
（株）谷口（金沢市）が開発した新素材「柔らかな
木」で作った折り鶴。この素材は曲げても割れず、
加工しやすいのが特徴。バッグの材料などとし
て使われている（詳しくは 6 〜7ページをご覧く
ださい）。【表紙撮影／黒川博司】

（財）石川県産業創出支援機構  Ishikawa Sunrise Industries Creation Organization
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　舗装材の生産から道路や駐車場などの舗装
工事までを一貫して手がける金沢舗道では、下
水汚泥を利用したアスファルト合材「リビルドア
スコン」を開発し、着 と々施工実績を積み上げ
ている。
　舗装に使われるアスファルト合材は主に、ア
スファルト、砕石、砂、アスファルト廃材を砕い
た骨材、フィラーと呼ばれる充填材を混ぜ合わ
せて作られている。フィラーとは石灰岩の粉末
のことで、リビルドアスコンでは、このフィラー
の代わりに下水汚泥の焼却灰を混合した。天
然資源であるフィラーの使用を節減できるほか、
焼却灰の埋め立てコスト削減や埋立場の延命に
も役立つ。

　下水から排出される汚泥は通常、減容化を図
るために焼却された後、埋め立て処分される。
同社では、平成 7年に石川県からこの焼却灰を
有効利用できないかとの相談を受けて研究に着
手。焼却灰の粒子が、フィラーに酷似している
点に着目し、その代替品と
しての活用を模索した。
　実用化に向けて最も困
難だったのは焼却灰の無
害化だった。焼却灰からは
ヒ素やセレン、フッ素、ホ
ウ素といった重金属が溶け
出す可能性があったのだ。
そこで、同社では 5 年間
の試行錯誤の末、キレー
ト剤という特殊な薬剤を加
えてすべての重金属が溶
け出さないよう安定化処理
する方法を編み出した。
　平成17年には金沢市大
野町に下水汚泥焼却灰のリサイクルプラントを完
成させ、量産体制を整えた。こうした技術の開
発は全国でも初めてで、特許も取得した。
　「品質や価格は従来のアスファルト合材と変わ
らないので、より環境にいい材料として注文が増
えてきた」。そう笑顔を見せるのは同社の井川外
司社長だ。公共工事でも民間工事でも施工実績
を伸ばしているほか、他の舗装会社への販売に
ついても、近年ではリビルドアスコンの販売比率
が従来のアスファルト合材を上回っている。
　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、新たに金沢大学と共同

平成 18 年春に全線開通した金沢外環状道路山側幹線にも、
金沢舗道の「リビルドアスコン」が使われている

他社に先駆けた技術に自信を見せる
井川社長。「リビルドアスコン」への
注目度は高く、全国の業界団体等か
ら施設の見学依頼が寄せられている

全国初の技術開発で
下水汚泥を舗装材に再利用

地球温暖化などを背景に、近年、「環境」をキーワードにしたビジネスが活発化し、注目を
集めている。環境に配慮した製品や技術、サービスを開発することは、環境問題への貢献
はもちろん、コストの削減やビジネスチャンスの拡大、企業のイメージアップ、他社との差
別化につながるケースも多く、積極的に取り組む企業が増えてきた。そこで、今回の巻頭特
集では、地球に優しいモノづくりを手がけている県内企業3社にスポットを当てた。
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で鋳物廃砂の再利用に向けた技術開発をスター
トさせており、井川社長は環境技術に一層磨き
をかける考えだ。

　U字溝や歩車道境界ブロックなど、コンクリー
ト二次製品を製造する中島建設が開発したエ
コ・プロダクツは、組み立て式のコンクリート製
花壇「サブローさん」である。材料には、地元
産の砂・砂利に加え、コンクリート構造物を解
体したときに排出される再生骨材や北陸電力七
尾大田火力発電所で発生するフライアッシュ（石
炭灰）を混合。ユニークな商品名は、組み立て
後のサイズが奥行き30cm、幅 60cm、高さ
30cmになることから名付けられた。これまでに、
羽咋市内の商店街などで活用されている。
　「サブローさん」は大小 4枚のコンクリートパネ
ルから構成されており、ドライバー1本で、誰で
も簡単に組み立てることが可能。パネル1枚の
重さは約 5〜11kg で、組み立て後の総重量は
約 32kgになる。100 〜 200kgもあるという既
存のコンクリート製花壇に比べて、大幅な軽量
化を実現。同社の中島俊幸社長は川北町の異業
種交流グループ「もんじゅの会」に所属しており、

同会メンバーの意見を取
り入れ、さらに移動が便
利になるよう、オプション
で底板やキャスターを付
けられるように改良した。
　コンクリート製花壇は、
木製、あるいはプラスチッ
ク製の花壇やプランターと
違って、腐ったり、破損し
たりせず、丈夫で長持ちす
るのが長所だ。とはいえ、

