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ISICO が主催する「革新的ベン
チャービジネスプランコンテスト
いしかわ」では、経営コンサル
タントや金融機関の担当者を前
に、7人の起業家が独自の事業
計画を提案した（詳しくは巻頭
特集をご覧ください）。
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独自の技術やアイデアを披露
受賞者をISICOが手厚く支援へ

ISICO は 10 月 7 日、県地場産業振
興センターで「革新的ベンチャービ
ジネスプランコンテストいしかわ」
を開催した。このコンテストは、単
に事業計画の優劣を競うだけでな
く、ビジネスパートナーや金融機関
とのマッチングを図るのが狙い。3
年目を迎える今回は、25 人の応募者
の中から、一次審査を通過した 7 人
が、約 200 人の来場者を前にプレゼ
ンテーションした。ここでは、最優
秀起業家賞を獲得した（株）ポリチ
オンをはじめ、優秀起業家賞に選ば
れた 3 社について、それぞれの提案
内容や現在の取り組みを紹介する。

硫黄を使った新素材で
リチウム電池の能力向上

Case .
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　見事、最優秀起業家賞に輝いた

（株）ポリチオン（能美市）が取り組む
のは、リチウム電池の蓄電能力を向上
させる正極用新素材の開発である。
　パソコンや携帯電話の電源として
活用されるリチウム電池は、負極の
素材として、蓄電性に優れ、金属とし
ては最も軽いリチウムが使われている。
一方、正極にはニッケル、マンガン
などの金属素材が用いられているが、

これらには蓄電能力が低く、重いと
いった欠点がある。このためリチウム
電池の性能アップには、正極の蓄電
性向上と軽量化が課題とされてきた。
　同社では、これまで正極に使われ
ている金属素材よりも軽量で蓄電性
の高い硫黄に着目。硫黄単体では、
電気を通しにくいなど電池に不向き
な特性を持っているが、分子構造に
改良を加えた有機硫黄ポリマーを開

発し、短所を克服した。
　この新素材を正極に活
用すれば、既存の製品に
比べてリチウム電池の蓄電
能力が 2 〜 5 倍に向上す
る。また、従来と同じ蓄電
能力ならば、1/2 〜1/5 に
軽量化できることになる。
　技術の基礎となる特許
はすでに取得済み。今後

は品質を安定させると同時に、量
産に向けて製造方法の確立を進め、
今年度中にはサンプルを出荷する計
画としている。
　上

うえまち

町裕史社長は「性能が高まり、
軽量化が進めば、電気自動車などに
もリチウム電池のニーズが見込める」
と話し、将来的には有機硫黄ポリ
マーの販売、あるいはライセンス供与
によって収益を確保する計画だ。

有機硫黄ポリマーは重金属を含まず環境にも優しい。上町社長が手に
しているのは試作のカード型電池

金属素材に代わるリチウム電池の正極用新
素材として期待が高まる有機硫黄ポリマー

革新的ベンチャービジネスプランコンテストいしかわ
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　優秀起業家賞に選ばれた（株）バイオ
セラピー開発研究センター（東京都港区）
の豊田剛史社長が手がけるのはイチゴ
から抽出したポリフェノールを利用した
事業計画である。このポリフェノールは、
糖の吸収をブロックする作用やメラニン
の生成を抑える作用など、さまざまな機
能性を有するほか、イチゴ本来の香りと
味の成分も豊富に残されており、天然香
料としても活用できる。
　同社では、今年春から、このポリフェ

ノールの粉末や濃縮液の販売をスタート
しており、ダイエットや美白、アンチエイジ
ングなどを目的としたサプリメントとして
活用されている。また、神戸のロールケー
キ専門店では、イチゴケーキの生クリーム
として使われており、おいしい上に、美容
と健康にいいと人気を博している。今後
はせっけんやお茶、アロマオイルなどの原
材料として利用を見込むほか、モモやリン
ゴなど、他の果物についても研究を進め、
新たな薬効成分の発見に取り組む。

美容と健康にいい成分を
イチゴから抽出、活用

肌に優しいせっけんを
薬剤師が手作り

感染症を防ぐため
ヨウ素でインプラントを抗菌

皮膚科のクリニックなどで試験販売したとこ
ろ、飛ぶように売れ、中出社長は商品力に手
応えを感じている

ヨウ素化合物はステンレスにも含浸させること
が可能。山口氏は水回り品や手すりなど医療
機器以外への応用も視野に入れる

現在はオーストリア等で加工しているが、豊田
社長は「ゆくゆくは石川県内にも製造設備を
設けたい」と意欲を示す

　夫が皮膚科医で、自身は薬剤師とし
て働く（有）エステル（白山市）の中出喜
美子社長は、皮膚科医がプロデュースし、
薬剤師が手作りするせっけんの製造、販
売について発表した。原材料にはオリー
ブオイルをはじめ、天然素材だけを使用。
添加剤や熱を加えず、じっくりと4 〜 6
週間もかけて熟成させたせっけんには保
湿成分がたっぷりと含まれている。肌の
状態や目的に合わせて成分や配合を変
えることで、アレルギーに悩む人などが安

