法に比べて、精度が高い上に仕上
がりも美しく、納期短縮、コストダウ
ンにもつながるという。
　今後、気温の変化によるゲージの
変形を防ぐため、工場の室温を一定
に保てるよう空調を整備するほか、3
次元測定器を導入するなど、本格生
産に備えて周辺環境を整える。

　今回の立体ゲージの受注は、同社
の提案活動が実を結んだ結果である。
同社ではオートバイ部品を製造するた
め、約5年前に1台目の5軸マシニ
ングセンタを導入しており、これを活
用して提案用のゲージを製造した。
　同社の今村一雄社長によれば、「本
来、5軸マシニングセンタを必要とす
るほどの加工ニーズは少ない」が、平
成20年のリーマン・ショックを境に大
口の受注が減少したことから、「価格
競争を強いられる量産品ではなく、製

品開発の過程で必要
となる試作モデルな
ど、難易度が高く多
品種少量生産の品
物に軸足をシフトしよ
う」と考え、ニーズの
掘り起こしを図った。
　将来の受注を目指しての提案だった
が、大手自動車メーカーの反応は上々
で、「すぐにでも製造してほしい」との
声が寄せられたことから、当初の予定
を前倒しして設備投資に踏み切った。
　「これからも積極的に提案して、
ニーズを創り出したい」と意気込む今
村社長。ホームページや商社を通じ
て、自社の設備や技術力を積極的に
情報発信しており、すでに大手音響
機器メーカーなど、これまで取引の
なかった分野の企業からも引き合い
が寄せられている。
　今村社長は「小ロットで複雑な形状
の部品製造は国内でしかできない」と
話し、そうした部品の受注に向けた取
り組みをますます強化していく考えだ。

5軸マシニングセンタを武器に
試作モデルの製造を強化

試作モデルに
軸足をシフト

滑らかな曲線を
正確に加工

試作モデルの製造を事業の柱に育てていくため、
設備投資に取り組んだ今村社長

（有） ユーエス・アイテック
■ 所 在 地  加賀市小塩辻町ヨ-6
　　　　　     TEL.0761-75-8100
■ 代 表 者  今村  一雄
■ 設 　 立  平成4年12月
■ 資 本 金  500万円
■ 従業員数　17名
■ 事業内容　開発試作・モデル加工、各種樹脂部品・

アルミ部品の精密機械加工など
● http://www.us-itec.co.jp/

5軸マシニングセンタで製造
したアルミ製ゲージ。曲面も
きれいに削り出されている

デザインも独創的なドイツ製の5軸
マシニングセンタ。応答性に優れ、
滑らかで細かな動きを可能とする



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。
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質問に答えながら
必要事項を入力

　産業用のロボットシステムなどを
製造するメカトロ・アソシエーツは、
ロボット操作の初心者でも簡単に
扱えるプラズマ切断ロボットシステム
「カットリーナ」を開発した。
　最大の特徴は、対話式のプログラ
ミング機能である。通常、産業用ロ
ボットは数字やアルファベットの配
列によってプログラミングするが、熟
練者でなければ使いづらく、習得に
時間がかかるといった問題点があ
った。「カットリーナ」はプログラミン
グ用の端末に、ロボットからの問い
かけに答えるかたちで、寸法や形、
鋼材の厚さや種類など、必要な情報
や数値を入力するだけで、切断シス
テムを稼働させることができる。
　このシステムでは、円や長方形、六
角形といったあらかじめ決められた

形状に切断するほか、溶接の
前処理として鋼材の端を斜め
に切り落とす開先切断が可
能。「カットリーナ・プラス」と
名付けられたソフトウェアを
併用すれば、2次元のCAD/
CAMデータをロボットプログ
ラム用のデータに変換してく
れるので、直線や曲線の図形
も自由自在に切断することが
できる。
　これらの製品は、今年度の
石川ブランド優秀新製品の
銅賞に選ばれた。

販売目標は年間40台
中国市場も視野に

　開発にあたっては、安川電機（北
九州市）からロボットコントローラー
の開発ソフトを提供してもらったほ
か、データの変換技術についてはエ
ーエスエーシステムズ（北九州市）の
協力を仰いだ。また、山口東京理科
大学の永田寅臣准教授がロボット
制御に必要なアルゴリズムの開発
を指導し、石川県工業試験場が試
験、評価を担当した。今回の事業で
初めて産学官連携に取り組んだ酒
井良明社長は「開発のスピードアッ
プにつながった」と笑顔を見せる。
　平成21年度に石川県の「競争力
強化技術開発支援事業」に採択さ
れ、2年がかりで開発し、今年7月
末から販売をスタート。展示会等で
の評判は上々で、同社では年間40