重くて持ち運びには不便だったことから、「そんな
コンクリートのイメージを変えたい」（中島社長）
と軽量化に向けて開発を進めた。その結果、コン
クリートの材料に特殊な添加剤を加え、粘度を上
げることで、強度を保ちつつ、厚みを従来品の約
半分となる25mmに仕上げ、軽量化に成功した。
　現在は、販売促進に向けて、花壇単体だけで
なく、あらかじめトマトの苗を植えて家庭菜園セッ
トとして販売したり、「サブローさん」にフェンスを
取り付けた上でヘチマなどのツル植物をはわせグ
リーンカーテンとして販売できないか検討を進め
ている。
　中島社長は「公共工事は減る一方だが、コン
クリートの耐久性や安定性を生かしてアイデア商
品を作っていきたい」と知恵を絞っている。

　樋爪住宅研究所では、能登ヒバの間伐材や
端材を活用して家具を製作しており、今秋からエ
コ家具ブランド「noshu（ノーシュ）」の名称で販
売を本格化させる。ブランド名は能登国の別称

「サブローさん」はコンクリート製で安定感があり、背の高い花木を植える
のにも適している。天板を付ければベンチとしても活用できる（写真右）

丈夫なコンクリート製花壇
移動も組み立てもラクラク

能登ヒバの間伐材を家具に
林業活性化にも貢献

■所在地　金沢市長田 2-4-8
　　　　  TEL.076-223-4858
■代表者　 井川  外司
■設　立　昭和 41 年 2 月
■資本金　4,000 万円

■従業員数　41 名
■業務内容　舗装工事施工、　
　アスファルト合材・RC-40 製
　造販売、産業廃棄物処理
● http://www.tk-g.co.jp/

（株）金沢舗道

■所在地　能美郡川北町字橘
　　　　　レ103
　　　　　TEL.076-277-1101
■代表者　 中島  俊幸
■設　立　昭和 35 年 11月

■資本金　4,665 万円
■従業員数　32 名
■業務内容　土木建築工事、　
　コンクリート二次製品の製
　造販売

中島建設（株）

コンクリートの土台に横木を取り付けた木製ガードレール
など、オリジナル製品を数多く考案している中島社長
コンクリートの土台に横木を取り付けた木製ガードレール
など、オリジナル製品を数多く考案している中島社長
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である「能州」に由来。天板が六角形のテーブル
や丸テーブル、勉強机、イス、ベッドなど10 種
類をラインアップしている。
　今後、環境問題に関心の高い企業や一般消
費者をターゲットに見据え、自社のモデルハウス
やネットショップ「能登スタイルストア」などで販
売する計画だ。

　「ヒノキに比べて強度が高く、耐水性に優れて
いるため腐りにくい。その上、抗菌性があってシ
ロアリを寄せ付けない」。能登ヒバの特徴につい
てそう話すのは、家具のデザインを手がける樋爪
憲三社長である。樋爪社長は一級建築士であり、
羽咋市立粟ノ保小学校をはじめ、能登ヒバを使っ
た建築物の設計を数多く手がけた実績を持つ。
　そんな樋爪社長が能登ヒバの家具作りに取
り組み始めたのは平成 20 年のこと。金沢市内
にモデルルームを建てた際、なじみの製材所
が「何かに使ってほしい」と能登ヒバの間伐材や

端材を張り合わせた集成材を持ち込んできたこ
とがきっかけだった。
　建材として使えない間伐材や端材は通常、焼
却処分されるか、紙の原料となるチップ材として
安値で取引されてしまう。そこで、こうした木材
をデザイン性の高い家具としてリサイクルできれ
ば、環境に優しいと考えた。
　ナラやオークなど、家具材の90％は輸入され
ているため、「輸入材を使った家具に比べてウッ
ドマイレージCO2（輸送時の二酸化炭素排出量）
が1/4に抑えられる」と樋爪社長は胸を張る。
　また、付加価値を高めて販売することは、能
登ヒバの知名度向上や林業活性化にもつなが
る。奥能登では約 34万本の能登ヒバが、樹脂
の異常流出によって、幹が変形する漏脂病にか
かり商品価値を失っている現状があり、今後は、
こうした木材を有効活用した家具製作も視野に
入れている。

価格は国産手作り家具の約 70％程度で、丸テーブルが 81,900 円、イスが 33,600 円。
イスの座面には、ペットボトルから再生した布が貼られている

「いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活性化ファンド）に採択され、
補助を得られたことも商品化の後押しとなった」と話す樋爪社長

　今回紹介した 3 社に加え、環境に配慮した県内企業の製品や技術、サー
ビスを実際に見学したり、体感できるのが「いしかわエコハウス」だ。
　今年 4 月、金沢市鞍月にある石川県工業試験場前の緑地に建設された
エコハウスは「自然エネルギーを利用し、石川で快適に暮らす家」をコンセ
プトとし、最新のエコ技術がふんだんに盛り込まれている。
　環境に優しい暮らしのアイデアがたくさん詰まっており、住まいの省エネ設備な
どにも実際に触れられるので、新たなビジネスのヒントを得る場としても最適だ。

