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Charange for Charange for CharangeFutureCharangeFutureCharangeCharange for Charange for Charange for CharangeFutureCharangeFutureCharangeCharange for Charange for Charange
■ 代 表 者  亀井 千代子
■ 設　　 立　平成18年9月
■ 従業員数　2名

オリケン（株）
■ 事業内容　各種織物製品の企画・
　　　　　　  製造・販売
● http://www.oriken.jp/

羽咋市本江町ヘ55　TEL.0767-26-0012

　ネキーロを使った和紙ジャ
ケットは、紳士服専門店「エフ
ワン」（本社：大阪市）の直営店・
フランチャイズ店、合わせて
100 店舗以上で取り扱われてい
る。和紙の性質を最大限に生
かしたジャケットは、障子紙
のように調湿効果や通気性に
優れており、夏でも涼しく着
られるのが特徴だ。和紙には
保温性もあるため、冬は温か
く、販売店ではジャケットに

「身につけるエアコン」のキャッ
チコピーを付け、販売促進に
取り組んでいる。
　これまでの和紙織物と言えば、
どうしても硬くごわごわした感
触のものが多かったが、ネキー

ロは肌触りの滑らかさも大きな
特色である。その秘密はオリケ
ン独自の製造方法にある。従来
品は和紙を撚

よ

って糸状にして織
り込んでいたのに対し、ネキー
ロは和紙をテープ状のまま使い、
柔らかな感触を生み出している。
専門家でも、触っただけでは紙
で織っているとはなかなか気づ
くことができないほどだ。
　原料が紙のため、これまでの
素材では難しかった軽量化も実
現しており、最も軽いジャケッ

トはわずか 250g ほどである。
　加えて、ネキーロは人と環境
に優しい織物である。近年では、
化学繊維にアレルギーを示す人
も少なくないが、ネキーロは縦
糸にも和紙と同じ植物系繊維の
レーヨンを使っているので、天
然素材でできた商品を求める消
費者からも喜ばれている。また、
土に還る生分解性を有しており、
脱石油という時代の流れにも
マッチしている。

羽咋生まれの和紙織物が
紳士服メーカーの新作に採用
オリケンが開発した新織物「ネキーロ」が、脚光を浴
び始めている。これは和紙を横糸に織り込んだ生地
で、今年 2 月には、東京・大阪を中心にオーダースー
ツの専門店を全国展開する「エフワン」の春夏シーズ
ン向けジャケットの素材に採用された。能登から全
国へ—。繊維産業を取り巻く環境が厳しさを増す中、
同社では、積極的な販路開拓に活路を見出している。

夏涼しく、冬温かい
身につけるエアコン

テープ状の和紙を織り込む独自技術で、まっ
たく新しい生地を開発

「ネキーロは、多彩な織物技術が集積する石川だ
からこそ開発できた商品と言える」（亀井社長）
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　オリケンが全国チェーンの紳
士服メーカーとタッグを組む
きっかけになったのは、昨年 4 
月に大阪市で開かれた大手メー
カーグループ主催のイベントに
出展したことだった。同社が展
示したネキーロのストールやタ
オルが、来場したエフワン社員
の目に留まり、共同開発の話が
持ち上がった。
　それから 1 年もたたずに店
頭に並ぶことになった和紙ジャ
ケットだが、商品化までの道の
りは決して平坦ではなかった。
中でも、最も頭を悩ませたのが
品質だ。オリケンでは、これま
でも全国のアパレルメーカーに
生地を提供していたものの、そ
のすべてがレディースで、メン
ズ衣料を手がけるのは初めての
経験だった。肌触りの柔らかさ

だけでなく、ジャケットとして
使用した際の生地の張りや日常
的に使える耐久性など、これま
でにない数多くの規格を求めら
れたという。
　試作の生地ができるたびに

羽咋とエフワン本社がある
大阪を行き来し、エフワン
社内でも実際にジャケット
として仕立てて試着したり、
洗濯したりするなど、繰り
返し性能をチェック。7 カ
月にわたって両社で試行錯
誤を重ね、昨年 11 月、サン
プル品が完成した。販売初
年度となる今年は、春・初夏・
真夏と季節に応じて、織り
込む和紙のテープの幅を変
えた 3 品番を製造している。