心して使える、肌に優しいせっけんだ。
　同社ではすでにニキビ予防に効果的
なせっけんなど 8 種類を商品化し、店
舗やネットショップで販売している。今
後は珠洲産の椿油や珪藻土など、地元
の素材を使ったせっけんを開発する予定。
ゆくゆくは障害者や高齢者といった就労
が難しい人々 を一般労働者として雇用す
るなど、「ソーシャル・ファーム」と呼ば
れる社会貢献を重視した企業形態を目
指す考えだ。

　（株）プロステック（金沢市）の山口昌也
取締役が提案したのは、感染症予防を目
的とした抗菌性インプラントの開発である。
インプラントとは、人工関節など体の中に
埋め込まれる医療用具の総称で、チタン
やコバルトクロムで作られている。
　インプラントを埋め込む手術で問題と
なっているのが感染症だ。その発症率は
骨肉腫の手術で約20％、外傷手術で約
10％とされ、治療が難しいため、患部の
切断を強いられるケースもあるという。

　こうした感染症を予防するため、同社
が開発したのが抗菌性インプラントであ
る。これはインプラントに、うがい薬な
どに用いられ殺菌作用のあるヨウ素化合
物を含浸させたもの。インプラント表面
に1ミクロン以下の微細な孔を開けておく
ことで、殺菌効果が長持ちする上、骨とくっ
つきやすくなる。
　これまで実用化された抗菌技術は他に
なく、国内外のインプラントメーカーに技
術を売り込んでいく。

Case .
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　精練・染色仕上機械など、自
社で開発した繊維機械などが売
り上げの 90％以上を占めてい
たオノモリの企業体質は、この
10 年で大きく様変わりしてい
る。現在、繊維機械などの自社
製品の売り上げは 10％程度に
とどまり、生産の中心は受託に
よる一般産業機械の開発と製造
へと移行した。手がける産業分
野も環境や食品、情報関連など
広範で、設計、加工、組立まで

昭和 42 年の設立以来、精練・染色仕上機械を中心に製造して
いたオノモリでは平成 12 年、主力製品を一般産業機械へと大幅
に転換した。決断した当時は、バブル崩壊の影響を受けて会社
の規模縮小を余儀なくされ、社員数がピークの半数近くにまで減
少していたという。この逆境を乗り越えるため、小野森 守社長
が取り組んできた10 年間に及ぶ改革を振り返ってもらった。

ノウハウを生かし
主力製品を 大転換

「この 10 年間、私の掲げた方針についてきてくれた社員、そ
して、支えてくださったお客様のおかげで今のオノモリがある
と思っています。本当に感謝しています」（小野森社長）

の一貫製造で全国から受注を獲
得している。
　同社が平成 12 年に繊維機械
から一般産業機械へと大きくか
じを切った背景には、バブル崩
壊後に襲った受注の落ち込みだ
けでなく、平成 7 年の円高進行
や平成 9 年に始まったアジア通
貨危機が挙げられる。
　オノモリでは、繊維機械の納
入先として東アジアや欧州、北
米が多く、海外の売り上げが
60%を超える年もあった。「そ
んな当社にとって、アジア各国
での株と通貨の急激な下落は経
営を直撃した」と小野森社長は
振り返り、会社規模の縮小に踏
み切らなければならない状況に
追い込まれていったという。
  「このままでは、今までのよ
うな製造体制を維持していく

ことは難しくなってしまう。業
務を部品加工に限定すること
も考えたが、それでは、当社
がはぐくんできた設計から製
造までを一貫して担う生産技
術が損なわれてしまう」。こう
危機感を募らせていた小野森
社長は、海外から国内に目を
向け、繊維から多種多様な産
業へと間口を広げるため、一
般産業機械を事業の柱とする
ことを決断した。あくまでも、
開発に情熱を傾けるエンジニ
アリング企業としての姿にこ
だわったのだ。

　主力製品の転換という新たな
挑戦に乗り出す際、同社の武器

受託による開発・製造
を大黒柱に

繊維機械の
ノウハウを生かす

品質に関する指針をまとめた『オノモリマ
ニュアル』。より時代に適した内容になる
よう、現在、改訂作業を進めている

差 がつく不況の乗り切り方
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生ごみや食品廃棄物を真空乾燥し、飼料などへの
再利用を図る環境関連機械「RVD シリーズ」など、
多彩な産業機械を開発・製造