◎いしかわエコハウス

●金沢市鞍月 2-1　●TEL.076-266-0881　●見学時間 / 午前 9 時〜午後 5 時　●休館日 / 月曜日、祝日、年末年始

「いしかわエコハウス」では居住性と利便性を向
上させる一方、エネルギー消費量（二酸化炭素
排出量）の大幅な削減を実現している

地元のエコ・プロダクツが大集合

■所在地　金沢市三口町火
　　　　　225-1
　　　　　TEL.076-281-6024
■代表者　 樋爪  憲三
■設　立　平成 19 年 2 月

■資本金　1,930 万円
■従業員数　4 名
■業務内容　住宅、公共施設
　の設計・建築・施工
● http://hizume-cmo.jp/

（株）樋爪住宅研究所



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
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HALTELIBEIMA（ハルテリベイマ）

http://www.wa-shoku.net/

能登半島地震を機にUターン
飛び込み営業で売り上げアップ

■所在地 輪島市河井町2-286 Kビル3F
 TEL.0768-23-0363
■代表者 安原 信治

■創　　業 　平成19年4月
■従業員数 　5名（アルバイト含む）
■事業内容 　輪島の名産品・特産品の販売

［能登・輪島お取り寄せグルメ通販		輪食］
わしょく

「輪食」のトップページ。商品を紹介するコメントからは安原代表
の思い入れが伝わってくる。ISICO主催の「ネットショップコン
テスト2009」でファイナリスト賞を受賞した

　輪島産の干物や鮮魚、珍味を
販売するネットショップ「輪食」。
サイズ違いなども含めれば120
品目を超える商品はどれも安原
信治代表が、自らの舌で厳選した
ものばかりである。
　中でも一番売れているのはカ
レーだ。実はこのカレー、もともと
は安原代表の古里である門前町
の老舗ラーメン店で人気メニュー
だったもの。ラーメン店が能登
半島地震で閉店を余儀なくされ
たため、このまま幻の味となって
しまうのはもったいないと、冷凍
パック商品として復活させた。
　サイトをさらに充実させようと、
商品を紹介する動画の導入に向
けて準備を進めるほか、「新たに

能登地区全体の特産品を販売
するネットショップを開設したい」
（安原代表）と構想を温めている。

　そもそも安原代表がネット
ショップを立ち上げたのも能登半
島地震がきっかけだった。地震が
起こった当時、大阪の企業で働い
ていた安原代表は、地震のニュー
スを聞いて急いで故郷へと車を走
らせた。地元への愛着もなく、何
年も帰郷していなかったが、すっ
かり活気を失った故郷の様子に
強い危機感を抱き、Uターンを決
意。地域の役に立つ仕事をした
いとの思いから、地震から1カ月後
に「輪食」をオープンさせた。
　開設から約1年間、ネットショッ
プの売り上げは低迷した。経営が
軌道に乗り始めたのは、平成20
年の秋からだ。低迷する売り上げ
の打開策として、安原代表は東京

や大阪の飲食店への飛び
込み営業を開始。実際に足
を運んで輪島の食材を売
り込んだ結果、直接の販売
額が増え、それに伴ってネッ

トショップの利用者も増えていっ
たという。今でも月に3〜7日は
訪問営業に費やしており、「輪食」
の注文が飲食店関係者からだと
分かれば、すかさずあいさつに出
向き、卸価格を案内する。こうし
た取り組みが奏功し、今では売り
上げの60％を直接取引が占める
までになった。
　ネットショップの運営には「テ
クニカルなことよりも、なぜこの仕
事をやるのかという“思い”が大事」
と力を込める安原代表。地域を
元気にしたい一心で奮闘を続け
ている。

実際に食べて
商品を厳選

飲食店に営業して
直接取引を拡大

Uターンしてからは「同世代の頑張りに刺激を受け
ている」と話す安原代表。営業時にはサンプルの
ほか、iPadを使って商品を説明する

人気ナンバーワンの「門前屋忠兵衛の生カレー」（3袋入・1,305円）。
安原代表自身も大ファンだった味を再現した



Charange  for Future ■代表者　　谷口  正晴
■創　業　　昭和22年4月
■資本金　　3,000万円
■従業員数　22名

（株）谷口
■事業内容　

●http://www.keyaki-taniguchi.co.jp/

金沢市駅西新町2-19-17
TEL.076-223-5451

ケヤキ工芸品、碁笥、木
製工芸品・家庭用品・家具
の製造販売

曲げても割れず縫製できる
“柔らかな木 ”をバッグに
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　「国内消費の70％は女性によるものと言われてい
る。それならば、木の需要を伸ばすために何か女性
をターゲットにした新商品を作れないか」。谷口正晴
社長がそう考えて開発したのが「柔らかな木」と革
をコラボレーションさせたバッグである。
　「柔らかな木」とは谷口が独自に開発した素材で、
0.12〜0.15mmという薄さにスライスした木材の
裏面に、特殊な接着剤で不織布を張り合わせたもの。
折り紙のように曲げても割れず、針で縫い合わせる
ことも可能だ。
　同社のバッグは、
牛革やオーストリッ
チの表面に、この
「柔らかな木」を縫い
合わせて作られてい
る。原料はサクラや
ヒノキ、タモ、黒柿、
トチで、木の種類に
よって個性的な色合いや木目を楽しめる。どれも樹
齢100年以上の天然木を材料としているだけに、一
つとして同じ模様のバッグは存在しない。
　これまでにハンドバッグやトートバッグ、ショル
ダーバッグといったバッグ類のほか、財布、コイン
ケース、名刺入れ、パスケースを商品化。価格は牛
革のバッグで36,750円〜となっている。
　これらの商品は、同社がこれまで取引してきた首
都圏の大手百貨店、金沢市と穴水町にある自社店舗、
ネットショップで昨年6月から販売しており、1年