「共同開発を続け、ゆくゆ
くはジャケットだけでなく、
ズボンも含めたスーツ一式
を手がけたい」と、亀井千
代子社長は意気込んでいる。

　現在、アパレル業界では、流
行を取り入れた衣料を低価格で
販売するファストファッション

の店舗が全国各地に増え、
デザインだけで他社との
違いを生み出すことが難
しくなっている。亀井社
長はこうした現状につい
て、「価格以外で差別化し
ていくには、“ 素材 ” がと
ても重要になる。つまり、
技術力が高く、付加価値
のある織物を生産できる

県内企業にとって、追い風が吹
いている状況だ」と前向きにと
らえている。
　同社では販路開拓の糸口をつ
かむため、平成 22 年に ISICO
が金沢市の香林坊大和で開い

た「石川のこだわり商品フェ
ア」など、県内をはじめ、全国
で開かれるさまざまなイベント
に出展し、ネキーロの売り込み
に汗を流している。これらの取
り組みはネットワークの拡大に
つながっており、平成 22 年に
ファッションデザイナー三宅一
生氏が手がけるブランド「me 
ISSEY MIYAKE」に採用さ
れるなど、少しずつ成果として
現れているという。
　問い合わせがあれば、全国ど
こへでもサンプル生地を持って
車で向かうため、設立以来 5 年
間で走った距離は 38 万 km 以
上に達する。走行距離にも表れ
る行動力を武器に、オリケンで
は今後、衣料品以外でのネキー
ロの用途開発に力を傾け、一層
の販路開拓を目指している。

“素材”の価値が
違いを決める時代に

イベント出展を機に
昨年4月、
連携がスタート

亀井社長と技術開発を担当する岡田功取締役（右）のタッグ
で全国への販路開拓に取り組んでいる

和紙ジャケットは、春夏向けの販売だが、オールシー
ズンに対応した機能性を備えている
和紙ジャケットは、春夏向けの販売だが、オールシー
ズンに対応した機能性を備えている
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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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  絹以上の水分率で
  肌の乾燥を抑える

　空気が乾燥しやすい冬場になる
と、手荒れが気になるという人も多
いだろう。そんな悩みを解決できれ
ばと小山カバーリングが開発したの
が「コラーゲンの保湿手袋」である。
　この手袋の素材は、“コラーゲ
ンペプチド”を練り込んだ特殊な糸
だ。コラーゲンペプチドとはゼラチ
ン状のコラーゲンを酵素で分解し
たもので、抜群の保湿力を誇る。繊
維がどのくらい水分を含むことがで
きるかを表す水分率は15.87％で、
絹（12％）や綿（8％）をはじめ、他の
繊維の数値を大きく上回る。
　「手袋を着けるだけで、手がハン
ドクリームを塗ったような状態に保
たれる」。開発を担当した小山祐一
専務がそう例えるように、肌の乾燥
を抑え、手に潤いをもたらしてくれ
るのが特徴だ。
　ISICOが昨年11月に香林 坊大
和で開催した「石川のこだわり商品
フェア2011」で販売をスタート。同

フェアでは、小山専務の想像を超
える売れ行きで、「一晩、手袋を着け
て寝たら肌がすべすべになった」と
いったうれしい反響も寄せられた。
　 現在、1月に 立ち上げ たば か
りのネットショップ（http://www.
collagen1587.jp/）で販売しており、今
後は石川県内の美容室やエステサロ
ンを中心に販路を開拓する計画だ。