台の販売を目指す。来年4月には中
国江蘇省の常熟で小松鋼機（小松
市）と日本企業同士による合弁会社
を稼働する計画にしており、中国で
の販売も視野に入れている。
　「例えば切断機を生クリームの絞り
器に取り換えれば、ケーキに絵を描く
こともできる」。酒井社長はそう話し、
「今回得たノウハウを他の用途にも応
用したい」とアイデアを練っている。

 メカトロ・アソシエーツ（株）
■ 所 在 地  小松市園町ハ125
　　　　　   TEL 0761-21-6166

■ 代 表 者  酒井 良明
■ 設 　 立  平成18年10月
■ 資 本 金  2,000万円
■ 従業員数   15名
■ 事業内容　各種ロボットシステムの開発、治具の
　　　　　　  設計・製作
● http://www.mec-as.co.jp/

対話式プログラミング機
能を備えた小型端末。指
示に沿って数値等を入力
する

「初心者でもゲーム感覚で使えるようなシス
テムに仕上がった」と胸を張る酒井社長

ロボット操作に不慣れな人でも簡単に鋼材を切断できる
「カットリーナ」

初心者でも操作できる初心者でも操作できる初心者でも操作できる初心者でも操作できる初心者でも操作できる初心者でも操作できる初心者でも操作できる初心者でも操作できる初心者でも操作できる初心者でも操作できる
画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発画期的な切断ロボットを開発
初心者でも操作できる
画期的な切断ロボットを開発



　ISICOは7月8日、金沢都ホテルで「次世代
自動車関連ビジネス研究会キックオフセミ
ナー」を開催しました。セミナーは2部構成で、
県内企業から約200人が参加し、次世代自動
車が既存産業に与える影響や、新たに生まれ
てくるビジネスチャンスなどに理解を深めま
した。
　次世代自動車市場は、環境問題への意識
の高まりや大手メーカーの本格参入を背景に
今後急速に拡大が期待される市場です。研
究会では今後、「①電気関係部品」、エンジン・
モーターやボディーなどの「②自動車部品」、
自然エネルギーやスマートグリッドの活用な
どの「③電源関係装置・システム」の3つの分
科会を設け、セミナーなどを開催します。

　IS I CO（石川県産業創出支援機構）の
Facebookファンページを作成しました。機
関誌「ISICO」の取材先の情報を、発行前に少
しだけご紹介しております。興味のある方は
ぜひ「いいね！」ボタンを押してください。

　石川県と(財)石川県産業創出支援機構では、「次世代自動車関連ビジネス」
への県内企業の新規参入を支援するための産学官が連携した研究会を開催
します。当日は次世代自動車の基幹部品である蓄電池の市場・技術の最新
動向について情報提供いたします。

県内企業から約200人が参加。
関心の高さをうかがわせました

自動車業界に詳しいコンサルタントや
ジャーナリストが講演

日時
場所

◆
◆

8月31日（水）13:30〜16:00
石川県地場産業振興センター本館第2研修室
(財)石川県産業創出支援機構プロジェクト推進部
TEL . 076-267-6291お問い合わせ

次世代自動車を視野に研究会が発足
次世代自動車関連ビジネス研究会キックオフセミナー

本誌の先取り情報を交流サイトに掲載
Facebookファンページ

次世代自動車関連ビジネス研究会

電気関係部品分科会  事例紹介セミナー

※「②自動車部品」、「③電源関係装置・システム」については、9月〜10月に事例紹介セミナー
　の開催を予定しています。

イシコ・トピックス

　日中厳しい暑さが続いておりますが、
皆様いかがお過ごしですか。
　夏休みということで、海や山・行楽地へ
家族サービスに出かけられた方、気の合
う仲間とゴルフに行かれた方も多いので
はないでしょうか？
　今回はゴルフをされる方にぜひ使って
いただきたいアイテムを7ページで紹介し
ています。それは九谷焼でできたボール
マーカーで、現在181種類。九谷焼作家
が一つ一つ絵付けしている、まさにオン
リーワンの商品です。スポーツはおしゃれ

からという方には必須のアイテムだと思い
ますよ。ちなみに愛用している女子プロゴ
ルファーもいらっしゃるとのことなので、テ
レビでチェックしてみてください。
　さて、毎日暑いと冷たい麺類を食べる
機会が多くなりますよね。8ページで紹
介した「ギャバ入り米粉うどん」は、米粉
が入っているためもちもちとした食感で腹
持ちもよく、つるつるっと食べられます。
　しかも、ギャバ入りなので、血圧を下げ
る効果やイライラ防止にもなるようです。
暑いと何かとイライラしてしまうことはな
いですか？そんなことがないように、私は
たくさんギャバを摂取して毎日穏やかに
過ごしたいと思います。（藤）
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