木と革が見事に
コラボレーション

木の新たな可能性を引き出す谷口社長は「木の文化に
親しむ人を増やしたい」と意欲を燃やしている

昭和22年からケヤキなどの国産木材を使って
食器や家具、インテリア小物といった木製工芸
品を製造する谷口。囲碁、将棋用品も手がけ
ており、中でも碁

ご け

笥の生産では約 65％と日本
一のシェアを誇る。安価で大量生産が容易な
新素材の登場やライフスタイルの変化によって
木製工芸品の需要は減少しているが、そんな中、
谷口では新たな経営の柱を作るため、独自の技
術開発によってファッションやステーショナリー
といった分野へと木の可能性を広げている。

財布や名刺入れはプレゼントとしても手ごろ。ちな
みに木目の部分は雨水がついてもシミにならない
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間で目標に掲げていた700万円の売り上げを達成し、
順調なスタートを切っている。

　

　同社が「柔らかな木」の開発にとりかかったのは、
今から10年前。インテリア小物や雑貨は順調に売
れていたが、食器やギフト品の需要は先細る一方
だったことから、「余力のあるうちに新たな事業の柱
を作りたい」（谷口社長）と新商品の開発に乗り出した。
　発想のヒントとなったのは、明かりを付けると木
目が浮かび上がる木製ランプシェードを製作したこ
とだった。谷口社長は木材をもっと薄く、もっと加
工しやすくすればさらに用途が広がると考え、開発
に着手。薄くスライスした木材は割れやすく、その
ままでは十分な強度や柔軟性が確保できないため裏
側に和紙や革を張り合わせたり、接着剤に改良を加
えるなど、試行錯誤を重ねていった。木材に樹脂を
含浸させて強度を高める方法もあったが、木の風合
いや香りを生かせる手法にこだわり、現在の針で縫
える「柔らかな木」を完成させた。
　2年前にバッグの試作品ができ上がると、社員一
人ひとりが実際に持ち歩いて不都合な点がないか、1
年かけてチェックし、改良を加えた。消費者の信頼
を獲得するには客観的なデータも必要と考え、石川
県工業試験場で水濡れ検査や引っ張り検査を依頼し
てお墨付きを得た。
　バッグの発売以降、横浜市の倒れたサクラの街路
樹をバッグにしてほしいとの依頼が寄せられたほか、
使われなくなった伊
勢神宮のヒノキの柱
を商品化できないか、
「柔らかな木」を車
の内装材として使え
ないかなど、これま
でに取引のなかった
企業等から問い合わ
せが入り、ビジネス
チャンスの拡大につ
ながっている。

　

　これらのバッグは、フランス語で森を表す「bois（ボ
ア）」と、英語で声を意味する「voice（ボイス）」に
ちなんで「BOIS（ボイス）」というブランド名で展
開している。ブランド名に込められているのは「お
客様の声を大切にしたい」との思いだ。
　谷口社長は「つい自分を基準にしてしまうが、お
客様の声を聞かなければ売れるものづくりはでき
ない」と話し、自ら百貨店や物産展に足を運ぶなど、
生のニーズを聞くことを心がけている。例えば、当
初販売した長財布には小銭を入れるファスナー付き
ポケットがなかったが、消費者の指摘を受けて改善
したところ、売り上げがぐんと伸びたという。
　ファッション分野に続き、今年7月には「柔らか
な木」を使ったマウスパッドやUSBメモリも商品
化し、今後はステーショナリー分野でのラインアッ
プ拡充も視野に入れる。また、ブックカバーなどを
自作してもらおうと、「ミシンで縫える木」として
シート状の素材だけでも販売している。
　「今売れるのは世の中にないもの。何を売ればよ
いか分からない中小企業が多い中、他社にない商
品を作って売れるのはありがたいこと」と谷口社長。
11月にはシンガポールで市場調査する予定で、「来
年はヨーロッパの国際見本市にも出展したい」と海
外での販路拡大にも照準を合わせている。

マウスパッドや USB メモリなどは、外国
人向けのお土産としても好評。シートは
折り紙のように扱っても割れない

商機拡大へ
バッグが広告塔に

消費者の声に即応
海外展開も視野

バッグの中ではトートバッグ（写真中央）が売れ筋。
温かみのある手触りで、木の香りも爽やかだ
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ヒットの予感

活性化ファンドに71事業を採択

地域の産業化資源を活かした
新ビジネス創出を支援

■ 中小企業による全国・海外市場を狙った産業化資源活用新商品等の開発・事業化に対する助成

　ISICOは、平成22年度の「いし
かわ産業化資源活用推進ファンド
（活性化ファンド）事業」に71事業
を採択しました。
　これは、全国最大規模となる
200億円のファンドの運用益を活
用し、県内中小企業の新商品開発
や販路開拓などを後押しする事

業です。伝統工芸品や農林水産
物、観光資源といった地域の「産
業化資源」を生かした新たなビジ
ネスの創出、農林水産業と商工業
の連携による「農商工連携」の取
り組み、医療機関等と企業との連
携による予防産業・健康産業等の
創出を目指す「医商工連携」の取