  糸が肌に触れるよう
  編み方を工夫

　細幅ゴム入り織物の原材料であ
るゴム糸販売を手がけてきた同社
が、自社製品の開発に取り組んだ
のは今回が初めてである。人件費
の安いアジア諸国へ産地がシフト
する中、将来を見据えて経営基盤の
強化を図るのが狙いだ。
　試作、開発に必要となる資金につ
いては、「いしかわ産業化資源活用
推進ファンド（活性化ファンド）」の補
助事業が力強い後押しとなった。
　商品の製造に当たっては、小山カ
バーリングの技術がしっかりと生か

されている。同社が長年培ってき
た撚糸の技術を駆使して、風合いが
よく、毛玉ができにくいように糸を改
良したほか、優れた保湿力を最大
限に生かすため、コラーゲンを練り
込んだ糸が肌にしっかりとフィット
するよう編み方を工夫した。
　今後の展開について小山専務は

「この糸を使った商品をさらに充実
させたい」と力を込め、既にレギン
スなど新商品の開発を進めている。
また、小山専務は「水分率が高いと
いう特性を生かして、汗をかいても
蒸れにくい商品を作ることもでき
る」と話し、シャツや靴下など夏用
の商品開発に向けても、意欲を燃や
している。

（有）小山カバーリング
かほく市高松エ13
TEL. 076-281- 0335
■ 代 表 者 小山 良一
■ 創 業 昭和25年12月
■ 資 本 金 350万円
■ 従業員数 8名
■ 業務内容 細巾織物用横巻ゴム、 カバード
　　　　 　　ヤーン、繊維製品の企画・製造
● http://www.koyamacovering.com/

8色がラインアップされてお
り、価格は１組3,150円。洗濯
しても保湿力は失われない

「売れる商品を作るため、消費者の意見を取り入れ
ながら絶えず改良していきたい」と話す小山専務

コラーゲンを練り込んだ手袋
抜群の保湿力で手に潤い

手袋に使われている糸
を拡大した写真。白い粒
が練り込まれたコラーゲ
ンペプチド
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  形やケース、素材に
  アイデア盛り込む

　便箋の長辺が97cmもある「長い
手紙」や渦巻き状に罫

けいせん

線が引かれ
た「うずまき便箋」など、個性的で
ユーモアあふれる便箋や封筒を
100種類以上も販売するマルトモ
商店。昨年には「いしかわ産業化
資源活用推進ファンド（活性化ファ
ンド）」の補助事業を活用して、新た
に3種類の手紙セットを開発した
ほか、オリジナル商品群の販促に
活用するロゴを制作した。
　新商品の一つである「なが〜い和
ごころ」は、伝統工芸士が丁寧に漉

す

き上げた和紙で作った便箋と封筒
のセットだ。便箋は18.2cm×47cm
と巻物を思わせる横長の形で、パッ
ケージは着物を包んでおく畳

たとうし

紙を
イメージした。
　また、「匠の手漉き和紙箋」は便箋
と封筒に、本の形をした収納ケース

をセットにしたもの。ケー
スは立てられるので、愛
読書と一緒に本棚や机に
並べておくことが可能だ。
　「縞

しましま

々和紙箋」は、手紙
をしたためる際に罫線の
役目を果たすストライプ
柄が入った白色の和紙と
色紙を二枚重ねて便箋に
しており、重ね合わせた色
合いの美しさが特徴だ。
　今後、自社のネットショップをリ
ニューアルして販売を本格化する
ほか、展示商談会に出展するなどし
て販路拡大に取り組む。

  朝に企画して
  夕方には形に

　マルトモ商店がこうした自社商
品の開発に乗り出したのは、今から
15年前にさかのぼる。開発のベー
スとなったのは、創業当初から主力
としてきた畳紙だった。畳紙には
機械漉きの和紙が使われており、
品質のいいものは、水に濡れても溶
けず、糸で縫うこともできる。そこで
同社の中山道男社長は、和紙に補