となったのが、長年、繊維機械
メーカーとして蓄えてきた技術
力だ。
　繊維機械では、水や薬品など
を扱うため、開発には染色や洗
浄、乾燥などの幅広い技術が求
められる。日本と中国で製造認
可を受けている圧力容器にかか
わる技術も繊維機械を手がける
中で磨いてきたもので、高圧や
低圧、真空とあらゆる状態の容
器に対応できる。さらに、材料
として使っていたステンレスの
加工に関しても、絶対の自信を
持っていた。
 「多彩なコア技術があったの
で、新しい業界の開発に飛び
込んでいくことにも抵抗感は
なかった」と小野森社長は話し、
ISICO の受注開拓懇談会に参
加するなど、地元だけでなく、
県外へも足を運び、トップセー
ルスを展開。積極的な新規開拓

ベテランの専門知識と技術を若手に伝える場と
なる社内技術セミナー

■ ������ 能美市上清水町タ30-1
 TEL.0761-51-3500
■ 代表者 小野森 守
■ 設　立 昭和42年4月
■ 資本金 1億3800万円
■ 従業員数 63名
■ 事業内容 産業機械や繊維機械の設 
 計、製造、修理、販売など
● http://www.onomori.co.jp

（株）オノモリ

は、IT バブルにわいていた情
報関連をはじめ、多種多様な分
野からの受注獲得につながって
いったという。

　一方で、小野森社長は、社内
の改革にも着手した。「以前は、
自社製品の品質機能を上げるた
めに技術力を磨いていた。しか
し、受託開発・製造でお客様の
多岐にわたる要望に応えるため
にも、さらなる質の向上を実現
することが大事で、一品一様の
モノづくりが求められる」。オ
ノモリでは、受け身ではなく、
クライアントの要望に積極的に
応えられるよう、『守りから攻
め』の企業体質への転換を目指
したのだ。
　改革の中心は、モノづくりの
基本である、品質（Quality）・
価格（Cost）・納期（Delivery）
の向上を進める QCD 活動と、
社員教育の徹底である。例えば、
そのひとつとして、自社製品中
心のころは設けていなかった品
質保証課を新設し、品質マニュ
アルや作業標準などを定めた同
社独自の品質規格『オノモリマ
ニュアル』を作成した。社員一
人ひとりがマニュアルを徹底し、
品質保証課が機能の最終チェッ
クや不具合に関する総合窓口の
役割を果たすことで、付加価値

の高い製品の提供に努めている。
　また、3 年前からは、「トッ
プダウンから、ミドルアップ、
ミドルダウンの体制で組織機
能の活性化につなげる」（小野
森社長）ことを狙い、課長が中
心となって年間の活動計画書を
作成し、成果発表会を行うなど、
中間管理職の教育にも力を入れ
ている。このほか、各工程を管
理する組織の連携強化や 5S（整
理・整頓・清掃・清潔・しつけ）
運動、ベテラン社員が講師を務
める社内技術セミナーなど、さ
まざまな取り組みを進めている。
  「この 10 年間で企業の体質は
大きく変化したと言える。ただ、
正直なところ、まだまだ道半ば
だと感じている。これからさら
に、QCD 活動や社員の意識改
革を充実させていきたい」。小
野森社長はこう意気込み、逆境
を乗り越えた今、新たな成長期
を迎えるための基盤整備に余念
がない。

QCD活動と
教育に力



  装飾用のパネルや
  オブジェを商品化

　アトリエMITANIでは「地域産業
資源活用事業」の認定を受け、漆塗
りや蒔絵、沈金など漆芸技術を使っ
て、あかりの要素を取り入れたオブ
ジェやインテリア素材の開発を本
格化させている。
　これらは、透明素材と箔や漆芸の
多様な技術を駆使した商品である。
手技ならではの深みのある意匠は、
毎年パリで開催されるインテリア
関連製品の国際見本市「メゾン＆オ
ブジェ」で、「新たな装飾表現の誕生
だ」とヨーロッパのバイヤーから好
評を博し、これをきっかけに商品化
を進めてきた。今冬から、日本各地
の地域資源を活用した商品を取り
扱う中小企業基盤整備機構のアン
テナショップ「Rin」（東京 ・ 表参道）
などで試験販売する予定だ。
　インテリア素材としては、 各種樹
脂板に漆芸技術によって模様を入
れた「装飾パネル」を商品化。業者向
けの素材カタログなどを通じて販
売する。

