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ISICO が主催する「石川県中小企業技術展」
は 5 月 21日から 3 日間、県産業展示館 2
号館で開かれ、中小企業の新製品や技術力
を広く紹介しました。【表紙撮影／黒川博司】
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景気回復を見据えた種まきにも力

受注・販路開拓などを強化し、
不況に立ち向かう中小企業をサポート
谷本正憲理事長インタビュー
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世界同時不況の影響によって、
業績を悪化させる企業が多い。
厳しい経済状況下で、ISICO
はどのような役割を果たしていく
のか。

　鉱工業生産指数が急激に落
ち込むとともに、有効求人倍率
が短期間で急激に悪化するなど、
本県の経済・雇用情勢は極め
て厳しい状況にある。県として

からの経営相談や販路開拓支
援に積極的に取り組む考えだ。

100 年に1度とも言われる不
況を乗り切るため、具体的には
どのような取り組みを展開する
のか。

　県やISICOでは、昨年11
月から特別相談窓口を開設して、
中小企業の経営や金融に関す

世界同時不況のあおりを受け、国内の企業には軒並み逆風が吹いており、石川県も例外ではありま
せん。ワンストップのサービスセンターとして、県内中小企業の多様なニーズにきめ細かく対応する
ISICO では今年度、不況の克服と景気回復を見据えた取り組みを後押しするため、資金繰り対策な
どの経営相談、受注・販路開拓の支援、次世代産業の創出、人材育成の支援などに力を入れています。
ISICO の新たな取り組みやその狙いについて、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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は、1日でも早く本県経済に光
が差し込むよう、「経営の安心」
「資金の安心」「雇用の安心」
といった3つの安心を確保する
ため、セーフティネットの拡充・
強化に全力を挙げている。
　こうした中、今年度はISICO
にとっても真価を問われる年で
ある。県との連携・協力のもと、
これまで培ったノウハウを最大
限に生かし、中小企業の皆さん
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る相談に対応し、資金繰りに頭
を悩ませている企業の多さを実
感した。企業にとって資金はい
わば血液であり、これが円滑に
供給されないとどんな事業も立
ち行かない。しかし、急激に
経済状況が悪化する中、民間
の金融機関だけでは十分に対
応できない現状もある。
　そこでISICOでは4月28
日に（株）日本政策金融公庫（以
下、日本公庫）と業務連携に
関する覚書を締結した。日本公
庫は政府系金融機関だが、ど
んな融資制度があるのか県内
企業には十分に知られていな
い。県内企業の相談窓口であ
るISICOが日本公庫と連携す
ることで、資金面での支援をよ
り強化できると考えている。ち
なみにISICOにとっても日本公
庫にとっても、このような協定
は初めての試みだ。

「経営悪化が深刻だが何とか再
生を図りたい」あるいは「従来
の事業だけでは見通しが暗いの
で、新分野へ進出したい」と考
えている企業も増えてきている
ようだが。

　そうした声は企業の前向きな
姿勢の表れだと考えている。厳
しい経営を強いられている企業
の再生・事業転換を支援する
ため、今年度は中小企業診断
士などの外部専門家派遣事業
を大幅に拡充した。今年度は
530回の派遣を可能としたので、

もらい、受注・販路開拓の支
援体制を強化した。
　「緊急販路開拓推進室」で
は、発注元企業を訪問して県
内企業のコア技術や得意とする
加工内容をPRし、一件でも
二件でも受注獲得につなげた
い。さらに例年、県外では年1
回開催してきた受注開拓懇談
会も、今年度は東京、大阪の2
カ所で開催する。
　また、国内産業は全般的に
不調だが、業種によっては好調
を持続している分野もある。昨
年度に大きな成果を挙げたトヨ
タ自動車（株）との展示・商談
会に続き、今年度も、7月中旬、
新たに三菱重工業（株）と技術
提案型の商談会を開催し、県
内企業の販路拡大を強力に後
押ししていく。県内企業の皆さ
んにもこういうチャンスを大いに
生かして成果を出していただき
たいと考えている。

昨年度創設した「いしかわ産業
化資源活用推進ファンド」の利
用状況と今年度の取り組みは。

　昨年、全国最大規模の200
億円で創設したこのファンドは、
運用益で産地の伝統的工芸品
や農林水産品、観光資源など、
地域の産業化資源を生かした
新商品開発・新ビジネス創出を
支援するものである。
　昨年は予想を上回る応募があ
り、79件を採択した。このうち
能登地区からの採択が4割近

問題解決のブレーンとして、ど
んどん利用してほしい。
　また、深刻な経営上の問題を
抱え、このままでは将来に不安
があるが、意欲を持って再生に
チャレンジする中小企業の支援
に関しては、従来より「再生支
援室」を設け、高い成果を挙
げてきた。これについても、こ
れまで以上にフットワークを軽く、
スピーディーな意思決定ができ
るように独立させ、企業再生へ
の支援体制を強化した。
　受け身ではなく、県内企業へ
直接出向いて、技術面・経営面
での課題や要望をお聞きし、解
決すべきことは即対応するなど
県内企業をしっかりサポートし
ていく。

経営の安定や業績向上のために
は、受注・販路開拓支援が欠
かせない。どのような施策があ
るのか。

　不況だけに、従来の販路が
いったん途絶えてしまって、な
かなか新しい販路が見つから
ないという企業も多い。そこで、
ISICOが持っているノウハウを
発揮して、新たな受注・販路を
開拓するための取り組みに力を
入れる。
　今年度より、新たに「緊急
販路開拓推進室」を設置した。
受注開拓アドバイザーを2名
増員して5名配置するとともに、
工業試験場からも4名の研究
員をアドバイザーとして派遣して
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くあり、また、農林水産業関係
の採択が3割を占めたことは望
外の喜びだ。
　今年度は新たに、景気悪化
の影響を受けやすい小規模企
業向けの支援メニューを創設し
た。従業員5人以下の企業が
取り組む商品開発などに対して
は、補助率を従来の2/3から
3/4に引き上げ、150万円を限
度に助成する。規模の小さな企
業でも応募しやすい環境を整え
たので、意欲ある企業はぜひ
応募してほしい。