り組みを支援対象としています。
　9月2日には、県庁で採択決定通
知書の交付式が行われ、ISICO
の理事長を務める谷本正憲知事
が事業者一人ひとりに通知書を手
渡し、激励しました。
　今回は71事業の中から51事業
の取り組みを紹介します。

申請者名（団体名） 市町名 事業名 産業化資源

株式会社 相上漆器工房 輪島市 ちりかけ技法を応用した「輪島塗初の印鑑」「輪島塗印鑑ケース」の開発及び企画、販売 輪島塗

石川中央魚市 株式会社 金沢市 石川県産鮮魚の高度利用を目的とした加工商品販売事業
−『加熱飽和蒸気調理で魚を骨まで美味しく、ヘルシーに！』− カレイ、イカ、ブリ等

株式会社 いわずみ 能登町 能登大納言小豆を活用した「キャラクター型たい焼き・人形焼」の開発・販売 能登大納言

奥田染色 株式会社 金沢市 天然素材の加賀染「あかね」をブランドコンセプトに、生活提案型の商品開発と販路開拓事業 加賀友禅

株式会社 鏑木 金沢市 美味しさを引き出す酒盃 〜日本酒とともに海外へ〜 九谷焼

上出長右衛門窯 能美市 海外著名デザイナーと長右衛門窯との協働による新商品開発事業及び販路開拓事業 九谷焼

株式会社 北市漆器店 加賀市 山中漆器における自社ブランド「Kaze-ya style」においてのレンジ、食洗機、冷凍庫対応商品の開発及び
漆塗商品の食洗機及び冷凍庫対応商品の新規開発及び新規ブライダル市場への販路開拓及び拡大事業 山中漆器

北川ヒューテック 株式会社 金沢市 珪藻土をハニカム構造の紙に塗布した消臭剤の研究開発・製品化・販売促進事業 珪藻土

株式会社 気谷 かほく市 当社独自に開発した「風合いの柔らかい・伸びる・硬くならないストレッチ性糊」を活用した
「ストレッチ性プリント」及び「ストレッチテープ」の開発と販路開拓 細幅織物・化合繊維物

きたむら農園 加賀市 障害のある子らが付加価値をつける「ブドウ」を活用した新しい菓子ブランドの開発と販路の構築 加賀のブドウ

有限会社 京武蔵 金沢市 加賀野菜等を活用した「加賀精進料理」の商品開発と全国発信
〜野菜ソムリエが提案する金沢新スタイル精進料理〜

加賀野菜、加賀丸いも、
金沢青かぶ

株式会社 見城亭 金沢市 艶やかさと雅が彩る ひがし茶屋街「懐華樓」 こだわりの祝宴 金沢スタイルウェディング展開事業 金沢の茶屋街等

合鹿塗・大宮工房 能登町 合鹿椀復興による特産品開発と販路開拓 合鹿椀

株式会社 五彩 能美市 九谷焼オブジェ市場の創造開拓事業 九谷焼

有限会社 小山カバーリング かほく市 コラーゲン配合糸（パールマザー）を利用した商品開発及び販路開拓事業 ねん糸、かさ高加工糸等

株式会社 芝寿し 金沢市 『美味しさ持続』による新市場進出、販路拡大事業 県産米

株式会社 銭屋 金沢市 銭屋・加賀料理の海外市場開拓・プロモーション事業
−欧米・中東における集客ルートの確立− 加賀料理

株式会社 中田エンジン 白山市 里山における竹資源を原料とする商品の販売展開事業 能登の里山里海等

能登珪藻土研究会 七尾市 金沢美術工芸大学と連携した珪藻土商品開発・販売開拓プロジェクト
「能登珪藻土グルメ窯の商品化並びに食関連商品の開発」 珪藻土

有限会社 能登食品工房 白山市 加賀野菜入りウインナーソーセージの商品改良・販路開拓事業と新レトルト商品の開発 加賀野菜・加賀丸いも

能登町地域資源利活用協議会 能登町 地域と高校の連携による能登町ブランド実現プロジェクト いしり、イカ、アワビ等

箔座 株式会社 金沢市 自社開発・新箔『純金プラチナ箔』を活かしたファッション・コスメの商品開発と首都圏での販路開拓 金沢箔

長谷川 株式会社 金沢市 自然風化を促進し粉骨化を早める機能を取り入れた機能性に優れた新型墓石とペット墓石
及び手元供養商品の製造、販売計画 珪藻土

株式会社 ひまわりほーむ 金沢市 ひまわりほーむが提案する山中塗り造作家具の開発と販路開拓事業 伝統工芸品、山中漆器

株式会社 フォーティックデザイン 金沢市 絵本作家との協業による九谷焼雑貨新商品の販売展開事業 九谷焼
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■ 中小企業による全国・海外市場を狙った産業化資源活用新商品等の開発・事業化に対する助成（小規模企業枠）