　同工房と協力する職人
のネットワークでは、こ
うした漆芸技術を漆器
以外の新たな分野に応
用するプロジェクトを

「JAPAN DECO」と名付
け、今後、商品ラインアッ
プを拡充していく。

  果敢な挑戦こそ
  職人の仕事

　アトリエMITANIは、輪
島塗の蒔絵師として37年
のキャリアを持つ三谷昭
氏の工房である。十数年
前から漆芸を装飾技術の
一つと位置づけ、「漆器の
枠を離れて、ほかの素材や
用途に技術を活用してもよ
いのでは」と考え、地元の
職人と連携して、他分野で
の応用を模索してきた。
　伝統技術の新たな用途や市場をリ
サーチする一環として、「メゾン＆オブ
ジェ」に6年連続で出展し、漆芸技術
をヨーロッパのバイヤーに紹介。日本
独自の装飾技術が高く評価され、そ
れらの商品化に向けた技術開発や販
路開拓に取り組む。また、日本とドイ
ツの製造メーカーの協力による蒔絵
メトロノームの開発などの成果を上げ
ている。
　「JAPAN DECO」では、新商品を
開発すると同時に、職人のネットワー
クを広げて生産体制を構築。また、国
内はもちろん、手仕事の技術を評価
する風土があるヨーロッパの展示会

等に出展し、販路の確立を急ぐ。
　「職人の仕事とは、単に技術を伝承
することではなく、果敢に挑戦し、技
術を高めることだ」と話す三谷氏。も
の静かな口調の裏側で、漆芸技術の
新たな可能性を見いだそうと、闘志を
燃やしている。
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金”など漆芸技術を
 漆器以外の分野へ展開
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目指せ！石川生まれのヒット商品
S e r i e s 地 域 資 源 活 性 化 プ ロジェクト

繊細な模様から幻想的な光が漏れるあかりオブジェ（写真手前）と
ヨーロッパ市場から評価の高いメトロノーム

アトリエMITANI
輪島市小伊勢町舞田1-1
TEL.0768-23-8088

■ 代 表 者 三谷 昭三谷  昭
■ 創 業 昭和50年8月昭和50年8月
■ 従業員数 2名員数 2名
■ 業務内容 蒔絵の製作、漆芸技術を生かした 蒔絵の製作、漆芸技術を生かした
 各種商品の企画・製造
● http://urushi-net.jp/

これまで県やISICOなどの支援策を利用して試作
等に取り組んできた三谷氏。「若手の職人も制度を
活用して挑戦してほしい」と期待を寄せる

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。



  美観を保ち
  草むしりが不要に

　「放っておくと雑草が生えてきて庭
がみっともない」「庭に次 と々雑草が生
えてきて手入れが面倒だ」。こうした
不満の解決に向けてエコジャパンが
開発したのが、珪藻土を活用した草
の生えない庭土「はえん土」である。
　「はえん土」は花崗岩などが風化
した真砂土（まさど）に珪藻土や硬
化剤をブレンドした庭土だ。3 〜
5cmの厚さに敷き詰めると、雑草が
伸びてくるのを防いでくれる。
　これまでも防草を目的とした庭土
はあったが、従来品との最大の差別
化ポイントは、珪藻土を混ぜた点に
ある。多孔質な珪藻土を用いること
で、真砂土だけを使った従来の防草
庭土にはなかった保水力がアップ。
雨水などが時間をかけてゆっくりと
浸透するので、施工面の下にある土
壌の軟化を防ぐほか、太陽の照り返
しを弱めてヒートアイランド現象を
緩和する。
　また、街路樹などの育成にも効果
を発揮する。歩道などに植えられた
街路樹は周囲をアスファルトで固め

られた上、わずかに残された土の部
分も年月の経過とともに硬化して水
を通さなくなり、結局枯れてしまう
ケースも多 あ々るという。こうした場
合、「はえん土」を施工しておけば、
雨水を保水しながら少しずつ土壌
に浸透させるので街路樹の保護、
育成にも役立つのだ。
　珪藻土は、県内の珪藻土製品製
造業者から成型の際に発生する残
余を活用している。

  一般消費者の
  ニーズを開拓

　エコジャパンは、土木工事を手が
ける（株）上田組（金沢市）が公共工事
が減少する中、新たな事業に挑戦
しようと立ち上げた会社である。こ
れまで、真砂土を主原料とした「優
土（ゆうど）」や廃瓦を主原料とした

「歩瓦（ふうが）」といった草の生えに
くい舗装材料を開発、販売してきた
実績を持つ。今春から販売を本格
化した「はえん土」はこれまで県内
自治体などに採用されている。
　今後の販売戦略について出口博
志社長は「公共土木工事や企業の

建築物にとどまらず、一般消費者へ
の販売を強化したい」と意欲を見せ
る。消費者自身が簡単に施工する
ことが可能で、メンテナンスも不要。
1袋20kg1680円と既存の商品に比
べ、1袋当たりの量を少なめにして、
価格も割安に設定した。
　出口社長は「庭やエントランス、犬
走り、お墓の周りなどにニーズがあ
る」と話し、今後、PR用のDVDなど
を活用しながら、ホームセンターでの
販売促進活動を強化する。