強剤や防腐剤、防水剤として柿渋
を塗布し、座布団やブックカバー、
ランチョンマットといった雑貨を商
品化した。
　続いて、機械漉きの和紙を使っ
た便箋や封筒を企画。本業の設
備やノウハウを生かし、「朝に企画し
たものが、夕方には形になる」（中山
社長）という機動力で、次 と々ライン
アップを拡充していった。
 「確かにメールは早くて便利かもし
れません。でも、手紙は書くために
かけた時間も一緒に送ってくれま
す。受け取った人は自分のためだけ
に割いてくれた時間を感じるからこ
そ、心を動かされるのです」。中山
社長は手紙の魅力についてこのよ
うに話し、思わず手紙を書きたくな
るような便箋を企画しようと、今日
も発想をふくらませている。

金沢市示野町西19番地
TEL. 076-267-3100
■ 代 表 者 中山 道男
■ 創 業 昭和16年1月
■ 資 本 金 1�000万円
■ 従業員数 6名
■ 業務内容 紙製品加工、一般印刷、和紙
　　　　　　  工芸、パッケージ制作
● http://marutomo.biz/

（株）マルトモ商店

思わず手紙を書きたくなる
個性豊かなオリジナル便

び ん せ ん

箋

手漉き和紙の魅力を生かし、
パッケージにも工夫を凝らした

「なが〜い和ごころ」（写真手前
/5,250円）と「匠の手漉き和
紙箋」（写真奥/8,400円）

オリジナル便箋について「まずは総売り上げの10％が目標」と話す中山社長。
後ろに見えるのは、もはや全国に数台しかない畳紙の印刷機

透明感のある和紙と色紙の組み合わせ
が美しい「縞々和紙箋」（3,150円）



  楽天市場の箸部門で
  ウイークリー１位に

　山中漆器が得意とする拭
ふ

き漆と、
蒔
ま き え

絵の梨
な し じ

子地技法を滑り止め機能
に生かした箸

はし

が人気を呼んでいる。
国内最大のインターネットショッピ
ングモールである楽天市場で、よし
た華正工房の「うるしけんこう箸 竹
拭
ふきうるし

漆」が、ウイークリーランキング箸
部門（昨年12月26日〜今年1月1日）
で堂々の1位に輝いた。
　「消費者に本物の良さを知っても
らわないことには始まらない」と、吉
田利昭代表が採算を度外視して送
り出した新商品であり、購入者から

「滑らずとても使いやすい」「物を大
切に使う習慣が身についた」など、
多数の評価が寄せられている。
　棗

なつめ

など高価な茶道具を専門に製
造してきた吉田代表が、食器の分野
に挑戦するきっかけとなったのが、
10年ほど前から手がける漆茶

ちゃわん

盌で
ある。茶碗と言えば陶磁器だが、桃
山時代、豊臣秀吉が茶会で使うた
めに漆器で作らせたものがサント

リー美術館に収蔵されていること
を知り、早速、試作に取りかかった。
　茶

ちゃせん

筅を振っても茶盌の内面に傷
がつかないよう試行錯誤を重ねた
結果、金粉や銀粉を漆器の表面に
まく梨子地がよいことが分かった。
さらに、外側の胴の部分に蒔絵を施
すなどした漆茶盌は、裏千家をはじ
め専門家からも高い評価を受け、茶
会などでも使われるようになった。

  生き残りかけ新分野挑戦
  独自イベントでアピール

　近年、茶道人口は減少傾向が続
き、「生き残っていくには、広く使って
もらえる食器分野での商品開発が不
可欠」と考え、「いしかわ産業化資源
活用推進ファンド（活性化ファンド）」
を利用して、新たな商品化の道に踏
み出した。この中から生まれたのが、
冒頭に紹介した箸のほか、飯椀や汁
椀、焼酎カップ、猪

ち ょ こ

口などである。
　漆や銀の優れた性質を消費者に
アピールするため、専門機関に検査
を依頼し、強度に加えて抗菌力な
ど安全性の面でも食器に適してい
ることを裏付けた。それを訴求する
戦略から、食器シリーズのブランド
名となる「うるしけんこう」を商標登
録した。ちなみに、「うるしけんこう
椀『彩文』」は、平成21年度石川ブラ