■ 新しい食品加工ビジネスモデル構築等に対する助成

■ 農林水産物の一次加工施設整備等に対する助成（新しい食品加工ビジネスモデル構築等に対する助成を含む）

申請者名（団体名） 市町名 事業名 産業化資源

株式会社 福富 金沢市 「加賀百万石の技」加賀野菜を染料とし、加賀友禅の技法を取り入れた、ストールの商品開発と販路開拓 加賀友禅、加賀野菜、ねん糸等

有限会社 福屋製菓 白山市 「強いぞビーバーの復活!」石川米と地元産甘エビ等の魚介類を使った新たなビーバーのシリーズ化と販売展開事業 石川米・甘エビ

フルタニランバー 株式会社 金沢市 特殊熱加工を施した能登ヒバによる新商品開発及び販路開拓事業 能登ヒバ（アテ）

MAGIC 金沢市 新たな伝統工芸スタイルと資源を活用した専売技術による純金「印箔商品」の拡大販売と技術の熟成 金沢箔、加賀友禅等

マルゼン 岩田商店 能美市 ポーション（小型カップ）ミルクの保持具の開発と洋食器市場における九谷焼の販路開拓事業 九谷焼

株式会社 マルトモ商店 金沢市 加賀の伝統工芸を活かした「手漉き和紙の手紙セット」の製作・販売事業 和紙、山中漆器

有限会社 メルヘン日進堂 珠洲市 能登野菜を使用したバームクーヘンラスクのブランド開発事業 能登野菜・能登大納言等

山成商事 株式会社 七尾市 「能登大納言」と「石川米」を使用した「能登おはぎキット」の開発、及び販売展開事業 能登大納言、石川米、塩

よろづや観光 株式会社 加賀市 石川県の地域産業資源食材を使用した「お届け石川の旬グルメ・お宿の味」開発事業 山代温泉、加賀料理等

レインボーキャンドル事務局 金沢市 世界初！「レインボーキャンドル」虹色の炎 その他

申請者名（団体名） 市町名 事業名 産業化資源

アロマ香房焚屋 金沢市 石川の香りを世界に発信する！ 化合繊織物・和紙等

池田商店 金沢市 新しい味のこんか漬け「こんかこんか」の品質向上、販路拡大と新商品（フレーク）の開発・販路開拓事業 魚の糠漬け

イルピアットハタダ 七尾市 能登の産物でイタリア料理。野菜、肉、魚介類で無添加パスタソース等の開発、シリーズ化と販路開拓 能登野菜

御菓子処 中條 中能登町 地元産古代米を活用した和スイーツ「古代米シリーズ」の商品開発と販路開拓事業 和菓子（古代米使用）

オリケン 株式会社 羽咋市 和紙織物「Nekiro」（ネキーロ）のファッション衣料部門販路開拓及び新たな用途開発事業 化合繊織物

株式会社 久世酒造店 津幡町 当社独自の自家製酒米「長生米」を主原料とした酒粕風味の調味材「塩粕一夜漬けの素」の商品
改良及び販路開拓と当調味料を利用した新たな用途開発 石川米、清酒

心結 金沢市 長町武家屋敷や東茶屋街をテーマに「きもの」de観光を全国に発信する旅行プランの開発及び
販路開拓 〜伝統の現在（いま）を満喫〜

東茶屋街、
長町武家屋敷

谷川醸造 株式会社 輪島市 輪島の地域資源を素材とする「健康調味料シリーズ」の開発・製造・販売
〜能登の味を全国に発信するニュープラン〜 海藻、アワビ、塩

マリブデザインファクトリー 小松市 九谷焼ゴルフマーカー「彩華-SAIGA-」の応用と伝統工芸の新分野開拓商品の企画・開発・販売展開事業 九谷焼、山中漆器等

有限会社 丸山ぶどう園 加賀市 豊富な品種を活かした商品開発とブドウ園景観提供事業 ー廻って、穫って、食べて、ブドウカフェでスイーツー ブドウ

横井商店 能登町 松波飴を甘味調味料とした新たな用途提案 〜料理レシピ開発によるBtoC販路の拡大〜 和菓子

吉市醤油店 白山市 剣崎ナンバと長熟諸味による、醸（かも）す辛味調味料の品質改良及び販路開拓事業 白山伏流水

申請者名（団体名） 市町名 事業名 連携体

株式会社 アンヤット 小松市 小松産六条大麦を使った食品開発、並びに地域ブランドの構築・販路開拓事業 小松市農業協同組合

有限会社 菜香樓 金沢市  “やっかい者”転じて“高級食材”となる事業 −大型クラゲの食材利用加工研究開発事業− 鹿渡島定置

株式会社 サンライフ 能登町 「能登地鶏ブランド」商品群の開発と販路拡大
−塩プリン、大納言ロール、コラーゲンたっぷりスープなど地鶏を能登の資源で味付け−

 (株)サンテック、特定
農業法人(有)すえひろ

申請者名（団体名） 市町名 事業名 連携体

株式会社 四十萬谷本舗 金沢市 ブリ、イカ、加賀野菜などいしかわの食材にこだわった新製品開発とかぶら寿しの海外展開事業 石川県漁業協同組合、
四十萬谷本舗農事部

谷本知事から採択決定通知書を受け取った事業者の皆さん。おのおのが提案した事業の成功に向け意欲を燃やす
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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。