 “珪藻土”を活用して
 防草庭土の保水力を向上

「はえん土」の販路拡大に取り組む出口社長。除草
剤などの有害物質は一切使用していない安心・安全
な商品だ

�

これまでの施工事例。敷き
詰めた後、2回に分けて散水
し、養生するだけと一般消費
者でも簡単に施工できる

エコジャパン（株）
金沢市湯涌田子島町ホ134番地1
TEL.076-252-3900

■ 代 表 者 出口 博志出口 博志
■ 設 立 平成20年6月平成20年6月
■ 資 本 金 100万円
■ 従業員数 3名員数 3名
■ 業務内容 防草庭土、有機発酵 防草庭土、有機発酵
 肥料の製造、販売
● http://www.japaneco.com/

施工前

施工後

施工前

施工後



伸縮度を変えれば、肩から落ちに
くくしたり、胸を寄せて上げたり
と、女性のニーズに応える機能性
を実現できる。
　従来、編み物は糸のほつれが欠
点となり、ストラップには使いづ
らいとされてきたが、技術に改良
を加えた結果、同社の製品はほつ
れることがなく、繰り返しの洗濯
にも耐えられる十分な強度を確保
している。

  販路に応じた
  デザインを開発

　編みストラップは、すでに万喜の主
要取引先である大手下着メーカーが
販売する高級ブラジャー用として採用
実績があり、今後もこのメーカーに部
材として供給する。同時に、小泉万喜
男社長は「毎年多くの試作品を開発
するが、製品の完成度にかかわらず、
メーカーのコンセプトに合致しなけれ
ばお蔵入りになるケースも多い」と話
し、採用されなかったデザインについ
ては、他の国内メーカーに提案するほ
か、取替用ストラップとして単品での

販売も視野に入れている。
　また、販路拡大については、海外
市場も大きなターゲットと考えてい
る。海外のバイヤーからも「過去に見
たことがなく、インパクトがある」と高
い評価を受けており、すでに来年9月
にパリで開かれる素材展「パリ国際
ランジェリー展」への出展も決まって
いる。
　同社のラインアップは現在、日本
特有の“かわいい”と表現されるデザ
インがほとんど。これからは海外で
の販売を視野に入れ、ヨーロッパ向
けには大人っぽく、セクシーなスト
ラップ、アメリカ向けにはカジュアル
でポップなストラップといった具合
に、販路に応じたデザイン開発に力
を入れていく。

デザイン性、機能性に優れた
 “編みストラップ”を海外へ

（株）万喜
かほく市松浜イ31-1
TEL.076-285-0258

■ 代 表 者 小泉 万喜男小泉  万喜男
■ 設 立 昭和40年6月昭和40年6月
■ 資 本 金 1,000万円
■ 従業員数 10名
■ 事業内容 細幅織物の製造 細幅織物の製造
● http://www.manki.jp/

  編み物の欠点
  糸のほつれを解消

　万喜ではデザイン性と機能性
に優れたブラジャーの「編みスト
ラップ（肩ひも）」を開発した。編
み物の技術を使っており、量産す
るための生産体制を日本で初め
て確立。「地域産業資源活用事業」
の認定を受けて、今後、さらなる
商品開発と販路拡大に取り組ん
でいく。
　ストラップは現在、織物で作ら
れたものが主流である。ただし、織
物の場合、複雑な形や模様を表現
するには複数のパーツを縫製する
必要があるため、シンプルなデザ
インのものが多い。
　一方、同社の編みストラップは、
ピコットと呼ばれる小さなループ
状の飾りをはじめ、複雑で繊細な
模様、レースのような透かしなど
を一体的に編めるのが特徴だ。ま
た、肩にかかる部分からカップに
かけてストラップを2本に分岐さ
せることも可能とした。デザイン
面でバリエーションが増えるだけ
でなく、それぞれのストラップの

海外進出に意欲を見せる小泉社長。パリでのお披
露目に向け、ヨーロッパ市場で支持されるデザイン
を急ピッチで開発する

色や形もバリエーション豊富な編みストラップ。複雑な模様も連続的、一体的に編み上げる技術を確立した



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

（株）山下ミツ商店

http://www.mitsu102.co.jp/

豆腐にかける真摯な思いを
メルマガやブログで表現

■���　　白山市白峰チ62-6
   TEL.076-259-2024
■代表者　　山下  浩希
■創　業  明治20年

■資本金　　4,000万円
■従業員数　18名
■事業内容　大豆製品の製造、販売

［白山とうふ工房	山下ミツ商店］

　山下ミツ商店はおいしくて、安全・
安心な豆腐づくりに定評がある。原
料には、契約農家で栽培された国
産大豆をはじめ、白山の伏流水と天
然にがりを使用。手間がかかっても
消泡剤（大豆を煮るときに出る大量
の泡を消す添加物）を使わない上、
包装後、加熱殺菌せずに風味を守る
など、そのこだわりは素材から製法
に至るまで多岐にわたる。看板商品