ンド認定製品に選定されている。
　販路開拓では、楽天市場への出
店のほか、「うるし茶会」という独自イ
ベントに力を入れ、全国を回る。吉
田代表と長男の昭氏が、茶道具店や
茶舗とタイアップして開くユニークな
茶会で、伝統的な茶道具とともに銀
梨子地の技法を生かした漆茶盌を
はじめ食器を紹介し、浸透を図る。
　新分野への進出効果もあり、売り
上げは前期で10％増、今期は20％
以上の増になる見通しだ。吉田代
表は「今後はギフト需要の取り込み
にも本腰を入れたい」と話す。

「うるしけんこう」シリーズの食器。右が椀「彩文」、左が猪口、手前が箸「黒檀」。
純銀1000を使用した梨子地研出加工（登録実用新案）で付加価値を高めている

「うるしけんこう」シリーズの食器。右が椀「彩文」、左が猪口、手前が箸「黒檀」。
純銀1000を使用した梨子地研出加工（登録実用新案）で付加価値を高めている

漆芸 よした華
か し ょ う

正工房
（（有）よした）
加賀市山中温泉長谷田町ロ360
TEL. 0761-78-0738
■ 代 表 者 吉田 利昭
■ 設 立 昭和61年８月
■ 資 本 金 300万円
■ 従業員数 5名
■ 業務内容 漆器製造・卸（茶道具、和食器、
 　　　　　　 アクセサリー等）
● http://www.kasyou.info
　楽天市場店 http://www.rakuten.co.jp/kasyou

食器分野への展開にますます力を入れたい
と抱負を語る吉田昭氏

漆器の茶 道具の
逸品。手前が「桜
川蒔絵」茶盌 内梨
子地、中が漆平茶
盌「銀河」、奧が「地
球儀蒔絵」水指 内
梨子地

8
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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

　金沢を代表する銘菓・柴舟をは
じめ、各種せんべいを製造する今
屋。昭和6年の創業以来、卸販売
をメインに手がけてきたが、およそ
20年前から自社販売に取り組み
始め、オリジナル商品の開発に力
を入れてきた。
　今屋の真骨頂は、創作性に富ん
だ商品づくりである。その一つが
深煎りしたコーヒー豆を丸ごと入
れた「とるてぃやん」で、ほろ苦い
味と香り、コーヒー豆の歯ごたえ
が好評のロングセラーだ。伝統の
生
しょうが

姜せんべい柴舟でも、金箔をま
ぶした「箔のかおり」、生姜の量を
2倍にした「黒しば舟」、一口サイズ
の「小柴舟」といったバリエーショ
ンを生み出している。
　平成23年3月にはネット販売を
本格化させようと、ホームページの
大幅なリニューアルに踏み切った。
実はこのネットショップは約10年
前に開設されたものだが、人手不

足などもあって、あまり有効に活用
されていなかったのだ。
　リニューアルに当たって中心的
な役割を果たしたのが今学社長
の長女である坂野愛美さんであ
る。ウェブ制作を独学で学んだと
いう坂野さんは、主にデザイン面
を改良。トップページをはじ
め、商品紹介ページなどにも
自ら撮り下ろした写真をふん
だんに盛り込んだ。また、商
品一覧のほか、「弔事」「慶事」
「行事」といった目的に応じ
て商品を検索できるバナー
を設け、ユーザーの利便性を
向上させた。売り上げも徐々
に伸びており、今社長は「贈
答用のニーズが多い12月、1月は好
調だった」と笑顔を見せる。

　とはいえ、リニューアルの効果
がすぐに現れたわけではなく、当
初は売り上げが落ち込んだ。そん
なとき力になったのが、I S ICO
が派遣するホームページドクター
だった。「いくら見栄えのいいホー
ムページでも、テキストが少なけ

れば、YAHOO！やGoogleといっ
た検索エンジンで上位には表示
されない」。坂野さんはこうした指
摘を受けて改良を重ねると同時
に、ISICOが主催するネットショッ
プセミナーにも参加し、商品の撮
影テクニックに磨きをかけた。