不況とはいえ、いずれ日が差す
ことは間違いない。守るだけで
なく、意欲ある企業を積極的に
支援することも大切になってくる。

　先の見えない深刻な経済状
況の中、当面はセーフティネット
を十分に張り巡らせることに全
力を尽くさなければいけないが、
やがて訪れる景気回復を見据
えた種まき、いわば「未来への
先行投資」についても、着実か
つ果敢に取り組んでいかなけれ
ばならない。
　その一つとして、地域経済の
将来を担う産業を創出するため、
「次世代産業担当アドバイザー」
を配置した。例えば、次世代
産業として期待を集めている炭
素繊維は、鉄より強くアルミよ
り軽い新素材だが加工が難しく、

専門技術者」や「現場技能者」
の人材育成に取り組む。

利用者に対してメッセージを。

　平成11年に産声を上げた
ISICOは11年目を迎え、県内
企業の認知や信頼が高まってい
る。この間、創設当初から取り
組んできた「産学官連携による
新産業創出」や「ベンチャー支
援」に加え、「経営支援」「販
路開拓」「人材確保」など支
援内容も広がり、スタッフ数も
120名を超える規模になった。
県内企業の方々 をしっかりとサ
ポートしていくため、職員はス
キルアップに励んでいる。困っ
たことがあったら気軽に相談し
ていただきたい。

加工技術が確立できればもっと
用途が広がる。ISICOではこの
「炭素繊維」をはじめ、これか
らの時代に不可欠な「環境ビジ
ネス」、「バイオ・アグリビジネス」
に精通した専門のアドバイザー
を配置し、各分野の研究開発
を支援していく。

不況を乗り切った後、一層の
成長を目指すならば人材の確保、
育成も重要な課題だ。

　不況で仕事が減っているとは
いえ、せっかく獲得した人材を
失いたくないと考えている企業
が多い。その証拠に国の雇用
調整助成金を活用して雇用を守
ろうという企業が3月時点で県
内だけでも約1,000社あり、約
3万5,000人の雇用を維持して
いる実態がある。
　ISICOでは、人材支援アド
バイザーが県内企業からの相
談に対応するとともに、人材の
確保、育成、定着に関する専
門的なアドバイスを行う。この
ほか、今年度の新規事業として、
新入社員の早期離職防止のた
め、入社2年目以降の若手社
員の指導力向上を目的としたセ
ミナーを開催する。
　また、モノづくり産業の高度
化・活性化のため、機械・IT
産業分野で、メーカーの高度化
するニーズに対応できる「高度
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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

S e r i e s
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  文字盤はどれも
  世界にただ一つ

　加賀市に在住する九谷焼作家で
組織する加賀九谷陶磁器協同組合
では、昨春に発売して好評だった
九谷焼腕時計の第2弾を制作する
ため、準備を進めている。
　この腕時計は、直径35ミリの文
字盤に、九谷焼の技術を駆使して
色絵を付けたもの。一人ひとりの
作家が工夫を凝らした繊細な文
様が表現され、どれも一品ものと
なっている。
　昨年4月に発売された第1弾で
は、組合員33名が参加し、合計100
個を限定生産。価格は10万円か
ら25万円で、加賀市の高間時計店
とインターネットで注文を受け、
70個を販売した。
　さらに商品開発と販路開拓を進
めようと、昨年12月には「地域産業
資源活用事業」として認定を受け
た。現在、新商品の開発に生かす
ため、購入者に対して、デザインや

機能についてのアンケートを実施
している。これらの意見を参考に
今年6月中には方針をまとめ、その
後、限定50個の予定で制作に取り
かかる計画だ。

  作り手が主導し、
  石川発のものづくり

　同組合が「身に着ける九谷焼」を
テーマに腕時計の開発に乗り出し
たのは平成19年のことだ。時計の
デザインは加賀市在住の工業デザ
イナーに依頼。販売・メンテナンス
については地元時計店の協力を仰
ぎ、時を刻むムーブメントについて
は国内メーカーに発注した。試作
にあたっては県の助成も得た。
　組合としてもっとも苦労したの
は文字盤作りだった。文字盤の厚
さはわずか0.8ミリ。精密機器だけ
に、わずかなゆがみも許されない。
県工業試験場などに相談し、九谷焼
に使用する陶石と酸化アルミニウ
ムを混ぜたアルミナ磁器を開発し、

ゆがまずに、十分な強度の文字盤を
実現した。
　同組合の山本孝理事長が「仕事
をもらうだけでなく、これからは
自分で仕事を作るようにしなけれ
ば」と話すように、今回の腕時計開
発は、作り手自らが主導権を握っ
て進めた石川発のものづくりプロ
ジェクトとして意義深い。
　また、山本理事長は「商品企画か
ら制作、販売に至るまでのノウハウ
を得ることができた。今後は作家
それぞれの活動に、そのノウハウを
生かしてほしい」と話しており、単
に九谷焼の用途拡大というだけで
なく、業界の人材育成という点でも
有意義な試みとなっている。

山本理事長は、腕時計開発を通して、業界の意
識改革やノウハウの蓄積、人材育成などに手ご
たえを感じている

九谷焼が腕時計の文字盤に。
好評につき第2弾を生産へ

本体は文字盤の色絵を際だたせるステンレス製。裏側に
は大聖寺藩の家紋の梅鉢、シリアル番号が記されている

加賀九谷陶磁器（協）
加賀市伊切町ワ163-1（妙泉陶房内）
TEL.0761-74-5437

■ 代 表 者 山本 孝山本  孝
■ 設 立 昭和36年昭和36年
■ 出 資 金 60万円
■ 組合員数 33名員数 33名



緑の単色だった従来のシートに比べ、自然な色合いとなった防草シート（左）

  遮光率98.7％で
  雑草をシャットアウト

　衣類用の丸編みニット生地の製
造を長年、手がけてきた八木繊維
工業。その生地製造のノウハウを衣
類以外の分野で生かしたのが、今
回、地域産業資源活用事業の認定
を受けた「環境負荷に配慮した生
分解素材による防草シートの商品
改良・開発と販路拡大」だ。
　防草シートとは、道路沿いの街路
樹の下などに雑草が生えるのを防
ぐために敷かれるもので、太陽の光
をシートでさえぎり、光合成をストッ
プすることで植物の生長を妨げる。
　同社では衣類で使用する糸の
３倍近くに当たる生分解性糸を
使い、布地に約１㎝の厚みを持
たせることで遮光率を98.7％と
した。さらに防草効果を高める
ため、木酢液をシート裏面に塗
布した。
　開発を始めたころに一般的
だった防草シートは、シート表面
で水を弾くタイプが多かった。そ