であり、白山ろく特産の「堅とうふ」
は1丁600gが1050円と高値だが、
そのおいしさと食感が多くの人を
引きつけてやまない。
　同社の商品は本店（白山市白峰）
のほか、2つの直営店（めいてつ・エ
ムザ店／金沢百番街店）、県内のスー
パーなどで手に入るが、店舗に足を
運ぶことのできない全国の消費者
への販路を担っているのが、約6年
前に開設したネットショップである。
　ネットショップでは、同社の商品
紹介を中心に、豆腐を使った料理の
レシピなどが鮮やかな写真とともに
掲載されている。また、作り手の豆
腐づくりや商売についての考え方が
ダイレクトに伝わってくるコンテンツ
も魅力の一つだ。山下浩希社長はメ
ルマガやブログに原材料や製法、衛
生管理に対するこだわり、日々の試
行錯誤などを率直に記し、おいしく
て、安全・安心な豆腐づくりにかける
自身の姿勢を消費者に伝えている。

　ネットショップでの販売にあたって
は、豆腐という商材ならではの悩みも
ある。その一つが、ちょっとした衝撃
でも崩れやすいという点である。味
に問題はなくても、形が崩れてしまえ

ば商品価値は失われる。そこで、同
社では容器の材質や形状に改善を
重ねたほか、「私は豆腐です。手渡し
で大事に運んでください」と表記し
たシールを貼って配達業者に注意
喚起するなど、対策を施している。

　ネットショップの売り上げは徐々
に伸びてきてはいるが、それでもま
だ会社全体の数％に過ぎない。と
はいえ、「情報社会だけに、立地に左
右されないネットショップは必須と
考えており、将来は収益の柱に育て
ていきたい」と山下社長は力を込め
る。今年6月に大豆の播種の様子を
動画で撮影してブログで公開したと
ころ好評だったことから、これから
はネットショップ上に工場内の様子
なども動画で公開するなどして、商
品の独自性や安全性を分かりやす
くPRすると同時に集客につなげて
いく考えだ。

国産大豆100％の
こだわり豆腐を販売

集客力アップに向け
動画の活用へ

24歳でサラリーマンを辞め、家業を継いだ山下
社長。「豆腐は素材の味をいかに引き出すかが勝
負」と原料や製法に工夫を重ねる

看板商品の「堅とうふ」以外にも「ざる盛り豆腐」「青
竹よせとうふ」など、豊富なラインアップがそろっている

�

ネットショップは開設以来、少しずつコンテンツを充実させており、
豊富な情報量を誇る



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。

　大正 6 年に日本で初めて豆腐の製造装置を開発し
た高井製作所。その製品は北海道から沖縄まで、全
国の豆腐メーカーなどに納入され、30 〜 40％という
全国一のシェアを誇っている。
　同社が、特に得意としているのが、豆腐の凝固から
熟成、切断、パック詰めに至る一連の作業を自動化し
た大型連続生産システムだ。その性能は年を追うごと

に向上しており、1 時
間当たり5,000 丁を超
える生産能力は業界最
速である。
　品質や性能を改善
する一方で、納期の
短縮とコストダウンを
実現しようと、平成 14
年に ISICO の設備貸
与制度を利用してレー
ザー加工機を導入。そ
の後もこの制度を使っ
て、平成 19 年に複合
加工機、平成 21 年に

2 次元炭酸ガスレーザー加工機を設置した。
　こうした設備をそろえたことで、作業スピードが大
幅に向上。これまで受注から納品まで半年かかって
いた大型物件が、3 カ月で納められるようになった。
また、より複雑な形状の加工が可能となり、部品点
数が削減された結果、コストダウンが実現した。

　中小企業にしては珍しく研究室を設けている点も、
他社との差別化につながっている。約 30 年前に立ち

上げられた研究室で
は 5人の専任スタッ
フが豆腐やその製造
装置について研究を
進め、1 年に 1 台は
新製品を世に送り出
している。
　例えば、充填凝
固検品装置もその一つだ。これは、容器に豆乳とに
がりを充填した後、加熱して固める充填豆腐を検品す
る装置で、商品の外側からレーザー光を当て、その
屈折状況からしっかり固まっているかどうかを確認す
る。これまでは抜き取り検査が一般的だったが、こ
れを使えば全品検査が可能となる。豆腐メーカーに
加え、ヨーグルトの固まり具合を検査する目的で大手
乳業メーカーなどにも販売した。
　また、アフターサービスにも定評がある。機械の故
障やトラブルについては 365 日24 時間対応しており、
必要があれば、全国どこでも素早く駆けつける。
　「顧客を縁の下で支え、顧客と一緒に成長していき
たい」。高井東一郎社長はそう話し、これからも顧客
の潜在ニーズにこたえながら、成長につなげていく。