　また、ネット販売で好調な柴舟
の売れ行きをさらに伸ばそうと、
同社が製造する全種類の柴舟を
割引価格で楽しめるお試しセット
を導入するなど、工夫を凝らした。
　今年2月には新たなシステムを
導入し、クレジットカードでの決済
ができないといった、買い物かご
システムの不具合を解消した。中
断していたメールマガジンも再開
した。坂野さんは「会社と商品を
知ってもらい、売り上げアップにつ
なげたい」と声を弾ませる。

（株）今
い ま や

屋

http://www.kagasenbei-imaya.co.jp/

リニューアル後の落ち込みを
専門家と連携して挽回
■ 所 在 地  　金沢市彦三町2 -5-25
　　　　 　TEL 076-231-6797
■ 代 表 者  　今 学
■ 創　　業 　昭和6年

■ 資 本 金  　 1�000万円
■ 従業員数 　 7名
■ 事業内容 　 せんべいの製造、販売

［【せんべい浪漫】金沢の生姜煎餅通販	］

トップページ上におすすめ商品の写真を多数掲載する今屋のネッ
トショップ。人気ランキングや商品へのこだわりも紹介する

ネットショップ担当の坂野さん。売れるサイトづくりを目指して
試行錯誤を続けている

創作せんべいに定評
1年前にリニューアル

買い物かごを刷新
メルマガも再開



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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　金沢市公設花き地方卸売市場内
で生花の仲卸を手がける春香園は、
平成 22 年に ISICO の設備貸与制
度を活用して花束加工機「フローラ
フレックス」を導入した。
　フローラフレックスは長さ約 10m
のベルトコンベヤー上で花束を作る機
械である。まずコンベヤー上の留め具
に人の手で何種類かの花を組み合わ
せてセットすると、機械が余分な茎を
切り落として長さをそろえ、根元を結
束する。その後、人の手で一度花束
を取り上げ、包装用フィルムをかけて
コンベヤーに戻すと、機械がフィルム
の上から再び紐で結び束ねてくれる。
　同社ではスーパーやホームセンター
の店頭で販売される花束を生産する
ため、約10 年前に1号機を導入した。
今回はこの1号機が耐用年数を超え
たことから、設備の更新に踏み切った。

　こうした花束は一般的に
手作りすることが多いが、
機械化によって生産スピード
の向上とコストダウンにつな
がっている。
　フローラフレックスで生
産される花束の種類で最も
多いのは、仏壇やお墓に供
えるための仏花である。通
常、この加工機では 1 時間
に 1,000 束を生産しており、
3 月と9 月のお彼岸、7月の
新盆、8月の旧盆にはコンベ
ヤーのスピードを上げたり、
対応する人員を増やすなどし
て、およそ 2 倍の量の花束
を生産している。

　「手の込んだ贈答用の花束はともか
く、自宅で飾る花束や仏花は、生花
店ではなくスーパーに買い物に行った
ついでに、店頭に並んでいるものを
購入する人が増えている」。そう話す
のは春香園の中村恭一社長である。
　中村社長によれば、スーパーやホー
ムセンターが仏花などの花束を販売
するようになったのは約 20 年前のこ
とである。その後、同社では北陸 3
県に広がる自社の配送網を活用して、
広域にチェーン展開するスーパーや
ホームセンターに向けて、花束を販
売するようになり、現在では、生花

店などを対象とした卸販売が伸び悩
む一方、こうした花束が同社の売り
上げの15％を占めるまでに成長した。
　中村社長は、生花店以外で花束
が売れる可能性はまだまだあると見
込んでおり、昨年からは自社とは別
の配送ネットワークを持つ食品卸企
業と連携して、ドラッグストアなどの
小売店にも販売網を広げる取り組み
をスタートさせた。
　また、昨年は初めての試みとして、
北陸 3 県のコンビニエンスストア約
50 店に新盆・旧盆、母の日に合わ
せて期間限定で花束を卸しており、
中村社長は「今後も新たな販売チャ
ンネルを開拓したい」と腕まくりする。