のため、シート下の土が乾燥して
しまい、街路樹などの生育に影響
することが心配されていた。生分
解性糸を使用した同社のシート
は透水性や保水性が高く、シート
下にも水が十分に行き渡る。
　また、伸縮性に富んでいるため凹
凸のある面にもなじみやすいという
特徴があるほか、色彩にも配慮し、
緑と茶色の糸をランダムに編み込む
ことで、自然な色合いを実現した。

  撤去作業いらずで
  廃棄物を出さない

　生分解性糸を使った同社の防草
シートは、約３〜5年で土に還ってい
くため、古くなったシートを撤去する
必要がなく、既存のシートで必要と
なる撤去作業の人件費などを抑えら
れる。また、石油由来の原料を使っ
ておらず、廃棄物を一切出さない点
でも環境に優しい。
　このように環境面に配慮した
結果、同社のシートは、１㎡当たり
１０００円と他社製品に比べて２〜

３倍高くなった。だが、八木秀樹社
長は「撤去費用を浮かすことができ
るので、他社のシートとトータルコス
トでは同じ」と強調する。
　同社では今後、国や地方自治体
が管理する一般道路や高速道路、
公園などへの導入を積極的に働き
かけるほか、将来的にはホームセン
ターやインターネットで販売し、個人
需要も取り込みたい考えだ。
　この事業では、原糸から染色まで
の工程で石川県内の９社と連携体
制を構築しており、八木社長は「数
年後には、当社の売り上げの半分以
上を占める柱に育て、地域振興にも
役立てたい」と意気込む。

「環境問題に対する意識が高い地方自治体や企業に、当
社の防草シートを導入してほしい」と語る八木社長

環境に優しい素材で
防草シートを開発

（株）八木繊維工業
金沢市粟崎町ほ42
TEL.076-237-5335

■ 代 表 者 八木 秀樹八木 秀樹
■ 設 立 昭和43年4月昭和43年4月
■ 資 本 金 1000万円

同社製のシートが
導入されている街
路樹の植え込み
＝金沢市田上町

■ 従業員数 7名
■ 事業内容 丸編みニット丸編みニット
 生地製造業
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  厚揚げを使った
  個性的ないなりずし

　加賀守岡屋では今年2月に（株）
山下ミツ商店（白山市）と共同申請に
よって「地域産業資源活用事業」の
認定を受け、看板商品である「守岡
さんちの焼きいなり」の新たな商品
開発と販路拡大に取り組んでいる。
　「守岡さんちの焼きいなり」は、白
山麓の伝統食品である堅豆腐を厚
揚げにして、その中にいなりずしの
ようにご飯を詰め込んだもの。国産
大豆と白山の伏流水、天然のにが
りで製造された厚揚げをはじめ、白
山市内の契約農家が低農薬で育て
た米や能登産の地鶏、地元産しょう
油など素材を厳選。大豆の旨味と
焼いた揚げの香ばしさが口いっぱ
いに広がる逸品だ。
　中身は当初の「鶏ごぼうの炊き込
みご飯」と「ちらしずし」に加え、新
たに「五穀米」や「ホタテ」を商品化。
さらにラインアップの拡充を目指し
て、山菜ご飯など地元の食材を利用
した商品開発が進められている。

  賞味期限を
  3日から半年へ

　「守岡さんちの焼きいなり」は、3
年前にいわゆる“空弁（そらべん）”と
して羽田空港でヒット。その後も、
小松空港や富山空港、金沢駅、高
速道のサービスエリアなどに販路
を拡大してきた。
　しかし、添加物や保存料を使っ
ていないため、賞味期限は製造日か
ら3日間に限定されており、思うよう
に販売網を広げられないというジレ
ンマも抱えていた。
　これを解決したのが冷凍技術の
導入だ。商品をマイナス35度で約1
時間かけて冷凍することで、賞味期
限を半年間にまでのばせるように
なったのだ。電子レンジで温めると、
厚揚げがべたついて香ばしさが損
なわれるのではとの心配もあった
が、高性能の冷凍機を導入し、焼き
たての厚揚げの風味を楽しめるまで
に品質を向上させた。
　日持ちするようになったことで、販
路は徐々に広がりつつある。今年4

月には、JALグループの食品通販カ
タログ「グルメ・ファーストクラス」に
も取り上げられ、表紙を飾った。9
月からは、期間限定ながら、首都圏
などで約360店舗を展開するファ
ミリーレストラン「ジョナサン」のメ
ニューにも採用される。
　同社の守岡伸浩社長は「海外へ
の販売も視野に入れる一方で、いず
れはネットショップや店舗を立ち上
げ、自分たちで地域の消費者に販売
したい」と構想を描いている。

焼きいなりの販路拡大と同時に、第2のヒット商品づく
りを目指す守岡社長

冷凍焼きいなりを開発して
大手ファミレスなどに採用

特製ダシに一晩つけ込み、ふっくらと焼き上げた厚揚げが香ばしい「守岡さんちの焼きいなり」

（株）加賀守岡屋
加賀市桑原町へ17-1
TEL.0761-74-1317

■ 代 表 者 守岡 伸浩守岡  伸浩
■ 設 立 平成20年8月平成20年8月
■ 資 本 金 300万円

焼きたての風味が
楽しめる冷凍焼き
いなりは8個入り
3,400円。電子レ
ンジで1分半から
2分加熱する

■ 従業員数 8名
■ 事業内容 米食炊飯、総菜製造業米食炊飯、総菜製造業

�



�

　平松産業が業績を伸ばして
きた理由は、二つの言葉に集
約される。一つは「挑戦心」で
ある。竹田社長は「常に危機
意識を持って、変化を恐れず新
しいことに挑戦し、“執念 ”を
持ってやり遂げなければ、会社
の存続は難しい」と考え、新
規事業を次 と々打ち出してきた。
もう一つは「社員の結束」であ