「新たな設備を導入することで、コストダウン、競
争力強化につながった」と話す高井社長

面倒見のよさに定評
研究開発も積極的

業界最速の
連続生産が持ち味
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（株）高井製作所
■ ������  石川郡野々市町稲荷1-1
  TEL. 076-248-1355
■ 代表者  高井  東一郎 ■ 設　　立  大正6年7月
■ 資本金  3,100万円 ■ 従業員数  71名
■ 事業内容  豆腐、油揚げ、豆乳の製造装置などの
  設計、製造、販売
● http://www.takaitofu.com/

レーザー加工機の導入で
納期短縮、価格低減を実現

5人の専任スタッフを擁する研究室。新製品開発の原
動力となっている

平成21年に導入した2次元炭酸ガスレーザー加工機。厚さ12mmまでのステンレス板を加工する



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。

組紐の技術で強度を向上

　スポーツウエア、アウトドアウエ
ア用の合繊織物などを製造する
丸井織物では、産学官連携によっ
て、次世代産業として注目を集め
る炭素繊維を成形、加工する技術
の研究に力を入れている。
　炭素繊維は鉄より強く、アルミ
より軽い優れた素材だが、価格が
高いことに加え、成形、加工が難
しいため、主に航空・宇宙分野や
スポーツ分野に用途が限られて
いる。裏を返せば、素材を成形し
たり、加工したりする技術開発が
進めば、産業分野などにまだまだ

多くの用途が見込まれるというわ
けだ。
　丸井織物は経済産業省の地域
資源活用型研究開発事業として、
平成19年度から組紐技術を用い
た長尺の炭素繊維強化プラスチッ
ク（CFRP）製品の開発をスタート。
数十本の炭素繊維にエポキシ樹
脂を含浸させた上で金型に引き
込み、それを引き抜きながら連続
的に成形する技術を確立した。斜
め方向に炭素繊維を配列すること
で剛性や強度を向上。引抜成形は
任意の長さで切断できるため、長
尺部品の生産が可能となる。
　京都工芸繊維大学の濱田泰以

教授が組紐の技術を提
供したほか、金沢工業大
学の金原勲教授と石川
県工業試験場繊維生活
部が製品の評価試験を
担当した。

人材育成などに
手応え

　この事業では、製品を
テレビ用の大型ガラス
パネルを搬送するロボッ
トアームに用いることを
想定して研究が進められ
た。「プリプレグ」と呼ば
れる一方向に並べた炭素
繊維に樹脂を含浸させた
シート状の素材を手作業

で芯金に巻き付け、加熱炉で樹脂
を硬化させる従来の方法に比べる
と、生産性が高まり、コストが低減
できる。剛性や強度もロボットアー
ムに求められる基準をクリアした。
　同社の宮本徹社長は「事業を通
して、炭素繊維の取り扱いや組紐
の技術、構造設計のノウハウなど
が得られ、人材も育成できた」と
成果を語る。同社では約10年前
からエアバッグやガムテープ、生分
解性繊維を使ったティーバッグな
ど非衣料製品の売り上げが伸び
ており、CFRPにも次代の収益
の柱と期待を寄せている。ロボッ
ト以外に建設、車両部材として用
途を見込み、今年度からは経済産
業省の戦略的基盤技術高度化支
援事業として、製造技術の高度化
に挑戦する。

産業分野での利用に向け
炭素繊維の加工技術を研究

組紐技術を取り入れて試作したロボットアームとバット。
炭素繊維を直角ではなく斜めに交差させることで、設計の
自由度が増し、強度も上がる

丸井織物（株）
■ ���　　　鹿島郡中能登町久乃木井部15
　 　　　　　TEL.0767-76-1337　TEL.0767-76-1337TEL.0767-76-1337
■ 代表者　　宮本 徹　宮本 徹
■ 設　立　　昭和31年4月　立　　昭和31年4月立　　昭和31年4月　　昭和31年4月　昭和31年4月昭和31年4月
■ 資本金　　5,718万4千円　5,718万4千円 
■ 従業員数　221名
■ 事業内容　合繊織物・編み物の製造
● http://www.maruig.co.jp/

炭素繊維の加工技術を磨く宮本社長。「各
社が連携して、北陸を炭素繊維複合材料の
産地にしたい」と意気込む
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昨年発生の「未曾有の不況」以来、今年は
「金融支援ガイド」「雇用維持のための助