ドラッグストアや
コンビニに販路を開拓

コンベヤー上で茎を切断、結束
花束加工機が大量生産の戦力に

（株） 春
しゅんこうえん

香園 ■ 所 在 地  金沢市二口町ニ80-1
　　　　　     TEL.076-223-8716
■ 代 表 者  中村 恭一
■ 創 　 業  昭和63年11月

■ 資 本 金  5�000万円
■ 従業員数　10名
■ 事業内容　生花の仲卸

生花店への卸販売にとどまらず、スーパー
など新たな販路の開拓に力を注ぐ中村社長

花束加工機「フローラフレックス」。写真奥が起点となっており、コンベ
ヤー上を手前に流れてくる間に茎がカット、結束される

繁忙期の生産量は
1時間に2,000束



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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「能登あじのなれずし」から
有用な菌株を特定

　能登町柳田地区の特産品であるブ
ルーベリーを使ってワインやジャムな
どを製造する柳田食産は今年2月、ブ
ルーベリーと新たに発見された高機
能の乳酸菌を入れたフローズンヨー
グルトの試作品を完成させた。今後、
改良を加えると同時に、今夏の発売
開始を目指して、パッケージの制作や
販路開拓に取り組む。

　この乳酸菌は「ANP7-1」と呼ばれ、
同社が製造する「能登あじのなれず
し」から発見された。アミノ酸の一種
であるギャバを産生したり、免疫細胞
を活性化したりする機能に優れ、摂取
すると「血圧が上がりにくくなる」「疲れ
にくくなる」「アレルギー症状が軽くな
る」といった効果が期待できるという。
　なれずしは奥能登の伝統食で、塩
漬けした魚とご飯、サンショウなどを
漬け込み、熟成させた発酵食品であ

る。夏祭りのごちそうとしてかつて
は各家が味を競ったが、作り手の減
少、高齢化が進んでいることから、
同社では「地元の食文化を伝承した
い」（宮前博人技師）との思いで7 〜 8
年前から製造を続けている。
　フローズンヨーグルトの開発は、石
川の発酵食品の持つ機能性を生か
して新商品を開発する文部科学省
の地域イノベーション戦略支援プロ
グラムの一環として取り組み、石川県
立大学や金沢大学、石川県工業試
験場と連携した。
　ISICOコーディネーターの近藤哲
史氏、川畠平一氏が柳田食産のなれ
ずしを石川県立大学の熊谷英彦特
任教授、松井裕客員教授に紹介した
ことをきっかけに3年前から研究が
スタート。両氏の解析によって、なれ
ずしに含まれる乳酸菌の中から有用
な菌株が特定された。今後、金沢大
学医薬保健研究域の太田富久教授
がその摂取量と効果の関係などに
ついて詳しく検証する。

ブルーベリーと合わせ
ダブルの健康効果

　「昔から、なれずしを食べれば夏バ
テしないと言われるが、それが乳酸
菌の働きによる効果だとは思わなか
った」。研究の成果を聞き、そう驚い
たのは、なれずしの製造に携わる柳
田食産の宮前技師である。
　同社が扱うブルーベリーは以前か
ら、疲れ目や視力低下の予防に効果が

あることが知られており、宮前技師は
「ブルーベリーに乳酸菌を加えれば、機
能性に富んだデザートになる」と考え、
フローズンヨーグルトの開発に乗り出
した。ちなみに乳酸菌を凍らせると発
酵は進まず、機能性は維持される。
　フローズンヨーグルトのほかにも、
乳酸菌入りのブルーベリーゼリーも
開発中だが、ゼリーを製造するには
加熱殺菌工程が必要で、この際、乳
酸菌が死滅してしまうことがネックと
なっている。このため、加熱せずに凍
らせ、フローズンゼリーとして商品化
できないかなど、ラインアップ拡充に
向け、検討が続いている。