　設計から加工、アセンブリ、検査
までを一貫して手がけ、世界的にも
シェアや知名度の高い大手メーカーに
各種専用機械を供給しているヨシオ工
業。自動車のエンジン部品であるピス
トンリングの研磨機、プリント基板の
検査装置、樹脂加工機、魚の切り身
加工機など、製造する機械は実にさま
ざまである。ほとんどがOEM（相手
先ブランドによる生産）だけに、製品
自体に同社の名前が付くわけではな
いが、「どんな難しいものでも、頼め
ば何とかしてくれる」と言われるほど、
業界内での信頼は厚く、全国から難
易度の高い注文が寄せられている。
　生産設備の充実を図ろうと、昨年
3月には、ISICOの設備貸与制度を
利用して横形マシニングセンタを導入
した。購入から20年以上経ったマ
シニングセンタが更新の時期を迎えて
おり、リーマン・ショックによる景気
低迷で高性能の工作機械が値下がり
していたことに加え、1年間の支払猶
予期間が設けられていたこともあって、
導入に踏み切った。
　「マシニングセンタの導入によって、
これまでよりも精度を維持しやすくなっ
た」と話すのは同社の徳野与志一社長
である。高度な加工技術と精度は同

社の生命線だ。例えば、自動車メーカー
各社は燃費向上に向けしのぎを削って
いるが、燃費のいいエンジンを作るた
めには、精度に優れた部品が不可欠と
なる。当然、同社の主力製品であるピ
ストンリング研磨機にもミクロン単位の
高い精度が求められるというわけだ。

　円高の影響で二番底の懸念がある
とはいえ、すでに来年夏まで工場の
スケジュールはびっしり埋まっている。

これは、特定の取引先、製品に偏る
ことなく、時代に応じて求められる製
品を作っているためで、現在はノート
パソコンや携帯ゲーム機に使われる
2.5インチハードディスクの加工機の受
注が伸びているという。
　もちろん好調の要因は顧客の要望
に応える技術力だけではない。徳野
社長は営業マンとして3,000台を超え
る自社ブランドのラジアルボール盤を
全国で売り歩いた経験があり、今も
当時の人脈を活用したトップ営業に余
念がない。
　同社はかつて、機械メーカーの下

請けが主力業務だったが、仕事
は単純作業の繰り返しが多く、
離職率も高かったことから、約
20年前から技術志向の企業へ
と舵を切った歴史がある。
　それだけに、徳野社長は「単
なる下請けではなく、一流のパー
トナー企業になりたい」と話し、
顧客にメリットをもたらす提案に
力を入れている。

時代のニーズに応え、
多様な機械を製造

大手メーカーのOEMで高評価
目指すは一流のパートナー企業

ヨシオ工業が導入した森精機製作所製の横形マシニングセンタ。振動を最小化する独自技術が取り入れられており、高速・
高精度加工を実現している

徳野社長の背後に見えるのは一昨年に導入した北陸最大規模の大型五
面加工機。東芝機械マシナリー製で、幅4メートル、長さ10メートルまでの
部品を加工できる

ヨシオ工業（株）
■ 所在地　白山市横江町1843-6
　　　　　 TEL.076-276-2525
■ 代表者　徳野  与志一
■ 創　業　昭和36年10月
■ 資本金　　3,200万円
■ 従業員数　35名
■ 事業内容　各種専用機機の開発・設計・製造
● http://www.yoshio.co.jp/

新加工機導入で
精度維持が容易に
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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。

指向性スピーカーの
実用化に向け用途を探る

　金沢大学理工研究域電子情報学系・ディジタルシス
テム研究室では、複数のスピーカーを一列に配列したス
ピーカーアレーのシステムに対して２次元ディジタル信
号処理を導入して種々の指向性音響ビームの形成法を
開発し、システムの可搬性・操作容易性や用途に合わせ
た指向性ビームの最適な設計を進めるなど、アレース
ピーカーの実現に向けて取り組んでいます。
　この方法は、所望の指向性ビームの特性（ビームの方
向、角度幅、焦点距離など）とスピーカーアレーのサイズ
（ユニット間隔とアレー長）を設定して、それらを満たす

２次元ディジタルフィルタの係数導出が一方的に行え
る効果的設計法であり、研究室では指向性アレーマイク
ロホンの開発にも取り組んでいます。

Message from Another Side

特定の場所に音声を発信

　各種システム開発を手がけるソラ
ン北陸は、特定の方向にだけ集中
して音を伝える指向性スピーカーシ
ステムの実用化に取り組んでいる。
　このシステムはもともと、金沢大
学理工研究域電子情報学系の西川
清教授が開発したもの。複数のス
ピーカーを一列に配置したアレース
ピーカーを用い、各スピーカーから
出力される音のタイミングをずらすこ
とで、レーザービームのように、ごく
限られたエリアにだけ音を発する。

　これまでは、音を飛ばす方向が
固定されていたが、ソラン北陸で
は、音のビームが出力される方向を
自由にコントロールできる可動化ソ
フトを開発。人感センサーと組み合
わせれば、歩いている人を追従す
るように音を流すことも可能になる。
金沢大学から案内をもらって、同社
の社員が試作品を見学したことを機
に連携が始まり、平成 21年度には
ISICOの支援も受けた。