成金ガイド」などについてできるだけ平易な表現で情報提供
してまいりました。また、「ピンチをチャンスに！」では、修羅
場を経験した経営者の方々のナマの声をお伝えしてきまし
た。特に、取材先での経営者の言葉「明けない夜はない」が
わたしにとっても励みになりました。来年も引き続き皆様に、
わかりやすく元気の出る情報を発信していきたいと思ってお
ります。なお、ホームページ上に機関誌 ISICOへのアンケー
トコーナーを設けましたので、ご協力願います。［発行月］ ��21年12月（年�回発行）［編集�力］ライター�ウス�金�市��町1-7��［���］�� �本確���金�市増泉4-10-10��21年12月（年�回発行）［編集�力］ライター�ウス�金�市��町1-7��［���］�� �本確���金�市増泉4-10-10年12月（年�回発行） ［編集�力］ライター�ウス�金�市��町1-7�� ［���］�� �本確���金�市増泉4-10-10���］�� �本確���金�市増泉4-10-10�］ �� �本確���金�市増泉4-10-10�� �本確���金�市増泉4-10-10 �本確���金�市増泉4-10-10�本確���金�市増泉4-10-10

イシコ・トピックス

　ISICO は 10 月 16 日、初の試みとして
東京有明ベイワシントンホテル（江東区
有明）で、県内 IT 企業（９社）と首都圏
の大手 IT企業、SEO 会社、ベンチャーキャ
ピタル等（8 社）とのマッチングを実施し
ました。
　積極的な商談が行われ、来年以降の
継続を期待する声も多くありました。

IT企業のビジネスマッチング
東京都内で初めて開催

東京で活発に情報交換
石川県受注開拓懇談会

●日本産 業デザイン
振 興 会 の「 グッドデ
ザイン賞 」 に ISICO 
vol.45 表紙でご紹介
したニシムラジグの

「サミッター」が初
受賞！

お知らせ

●「小松商店街鐵道」が開発したキャ
ラクター「サラリー犬

けん

」がデジタルコ
ンテンツを手がける都
内企業に採用され、携
帯 各 社、iPhone、iPod
を通じ国内外に発 信
されます。

　ISICO は 11 月 26 日、東京ガーデンパ
レス（文京区湯島）で 48 回目となる「石
川県受注開拓懇談会」を開催しました。
　谷本知事が大手、中堅企業にトップ
セールスをするもので、県内受注企業
74 社 94 名、発注企業 35 社 47 名が参
加しました。
　タガミ・イーエクス（能美市）の田上会
長が県内企業の近況を説明し、交流会
では、名刺交
換を通じて自
社をアピール
し、情報交換
しました。

ISICO 及び石川県では、平日に加えて土・
日・祝日においても経営・金融相談を実
施いたします。混み合うことも予想されま
すので事前の予約をお勧めします。

《　 が ISICO・県の窓口開設日》

「年末の経営・金融相談窓口開設について」

主に経営相談については 
【ISICO 経営支援部】

TEL ：076-267-1244
時間：10 時 ～ 17 時（平日は 9 時より）
場所：金沢市鞍月 2-20
　　　石川県地場産業振興センター新館 1 階

主に金融相談については
【石川県商工労働部経営支援課】
TEL：076-225-1522
時間：10 時 ～18 時　（平日は 9 時より）
場所：金沢市鞍月1-1  県庁行政庁舎 1 階相談コーナー
　　※平日の相談窓口は、県庁行政庁舎 12 階　　　
　　　商工労働部経営支援課内です。

なお、㈱日本政策金融公庫においても、以下の通り相談窓口を開設します。

公募情報

 ネットショップコンテスト
	石川 2009
石川県内のネットショップを表彰するコ
ンテストです。ふるってご参加ください。

石川県内に事業所を有する中小企業
（個人も可）とし、ネットショップ担当
者が県内の事業所で従事しているこ
と。ショッピング機能がある（買い物か
ごがある）ネットショップであること。

表彰内容

応募締切

対　象

URL http://www3.omisebatake-
isico.com/contest/

※詳細は下記Webサイトをご覧ください。

平成21年11月19日 ( 木 ) 
    〜平成22年1月8日 ( 金 )  17時

◆グランプリ  1店
　【賞金10万円／賞状／受賞バナー】

【金沢支店】（金沢市南町６－１）

・国民生活事業 ℡：076-263-7191
・中小企業事業 ℡：076-231-4275

【小松支店】（小松市園町ニの１）

・国民生活事業 ℡：0761-21-9101

◎ 期間 　平　日：12月 21日（月）  ～ 30日（水）10 時～18 時
 　土曜日：12月 19日（土）及び 26日（土）９時～17 時