「社員をその気にさせるには、自分が率先して行動するし
かない」と忙しい日々を送る竹田忠彦社長

世界で唯一、同社が製造している高機能フィルム「ル
ストレ ®FGX」の断面（× 2500）。無数に見える気
孔が高い透湿・防水性を生んでいる

る。会社の進むべき道を一方
向に定め、「一致団結したプロ
フェッショナル集団」を生み出
すことに腐心してきた。
　例えば 10 年前、同社は傘布
地プリント加工で国内シェアの
90％前後を独占し、売り上げの
80％を占めていたが、中国や
台湾などにシェアを奪われ、売
り上げは急速に下降線をたどっ
た。業績回復に向けて、無地
染めやカーテンの染色などの事
業に転換を図ったが、落ち込
みに歯止めはかからなかった。
　そこで、当時は常務だった竹
田社長が８年前に立ち上げた
のが、現在、同社の主力となっ
ている高機能フィルム事業だ。
このころ国内で、性能の高い
高機能フィルムを製造し、ボン
ディング（接着）・ラミネート（布

地などにフィルムを貼る）加工
を行っていたのは１社しかな
かった。そこで、「採算性がある」
と判断し、ボンディング・ラミネー
ト工場を新設するなど、設備投
資も積極的に行い、事業の立
ち上げから１年という早さで量
産体制を築き上げた。
　同社の高機能フィルムは、分
子や粒子の大きさの違いによっ
て物質を分ける膜分離技術を
使ったフィルム。水の分子より
も汗の蒸気の分子の方が小さ
いことに着目し、汗は発散する
が水は通さない、高い透湿・
防水性を持つポリウレタン超
微多孔フィルムを開発した。世
界でも同社しか量産しておらず、
高機能フィルムの一つ「ルスト
レ®ＦＧＸ」は、トリノ五輪で
はスキー・フリースタイルの上
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村愛子選手のウエアに採用され
た。
　フィルムのボンディング、ラ
ミネート加工にけん引される形
で、プリント事業への受注も増
え、現在では、高機能フィルム
事業関連が売り上げの半分以
上を占めている。この事業の成
功により、同社の業績はＶ字回
復を果たした。

　８年あまりにわたって、会社
の屋台骨を支えてきた高機能
フィルム事業だが、最近、売り
上げの伸びに陰りが見え始め
た。そこで、同社では一昨年、
元 、々得意だったプリント事業
を強化するため、インクジェット
プリント事業に乗り出した。イ
ンクに染料でなく顔料を使用す
ることで、合繊生地をはじめと
した、あらゆる布地にプリント
できるほか、同社で一貫した後

従来の機械に比べ、CO₂排出
量、水、電気などの使用量が削減
されており、環境に優しいインク
ジェットプリント機

同社が手がける商品は、傘から介護用品までと幅広い

■ ������ 能美市浜町ヌ161-4
 TEL.0761-55-0761
■ 代表者 竹田忠彦
■ 設　立 昭和40年6月
■ 資本金 1億6000万円
■ 従業員数 136名
■ 事業内容 合繊織物染色整理加工、
 介護用品の製造販売
● http://www.hiramats.co.jp/

工程が可能なため、プリント後
の布地に撥水や防水加工を施
せる点が他社にない強みだ。
　プリント事業で培った既存
の顧客に働きかけることで、イ
ンクジェットプリント事業の売り
上げは現在、月間1000万円を
クリアしている。年内には専用
機械を２台から５台に増設する
予定で、将来的には売り上げ
を６億円規模にまで成長させ、
同社の基幹事業にしたい考え
だ。
　そして、将来への備えも怠ら
ない。10 年後を見据えた取り
組みは現在、始まっており、車
の燃料電池やライト部分に使う
内圧調整フィルムなど、繊維に
とらわれない新規事業の展開
もにらむ。

　「人は城、人は石垣、人は堀。
情けは味方、仇は敵なり」。戦
国武将・武田信玄が詠んだ和
歌を引き合いに出し、会社を支
えているのは “人”だと言う竹
田社長。「社員全員がプロフェッ
ショナルの意識を持ち、同じ方
向を向いて進んでいれば、会
社はなかなか傾かない」との考
えから、社員の結束には人一
倍、心を砕く。
　同社はこの８年間、右肩上
がりの成長を続けてきたが、世

界同時不況の荒波は少なから
ず経営に影響を及ぼし、昨年
11月からの売り上げは約 25％
減少した。それでも、大事な
社員を守るため、業績が悪化し
ても雇用を維持し、賃金と役員
報酬のカットで乗り切る構えだ。
　世界同時不況による売り上
げ減は痛手だが、悪いことだ
けではない。竹田社長は「こ
の不況は、中小零細企業にとっ
て優秀な人材を確保するチャン
スだ」と指摘する。実際、今
年に入ってから、同社の採用
面接に有名大学を卒業した人
が応募。この好機を逃さない
ため、来年の新卒者採用は６
人を予定し、会社の発展に欠
かせない人材の確保に努める
考えだ。
　同社は新たな戦力を加える
ことで、「５年後、売上高 50
億円の達成」を目標に掲げる。
100 年に１度の不況もどこ吹く
風。その実現に向け、社員一
丸となって突き進もうという活
気が社内に満ちている。



10

　今 年3月、IS ICOが開催し
た「ネットショップコンテスト石川
2008」の初代グランプリに輝い
た幸寿し。6年前、パソコンを触っ
たこともないところから始め、ネット
ショップを開設した店主の橋本公
生氏は「ネットショップを始めてい
なかったら、能登半島地震の後に
廃業していたかもしれない。55歳
になって初めて一等賞を取ること
ができ、涙が出るほどうれしい」と
受賞の喜びをかみ締める。

　幸寿しのネットショップはオープ
ンから6年間で本業を支えるまで
に急成長した。その要因は「客が
いない間は、いつもパソコンを触っ
ている。手をかければかけるだけ
結果が出るから面白い」という橋
本氏の熱心さに尽きる。実店舗の
売り上げは最盛期に比べて半減し

ているだけに、ネットショップの売
り上げは大きな収入源になってい
る。
　今年からプレゼント企画を開
始し、メールマガジンの発信回数
も増やした。今後はサイトへの動
画の導入も検討しており、「このわ
たを作っているところや、いしりを
使った料理を食べている様子を流
す」五感に訴える手法で、さらなる
売り上げ増を狙う。

　橋本氏にとってホームページは、
単なるネット販売の手段でなく、能
登を元気にする場でもある。「能登
に人を呼び込み、少しでも活気づ
いてほしい」と考え、トップページの
目立つ場所に、商品を紹介せず能
登の情報を載せているのは、そん
な気持ちの表れだ。
　そして、ネット販売して
いる、くちこやこのわた、い
しり、蒸しアワビ、香箱ガ
ニなどは、自分の目で選
び抜いた品質の確かなも
のばかりで、個人経営の
漁業関係者や加工業者
から仕入れている。「商品