多様な企業に市場調査

　同社の大西吉國社長は指向性ス
ピーカーを新たなビジネスシーズと
とらえ、可動化ソフトの開発を終え
た今、製品化に向けた市場調査に
力を入れている。
　美術館・博物館などの展示物の
音声案内、限定された空間での音
楽・テレビ視聴、駐車場出口で注
意を促す音声案内など、想定される
用途はさまざま。同社では製造業
や流通業、金融業、旅客業など、
幅広い業種の企業、あるいは自治

体とアライアンスを組んでシステムを
開発してきた経験があり、これらの
ネットワークを生かして、市場のニー
ズに沿った用途を模索している。
　大西社長は「音声を流す方向を
自由に制御できる上、超音波など
を使った従来の方法に比べて音
質が優れている」と優位性を強調。
今年度中に有力な用途や協力企業
を見いだし、来年度以降、製品化
に取り組む計画だ。

■ 所在地 　金沢市本町2-11-7
　　　　　　金沢フコク生命駅前ビル8F
　　　　　　TEL.076-233-3240
■ 代表者 　大西 吉國
■ 設　立 　平成15年4月
■ 資本金 　5,000万円
■ 従業員数　60名
■ 事業内容 ITコンサルティング、ソフトウェア開

発、情報セキュリティサービス、情報
機器・パッケージ販売等

● http://www.sorun-hokuriku.jp/

ソラン北陸（株）

大西社長は「ISICOを活用して、今後は、ほかのテー
マでも大学と積極的に連携したい」と意欲を見せる

指向性アレースピーカーシステム

国立大学法人金沢大学
理工研究域
電子情報学系・ディジタルシステム研究室
教授　西川 清

〒920-1192　金沢市角間町
TEL：076-234-4839
Email :nisikawa@ec.t.kanazawa-u.ac.jp



イシコ・トピックス

来場者募集！

出店企業72社が決定！！

革新的ベンチャービジネスプラン
コンテストいしかわ

「石川のこだわり商品フェア2010」

開催概要

募集内容

■日　時
■場　所

■定　　員
■参  加  費
■申込締切

平成22年10月26日（火）13：30〜17：30
石川県地場産業振興センター新館 1Fコンベンションホール

（金沢市鞍月2-20）

200名（先着順）定員に達し次第、申し込みを締め切ります。
無料（交流会に参加する場合は、2,000円が必要となります）
平成22年10月20日（水）

「天然ブリのたたき」
（株）宮商

加賀丸いも焼酎「のみよし」
（株）宮本酒造店

九谷焼と山中漆器のUSBメモリ
（株）朝日電機製作所

7人の起業家が独自の技術や
アイデアを披露する

（写真は昨年度の様子）

開催概要
■日　時
■場　所

平成22年11月3日（水・祝）〜8日（月）10：00〜19：00（最終日は18：00終了）
香林坊大和8Fホール（金沢市香林坊1-1-1）

　ISICOでは、将来の石川県を代表するような企業（革
新的ベンチャー企業）を発掘するため、今年で4回目
のビジネスプランコンテストを公開で開催します。
　つきましては、コンテストの来場者（入場無料）を募
集致しますので、この機会にぜひ、7人の精鋭たちの
プレゼンテーションをご覧ください。

　IS I COが11月3日〜8日に香林坊大和（金沢市）で開催する「石川のこだわり商
品フェア2010」の出店企業72社が決定しました。
　同フェアは活性化ファンドをはじめとする各種支援制度を活用して県内中小
企業がこれまでに開発した商品を一堂に集め、県内消費者等からの評価を通じ
て、今後の商品開発力向上や販路開拓につなげていくことを目的としています。

［発行月］ 平成22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

　季節はすっかり秋めいてきましたね。秋
と言えば『食欲の秋』『読書の秋』『スポーツ
の秋』『行楽の秋』などいろいろとあります
が、皆様は秋と言えば何を連想しますか？
　私にとって秋と言えば・・・やっぱり『食
欲の秋』！そんな私の食欲を満たしてくれ
る、新たな味覚との出会いも取材の楽しみ
の一つです。今回のネット進出レポートで
ご紹介している、輪島の食材がたくさん掲
載されている通販サイト「輪食」でも、早
速おいしそうな商品を発見しました。
　それが同サイトのイチオシ商品で、総合
ランキングでも一番人気の『門前屋忠兵衛
の生カレー』。このカレーは旧門前町出身
の方であれば慣れ親しんだ味だそうです。

何でも門前出身の私の上司も、このカレー
を食べて育ったとか。その味がとても気に
なり、取材後すぐに注文しました。
　調理はいたって簡単！冷凍された生カ
レーを自然解凍後、熱湯で5〜6分温め、
ご飯にかけるだけ。働く主婦には、何とも
ありがたい商品であります。気になるお味
の方は、野菜の旨味が凝縮された深くて
コクのある味わい。本格カレーを自宅で
も手軽にいただける逸品でした。カレー
の他にも能登のおいしい食材がたくさん
紹介されていますので、皆さんもぜひ一度
ネットショップ「輪食」を訪ねてみてはいか
がでしょうか。（藤）

所定の申込フォームよりお申し込みください。
来場申込フォーム
http://www.isico.or.jp/zoneinfo/h22v-contest.htm

お 申 し 込 み

（財）石川県産業創出支援機構  経営支援部  新事業支援課
TEL 076-267-1244　FAX 076-267-3622　e-mail info@isico.or.jpお問い合わせ先