新発見の乳酸菌を生かし、
機能性デザートを試作

柳田食産（株）
■ 所 在 地  鳳珠郡能登町上町イ部�6-6
　　　　　   TEL 0768-76-8100

■ 代 表 者  福池 正人
■ 設 　 立  平成7年8月
■ 資 本 金  5�900万円
■ 従業員数   6名
■ 事業内容　

● http://www.notoberry.com/

ブルーベリーや果実を使った加工食
品の製造・販売、ブルーベリー摘み取
り園の運営

需要が増える夏までに乳酸菌入りフローズ
ンヨーグルトの完成を目指す宮前技師

（上）「能登あじのなれずし」。魚とご飯、薬味を発酵
させたもので、強い酸味や独特のにおいが特徴だ　

（下）石川県立大学がなれずしから発見した乳酸菌と
破砕したブルーベリーの果実を合わせたもの



　航空機産業への参入を目指している表面処理加工の浅下鍍金株式会社
（白山市）が、航空宇宙製品の特殊工程の受注に必須条件となるNadcap
（ナドキャップ）の認証を取得しました。石川、富山両県の企業では初めて
で、表面処理を手がける中小企業としては全国で５番目の認証取得です。

イシコ・トピックス

［発行月］ 平成24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

FAX

ギフトショーで
ISICOブースが大賞

しいのき迎賓館内のセレクトショップに
 「活性化ファンドコーナー」を設置

浅下鍍金がNadcapの認証取得

　「第73回東京インターナショナルギフトショー春
2012」で、ISICOの展示ブースがディスプレイコン
テストの”大賞”に選ばれまし
た。2月8日〜10日に東京ビッ
グサイト（江東区有明）で開催
されたギフトショーに出展した
約2,700の企業・団体を対象と
したもので、ISICOのブースは
伝統と格式をイメージさせる黒
を基調に、町家が並ぶ“石川通
り”を表現し、好評を得ました。

　ISICOは昨年11月、しいのき迎賓館
内にあるセレクトショップGIOの一角
に、活性化ファンド（正式名称：いしか
わ産業化資源活用推進ファンド）を活
用して作られた新商品を販売、PRす
るコーナーを設けました。
　アンテナショップとして位置づけ、新
商品のテストマーケティングを行い、消

費者の声を中小企業の方々にフィードバックすることで、今後の販路拡大及
び商品改良・新商品開発につなげてもらうことを目的としています。お近くへ
お越しの際には、お立ち寄りいただき、商品をお試しいただければ幸いです。

　この季節、肌の乾燥で悩んでいる方
も多いのではないでしょうか？そんな方
に必見！なのが、6ページでご紹介した
コラーゲン保湿手袋です。これはコラー
ゲンペプチドを練り込んだ糸で編まれ
た保湿性抜群の肌に優しい手袋で、風
合いがとてもよいため、着け心地も最高
です。私も毎晩、この手袋を着けて寝
ているのですが、次の朝、ハンドクリー
ムを塗っていないのに手がしっとりとし
ています。まさに“魔法の手袋”です。

ネットショップで販売しているので乾
燥で悩んでいる方は、一度試してみて
はいかがでしょうか？
　8ページでご紹介した山中漆器のよ
した華正工房は主に茶道具を作って
おり、取材前には漆の抹茶椀でお抹茶
をいただきました。茶椀の口当たりが
よく、とてもおいしいお抹茶でした。普
段はコーヒーばかり飲んでいるのです
が、お抹茶をいただくだけで少し優雅
な時間と気分を味わうことができまし
たよ。（藤）

GIOに設けられた「活性化ファンドコーナー」

受賞を記念して贈られたトロフィー

●場所　〒920-0962 金沢市広坂2-1-1 しいのき迎賓館1階
● TEL・FAX　076-261-1114　●営業時間　10：00 〜18：00
●定休日　月曜日、年末年始（但し、月曜日が祝祭日の場合は営業）

伝統や格式を感じさせるISICOの展示ブース