が売れれば、自分がもうかるだけ
でなく、仕入れ先のおばあちゃんた
ちももうかる」ことから、地域の産
業振興の一助となればとの思いは
強く、販売にも力が入る。
　2008年、震災のつめ跡が残る
能登を舞台に、ふるさとと家族の
温かさを描いた映画「能登の花ヨ
メ」が公開された。メガホンを取っ
た白羽弥仁監督が5年前、橋本氏
のホームページのブログを訪れ、

「能登について話を聞きたいので、
店に行ってもいいですか」と書き込
みをしたことから、白羽監督と能登
との交流が始まり、ついには映画
が誕生したのだという。橋本氏は、

「ホームページを開設したことで、い
ろんな人とのつながりが生まれ、自
分の世界が広がった」と話し、今後
も奥能登の食材と情報を発信し続
けるつもりだ。

（株）能登前・幸寿し

http://www.kouzushi.com/

店の危機を救ったネットショップ
本業を支えるビジネスに急成長

完成度の高いホームページは「私が作っているとは信じてもらえないこともある
んですよ」と話す橋本公生氏

■���　　鳳珠郡穴水町大町チ37-4
　　　　　　TEL 0768-52-2114
■代表者　　橋本公生
■設立　　　平成19年8月（法人化）

動画導入で五感に訴え、
売り上げ増を

ネットから情報を発信
「能登を元気に」

ホームページは、顧客からの意見も取り入れるなど、常に進化している

橋本氏のブログはほぼ毎日更新されており、話題は地
域のニュースから仕入れたネタまでと幅広い

■資本金　　500万円
■従業員数　4名
■事業内容　寿司店、奥能登の海産物、加工品の販売
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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

　明治15年創業の山中漆器の老
舗である酢谷は今年3月、ISICO
が開催した「ネットショップコンテ
スト石川2008」で準グランプリを
獲得した。
　同社が運営するネットショップ

「漆器の喜八工房」は、黒をベース
に用いたシックで洗練されたデザ
イン。約100種類の漆器を「シーン」

「色や材質」「形」「シリーズ」「価格」
で分類し、消費者が好みの商品を
探しやすいよう工夫されている。
　伝統的な木製漆器にこだわり、
現代のライフスタイルに合うデザイ
ン性に優れた漆器づくりが同社の
真骨頂だ。とはいえ、ネットショップ
では実際に商品を手にとることは
できない。そうしたデメリットをカ
バーするため、喜八工房ではさまざ
まな角度から撮影した商品写真を
掲載するほか、実際に料理を盛り
つけた写真で使い方を提案。漆器
のある暮らしをイメージできるよう
になっている。
　ネットショップを運営する六代目

当主の酢谷喜輝氏は「まさか受賞
できるとは思わなかった」と驚きを
隠さず、これを励みに、さらに改良を
加えようと気持ちを新たにしている。

　「興味はあったが、ネットでは売
れないと思っていた」という喜輝
氏が自社サイトを立ち上げたのは
約7年前にさかのぼる。その言葉
通り、当初はショッピング機能はな
く、B to Bを意識して商品を紹介
するだけのサイトだった。
　ネットショップと
してリニューアルを
図ったのは昨年7月
のこと。経営相談
で訪れたISICOか
らホームページドク
ター広瀬誓氏（（株）
ヒロテック代表取
締役）を紹介され

たのがきっかけだった。同社では
かつて問屋への販売が9割を占め
ていたが、近年は問屋や小売店に
比べ、消費者への販売比率が増
える傾向にある。こうした現状を
踏まえ、消費者への販路拡大には
ネットショップが有効な手段と考え
を改めた。
　開設後、徐 に々だが着実に成果
は出始めている。また、ネットショッ
プが呼び水となり、結婚式の引出
物などまとまった受注につながる
ケースがあるほか、実店舗への誘
客にもつながっているという。
　「メールマガジンの発行、ギフト
用の企画やネットショップ限定商
品の開発など、まだまだやれること
は多い」と喜輝氏。「2年後に1日
100件のアクセス、月商100万円
を目指す」と目標を掲げ、ショップ
運営に一層力を入れる考えだ。

（株）酢谷

http://www.kihachi-web.com/

料理を盛りつけた写真で、
漆器のある暮らしを提案

「自分が使いたい」と思える漆器を作るため、
自ら試作を手がける喜輝氏

漆器を引き立たせ、購買意欲をそそる色づかいやデザインに高い評価が
寄せられた

■��� 加賀市山中温泉塚谷町イ323
 TEL.0761-78-0048
■代表者 酢谷 喜八
■設立 昭和53年9月

カテゴリー分けを工夫し
商品を選びやすく

実店舗への誘客や
大量受注のきっかけに

ネットショップをきっかけに実店舗に足
を運ぶ観光客や地元客も増えてきた

カレーやスイーツ、そばなどを盛りつけた写真で消費
者の想像をふくらませる

■資本金 1000万円
■従業員数 4名
■事業内容 山中漆器の製造、販売



　ホリグチは現在、TVゲームソフ
トなどを販売する「カメレオンクラ
ブ」を石川県と新潟県に6店舗、
中古本などを販売する「ブックオフ」
を石川県に2店舗、フランチャイズ
で展開している。事業拡大や業務
改善のため、ISICOの設備貸与制
度をたびたび利用して、設備の導
入、更新を図っている。
　例えば、高速 2色デジタル印刷
機もその一つだ。これは、各店舗
で購入者に配布するチラシを印刷

するためのもの。
新商品情報や高
価買取情報など
を発信するチラ
シは大量かつ頻

繁に印刷する必要があり、これを
使えば低コストでタイムリーに印刷
できるとあって重宝しているという。
簡単な操作で、見やすい2色印刷
ができるのも魅力だ。
　また、本やゲームソフトを陳列す
るための什器の導入に関しても制
度を利用したことがある。新規出
店や店舗の大型化、あるいは取り
扱う商品の多様化にあたっては新
たな什器が欠かせない。什器は店
舗のスペースや陳列方法によってセ
ミオーダーメードとなるため、時に
は数百万円と値が張る場合もある。
設備貸与制度ならば、ISICOが購
入した設備を、低利の割賦販売ま
たはリースで利用きるので、導入時
のコストを下げられるというわけだ。
　このほか、2000 年問題を前にし
て約10 年前には、制度を利用して
「カメレオンクラブ」のPOSシステ
ムを刷新した。

　全国に展開する「カメレオンクラ

ブ」のフランチャイズ1号店であり、
県内のTVゲームソフト販売で実績
のある同社だが、大手の家電量販
店やAVソフトレンタル店の参入も
あって近年は競争が激しく、堀口
登社長は次の一手を模索している。
　堀口社長は「既存の店舗網を利
用しながら、なるべく大手の扱わ
ない商材を探して売りたい」と話
し、5年前からはトレーディングカー
ドやパソコン用ゲームソフトの販売
を手がけている。
　さらに他店との差別化を図ろう
と最近では金・プラチナ製品や携
帯電話端末の買い取りもスタートさ
せるなど、一層の飛躍を目指して
新たな商機を探っている。

出店や改装時にも
制度を利用

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。

新たな商材を取り入れ
他店との差別化へ

（有）ホリグチ ■ ������ 　石川郡野々市町扇が丘8-44
　　　　　 　TEL.076-248-7703
■ 代表者　　堀口  登
■ 設　立　　昭和63年11月
■ 資本金　　4,900万円

高速2色印刷機を導入
タイムリーな情報発信に力

ゲームソフトを手始めに、次 と々新た商品の販売に
挑戦する堀口社長

■ 従業員数　13名
■ 事業内容　TVゲーム機器およびソフト、
　　　　　　　トレーディングカード、古書籍、　
　　　　　　　CD、DVD、パソコンソフトの売買
●http://www.horiguchi1988.com/

各店舗の在庫管理に便利なPOSシステムは
2000年問題への対応を機に導入

店舗展開に欠かせない什器は、陳列する商品
や配置によって形もさまざま
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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。

■���　金沢市東蚊爪町1-32
　　　　　TEL.076-238-5115
■代表者　村谷  實
■設立　昭和47年7月

（株）村谷機械製作所

　産業機械の製造を手がける村谷機械製作
所では、県工業試験場などと共同で、高出力
半導体レーザー精密溶接機を開発した。5月
に県産業展示館2号館で開催された「中小
企業技術展」でお披露目すると同時に、技術
的な優位性をアピールして、需要の掘り起こ
しを図った。
　この溶接機は半導体レーザーを使うこと
で、YAGレーザー溶接機など従来の溶接機
では難しいとされてきた厚さ0.1mm以下の
超薄板の溶接を可能とする。消費電力が大
幅に低減し、二酸化炭素の排出量を抑えられ
るのも特徴だ。

　また、レーザー
放出部に特殊な
空冷装置を搭載し
て、メンテナンス
の手間を軽減す
ると同時に、耐久
性を向上させた。

　これまでの溶接機では、オーバーヒートを
防ぐために純水を使った水冷装置を必要と
した。しかし、装置内部で水詰まりをおこし
て故障しやすい上、設備が大型化、複雑化し、
コストがかさむ難点があった。
　新製品は純水の製造装置や水冷装置が不
要なため、価格も従来品の1/3〜1/5程度

に抑えられるという。
　同社の村谷實社長は「電
子部品や医療器具など、
極薄の素材で作る製品の溶
接に強みを発揮する」と話し、年間4
億円の売り上げを見込んでいる。

　同社が、半導体レーザー溶接技術の実用化
を目指す県工業試験場から共同開発の打診
を受けたのは約2年前のことだった。半導体
レーザー溶接技術については、県工業試験場
と大阪大学が開発。村谷機械製作所は、これ
まで培ってきた機械制御の技術を発揮して、
全6軸の位置決め機構、レーザー出力の制御
プログラムなどを搭載した実用的なシステム
としてまとめあげた。このほか、久世ベローズ
（津幡町）、堀場製作所（京都府）が評価試験を
担当。昨年12月にはISICOの産学・産業間
連携研究開発事業に採択された。
　販売はこれから本格化させる予
定で、村谷社長は「例えば、プレス
加工で作ると割高になってしまう小
ロット製品を溶接して作ればコスト
ダウンにつながる。ステンレスとア
ルミなど異なる素材を接合するの
も得意」と話し、既存の技術や素材
の置き換えを提案して販路を開拓
する考えだ。

溶接機のレーザー放出部。空冷ユ
ニットを組み込んだ2本のアーム
からレーザーを照射する

0.1mmの超薄板を接合する
半導体レーザー溶接機を開発

空冷装置を搭載しメンテナンス不要に

小ロット生産や異素材の溶接にも便利

「産学官連携による製品開発は
中小企業が単独で取り組むより
スピーディーで、新たな技術や
ノウハウの蓄積につながる」と
話す村谷社長

■資本金　5000万円
■従業員数　70名
■事業内容　産業機械、工作機械の製造、販売
●http://www.muratani.co.jp/

水冷装置を使わず
に小型化した高出
力半導体レーザー
精密溶接機
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総務企画課 � 076-267-1239

新任役員紹介

平成21年度　ISICO組織体制紹介

受注・販路開拓の支援を充実するために、「緊急販路開拓推進室」を設置！
資金面でのスピーディーな支援を行うため、「再生支援室」を独立！

　●�組織の管理と事業の総合調整

　総務企画部

　●�中小企業の情報化の推進
　●�産業人材の確保・育成支援

　産業振興部

IT・コンテンツ産業の振興、企業の情報化のた
め、IT経営塾や新情報書府事業を実施していま
す。
また、4千本超のDVD・ビデオの無料貸し出し
や、ネットショップの訓練の場として「お店ばた
け」（約60店出店）の運営も行っています。

産業情報課 � 076-267-1001

社員の採用や定着に関する相談に人材アドバイ
ザーが対応します。
また、産業大学技術講座や採用・育成支援講座を
実施すると共に、ジョブカフェ石川等と連携し、
産業人材育成施策の各種事業を行っています。

人材支援課 � 076-267-1145

　●�受注開拓支援、販路開拓支援

　緊急販路開拓推進室

県内中小企業の加工組み立て技術・製品開発技術
を、県外大手企業へ紹介・斡旋し、新規受注の拡
大を図ります。
今年度は２回（東京・大阪）の受注懇談会を開催
します。

受注開拓課 � 076-267-1140

地域資源を活用した新製品や石川ブランド認定新
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。

販路開拓課 � 076-267-1140

県内中小企業の首都圏進出を後押しするため、東京都千代
田区麹町に貸しオフィス12室（月額84,000円）を設置し
ています。

石川県ビジネスサポートセンター

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

　経営支援部

中小企業診断士などの専門家を派遣し、具体的・
実践的なアドバイスを行っています（平成20年度
は138社の企業が各種専門家派遣制度を活用され
ました）。

経営支援課 � 076-267-1244

ベンチャー企業やSOHO事業者、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。

新事業支援課 � 076-267-1244

インターネット環境を整備したSOHO事業者の交流拠点等
を産業振興ゾーン内に開設しています。

SOHOプラザクリエーションオフィス

経営基盤強化のための設備投資についてアドバイ
スと金融支援を行っています。
金融支援では、設備代金の1/2を無利子で融資す
る「設備資金貸付制度」や、ISICOで設備を購入
し、割賦やリースで返済していただく「設備貸与
制度」があります。

設備資金課 � 076-267-1174

　●�中小企業の事業再生の支援

　再生支援室

� 076-267-1189
中小企業の再生計画策定では、弁護士や公認会計
士、中小企業診断士などで結成した支援チームが指
導助言を行っており、これまでの再生計画策定支援
件数は全国でもトップクラスの実績があります。

　●�産学官・産業間連携の推進
　●�共同研究による技術開発支援

　プロジェクト推進部

先進的研究に取り組む筑波研究学園都市内の各研
究機関とのマッチングを行っています。
また特許全般の相談への対応や、知的財産の戦略
的な活用をめざす企業への専門家派遣を行ってい
ます。

研究交流課 � 076-267-6291

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。

技術開発支援課 � 076-267-6291

　●�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

　サイエンスパークオフィス

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
施設を備えています。
また、北陸先端科学技術大学院大学やサイエンス
パーク内の施設利用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。

石川ハイテク交流センター � 0761-51-0106

新製品の研究開発など、創造的なビジネスを進め
る企業が、ローコストで利用できる独立型の賃貸
スペースです。

いしかわフロンティアラボ � 0761-51-0122

ベンチャー企業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、シャ
ワールーム、仮眠室なども整備しています。

いしかわクリエイトラボ � 0761-51-0122

　●�産業化資源を活用した新事業創出支援
　●�地域振興プロジェクト支援

　地域振興部

農林水産品や観光資源、伝統工芸品などの地域資
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。また、企業の農業参入や農商工連
携、医商工連携による新産業創出を促進します。

産業化資源活用推進課 � 076-267-5551

能登半島地震で甚大な被害を受けた中小企業等が
復興振興に向けて大きく前進するように、地場産
業の再生、商店街の復興、個別企業の復興をはじ
め、販路開拓などの支援を実施しています。

企業復興支援室 � 076-267-5551

能登半島地震による中小企業等の復興支援の拠点
として、県奥能登総合事務所（能登空港ターミナ
ルビル4階）に「能登サテライト」を設置して2
年目。復興から振興を合言葉に専任アドバイザー
のほか、今年度から新たに銀行からコーディネー
ターを配し、復興支援事業や活性化ファンド事業
の情報提供・相談・フォローアップまで、きめ細
かく対応します。

能登サテライト � 0768-26-2333

企業の方々をしっ
かりサポートする
ため、精一杯がん
ばります。

専務理事
森山 直喜

ISICO   ORGANIZATION
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総務企画課 � 076-267-1239

新任役員紹介

平成21年度　ISICO組織体制紹介

受注・販路開拓の支援を充実するために、「緊急販路開拓推進室」を設置！
資金面でのスピーディーな支援を行うため、「再生支援室」を独立！

　●�組織の管理と事業の総合調整

　総務企画部

　●�中小企業の情報化の推進
　●�産業人材の確保・育成支援

　産業振興部

IT・コンテンツ産業の振興、企業の情報化のた
め、IT経営塾や新情報書府事業を実施していま
す。
また、4千本超のDVD・ビデオの無料貸し出し
や、ネットショップの訓練の場として「お店ばた
け」（約60店出店）の運営も行っています。

産業情報課 � 076-267-1001

社員の採用や定着に関する相談に人材アドバイ
ザーが対応します。
また、産業大学技術講座や採用・育成支援講座を
実施すると共に、ジョブカフェ石川等と連携し、
産業人材育成施策の各種事業を行っています。

人材支援課 � 076-267-1145

　●�受注開拓支援、販路開拓支援

　緊急販路開拓推進室

県内中小企業の加工組み立て技術・製品開発技術
を、県外大手企業へ紹介・斡旋し、新規受注の拡
大を図ります。
今年度は２回（東京・大阪）の受注懇談会を開催
します。

受注開拓課 � 076-267-1140

地域資源を活用した新製品や石川ブランド認定新
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。

販路開拓課 � 076-267-1140

県内中小企業の首都圏進出を後押しするため、東京都千代
田区麹町に貸しオフィス12室（月額84,000円）を設置し
ています。

石川県ビジネスサポートセンター

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

　経営支援部

中小企業診断士などの専門家を派遣し、具体的・
実践的なアドバイスを行っています（平成20年度
は138社の企業が各種専門家派遣制度を活用され
ました）。

経営支援課 � 076-267-1244

ベンチャー企業やSOHO事業者、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。

新事業支援課 � 076-267-1244

インターネット環境を整備したSOHO事業者の交流拠点等
を産業振興ゾーン内に開設しています。

SOHOプラザクリエーションオフィス

経営基盤強化のための設備投資についてアドバイ
スと金融支援を行っています。
金融支援では、設備代金の1/2を無利子で融資す
る「設備資金貸付制度」や、ISICOで設備を購入
し、割賦やリースで返済していただく「設備貸与
制度」があります。

設備資金課 � 076-267-1174

　●�中小企業の事業再生の支援

　再生支援室

� 076-267-1189
中小企業の再生計画策定では、弁護士や公認会計
士、中小企業診断士などで結成した支援チームが指
導助言を行っており、これまでの再生計画策定支援
件数は全国でもトップクラスの実績があります。

　●�産学官・産業間連携の推進
　●�共同研究による技術開発支援

　プロジェクト推進部

先進的研究に取り組む筑波研究学園都市内の各研
究機関とのマッチングを行っています。
また特許全般の相談への対応や、知的財産の戦略
的な活用をめざす企業への専門家派遣を行ってい
ます。

研究交流課 � 076-267-6291

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。

技術開発支援課 � 076-267-6291

　●�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

　サイエンスパークオフィス

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
施設を備えています。
また、北陸先端科学技術大学院大学やサイエンス
パーク内の施設利用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。

石川ハイテク交流センター � 0761-51-0106

新製品の研究開発など、創造的なビジネスを進め
る企業が、ローコストで利用できる独立型の賃貸
スペースです。

いしかわフロンティアラボ � 0761-51-0122

ベンチャー企業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、シャ
ワールーム、仮眠室なども整備しています。

いしかわクリエイトラボ � 0761-51-0122

　●�産業化資源を活用した新事業創出支援
　●�地域振興プロジェクト支援

　地域振興部

農林水産品や観光資源、伝統工芸品などの地域資
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。また、企業の農業参入や農商工連
携、医商工連携による新産業創出を促進します。

産業化資源活用推進課 � 076-267-5551

能登半島地震で甚大な被害を受けた中小企業等が
復興振興に向けて大きく前進するように、地場産
業の再生、商店街の復興、個別企業の復興をはじ
め、販路開拓などの支援を実施しています。

企業復興支援室 � 076-267-5551

能登半島地震による中小企業等の復興支援の拠点
として、県奥能登総合事務所（能登空港ターミナ
ルビル4階）に「能登サテライト」を設置して2
年目。復興から振興を合言葉に専任アドバイザー
のほか、今年度から新たに銀行からコーディネー
ターを配し、復興支援事業や活性化ファンド事業
の情報提供・相談・フォローアップまで、きめ細
かく対応します。

能登サテライト � 0768-26-2333

企業の方々をしっ
かりサポートする
ため、精一杯がん
ばります。

専務理事
森山 直喜

ISICO   ORGANIZATION



機械産業部門

EDGE Polishing System （株）ビービーエス金明 白山市旭丘 1-11　TEL：076-275-6131

フラットベース （株）グランテージ 羽咋郡宝達志水町菅原ク-66　TEL：0767-29-4012

リネン排水再利用システム 日本ピュアウォーター（株） 金沢市駅西本町 1-1-34　TEL:076-221-6800

情報産業部門

View  Counter 小松電子（株） 小松市安宅町甲 135　TEL：0761-21-2000

Coda-DTV Delivery Center Edition. （株）C-GRIP 金沢市諸江町中丁 322-5　TEL：076-208-7311

I-BIMS （株）COM-ONE 能美市旭台 2-5-1  いしかわフロンティアラボ  TEL：0761-51-7727

生活産業部門

本格加賀丸いも焼酎「のみよし」 （株）宮本酒造店 能美市宮竹町イ74　TEL：0761-51-3333

自走用シャワーチェア
「saraswati」（サラスヴァティ） （株）シグ・ワークショップ 白山市旭丘 3-4　TEL：076-275-6157

はなもっこ （有）シーブレーン 金沢市涌波 1-9-5 2F　TEL 076-260-7123

今年度も情報誌「I S I C O」をよろしくお
願い申し上げます。今回は年度始めとし

て、支援機構の事業や組織について理事長にインタビュー
したほか、「ピンチをチャンスに！！」をテーマとして、��のとして、��の、��の
荒波を幾度と乗り越え発展を�げて�た�����業のを�げて�た�����業の�げて�た�����業の
取り組みをご紹介しております。ぜひ、ご一読いただ�御社
の参考にしていただければ幸いです。今回の情報誌作成に
際し、取材にご協力をいただ�ありがとうございました。

［発行月］ �成21�6月（�6�発行）［�集�力］ライターハウス／金沢市問�町1-75［���］�� 橋本�文�／金沢市増�4-10-10�成21�6月（�6�発行）［�集�力］ライターハウス／金沢市問�町1-75［���］�� 橋本�文�／金沢市増�4-10-10�6月（�6�発行） ［�集�力］ライターハウス／金沢市問�町1-75 ［���］�� 橋本�文�／金沢市増�4-10-10���］�� 橋本�文�／金沢市増�4-10-10�］ �� 橋本�文�／金沢市増�4-10-10�� 橋本�文�／金沢市増�4-10-10 橋本�文�／金沢市増�4-10-10橋本�文�／金沢市増�4-10-10

大豆油インキを使用し、環境にやさしい「水なし��」を採用。
また、グリーンプリンティング認定を受けた��工場で、環境に配慮した��をしています。

T O P I C S イシコ・トピックス

「石川ブランド認定製品」とは、石川県内の中小企業が開発した新製品を石
川県が審査し、優秀な製品に対して与えられる称号です。以下、部門別に金賞、
銀賞、銅賞の受賞企業を紹介します。その他38社の認定企業はISICOのホー
ムページに掲載されています。

３部門４７件を「石川ブランド」として認定

【石川県中小企業技術展】
【石川県中小企業交流懇談会】が盛況

　IS ICOは5月21日から3日間、県産
業展示館2号館で「石川県中小企業技
術展」を開催し、会期中、約27,652人
が県内中小企業の開発した製品や技
術について理解を深めました。同展は
今年で22回目を数え、58社6組合が
参加しました。
　また、金沢エクセルホテル東急で「石
川県中小企業交流懇談会」を開催し、
県外発注企業38社43名が出席した
ほか、県内受注企業120社134名が参
加。互いの技術やニーズについて情報
交換しました。

−新しい産業の創出を支援します！−
いしかわ産業化資源活用推進ファンド応募募集中	
従業者5人以下の小規模企業者は補助率アップ！農林水産物の一次加工施設等の整備にも助成！

■�地域振興部産業化資源活用推進課（担当：坂、野村)　 TEL：076-267-5551

−大手小売企業への販路開拓を支援します！−
平成21年度	大手小売企業との共同開発育成支援事業
参加企業募集
大手小売企業での販売を目指す意欲的な県内中小企業を募集！

■�販路開拓課（担当：山下、東出)  TEL：076-267-1140

−挑戦者求む！−
革新的ベンチャービジネスプランコンテストいしかわ
ユニークで革新的なビジネスプランを県内で事業化しようとする起業家の中から、
飛躍的な成長が期待できる方を認定して、集中的にバックアップ！

■�経営支援部新事業支援課（担当：坂野、井口、中村)  TEL：076-267-1244

★	開催報告	★ ISICO公募情報
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