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ネットショップコンテスト北陸2011

講演／ 栗原 康浩 氏
「ところてんの伊豆河童」店長／（株）栗原商店 専務取締役
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  対象は北陸3県
  よりハイレベルに

　ネットショップ運営者に対して、「評
価を受ける機会の創出」「優れた事例
から学ぶ機会の提供」「仲間と出逢う
機会の設置」を目的に企画されたこの
コンテストは、今年で3回目の開催を
迎えた。これまでは石川県内の店舗
のみを対象としていたが、さらにレベ

ルの高いコンテストを目指し、今回か
ら（財）富山県新世紀産業機構、（財）
ふくい産業支援センターと連携し、北
陸3県に対象を広げた。
　応募があった196店について、北陸
3県の専門家ら12人の審査員が集客・
販売のための工夫などを評価。表彰
式当日の最終審査により、グランプリ、
準グランプリ、第3位、ベスト10賞、地域
貢献賞の合計14店舗を決定した。石
川県の店舗では、第3位に「ダンボール

ワン」〔（株）ダンボール・ワン〕、ベスト10
賞に「農産工房金沢大地」〔（株）金沢
大地〕、地域貢献賞に「津田水引折型」

〔（有）津田水引折型〕が選ばれた。

  商品への深い愛着が
  安心感、信頼感に

　では、上位に入賞したネットショッ
プはどのようなポイントが評価され
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一点ものが多いアンティーク家具
は、ネットショップでは扱いにくい
商品ですが、当店では一点一点に
ついて、こまめに撮影、更新作業
を行っています。女性がターゲット
ですから、女性目線のページづくり
を心がけており、スタッフも私以外
はすべて女性です。今日はスタッフ
全員と喜びを分かち合います。

生産者のこだわりを詳しく掲載する
など、商品紹介ページを丁寧に作り
込んでいるほか、ブログを毎日更新
したり、田んぼや農作業の様子を
動画でアップしたりと情報発信に力
を入れています。商品発送時に、稲
穂を一緒に入れたり、畑でとれたジャ
ガイモをサービスするなど、細かな
気配りも人気の秘密だと思います。

アンティークショップ
Handle ふくい味覚倶楽部
水野商品館（福井県福井市）

オーナー・ディレクター
水野 慎太郎 氏

（株）システムグラフィ
齊藤 洋行 氏

（ネットショップの制作を担当）

（株）渡辺米穀（福井県坂井市）

ISICOは3月2日、県地場産業振興センター新館で「ネットショップコンテスト北陸2011」の表彰式とモチ
ベーションアップセミナーを開催した。当日は、水野商品館（福井県福井市）が運営する「アンティークショッ
プHandle」がグランプリを受賞したほか、人気ネットショップ「ところてんの伊豆河童」の栗原康浩専務取
締役が講演。今回の特集では、上位入賞サイトの取り組みや審査員の講評から、商売繁盛の極意を考察する。

受賞者の声
グランプリ 準グランプリ

巻 頭 特 集 北陸3県の196店舗の中から各賞に選ばれた皆さん。
受賞を励みに、一層の飛躍を誓った



たのだろうか。まず、共通するのは、取
り扱う商品に対して深い愛着、思い入
れが感じられるということだ。
　グランプリに輝いた「Hand le」が
販売するアンティーク家具はほとん
どが一点ものである。にもかかわらず、
一つひとつの商品紹介ページには、
ふんだんに写真が盛り込まれ、丁寧
な作り込みがなされている。また、販
売している家具を使って部屋のコー
ディネートを提案したり、日頃のお手
入れ方法を解説するなど、多彩なコン
テンツからも愛情がにじみ出ている。
　準グランプリを受賞した「ふくい
味覚倶楽部」も、「精米後、3時間以
内に発送」など、おいしい米を食べて
もらうための4つのこだわりを分かり
やすくアピール。商品についても、生
産者の思いや栽培方法の工夫が詳
細に書きつづられている。
　店主がほれ込んでいない商品に、
消費者が興味を示すはずがない。こ
だわりを丹念に紹介することが、消
費者の購入意欲を刺激し、ショップ
への安心感と信頼感につながるのだ。

  写真は大きく美しく
  細部までしっかりと

　商品の特徴を伝える際、テキスト
以上に重要な役割を果たすのが写
真である。上位入賞店に掲載されて

いる写真のクオリティや見
せ方はどれも秀逸だ。
　例えば、「Hand le」では
アンティーク家具の横に人
物を立たせ、商品の大きさ
を分かりやすく伝えている
ほか、さまざまな角度から商
品を撮影し、細部の状態も
しっかりと見せている。また、
実際に部屋の中に商品を置
いて撮影しており、購入後の
イメージをわかりやすく伝え
ている。
　「ふくい味覚倶楽部」はトップペー
ジに明太子をのせた炊きたてのご飯
の写真を掲載。「見ているだけで食
べたくなる写真で、潜在ニーズの掘り
起こしに役立つ」と審査員から高い
評価を受けた。
　実物に触れたり、試食することので
きないネットショップだからこそ、形や
大きさ、質感といった情報を大きく美
しい写真で伝えることが大切なのだ。

  購入者や商品に
  マッチしたデザインを

　購入者層や商品とネットショップの
デザインがマッチしていることも入賞
店舗の共通項だ。
　家具や雑貨などを扱う「Hand le」
は、温かみのあるデザインで、ページ

を手書きチラシ風に表現するなど、
女性向けの模範サイトと評価された。

「ふくい味覚倶楽部」は洗練されたデ
ザインとは言えないが、農家の素朴な
雰囲気がページから見て取れる。ネッ
トショッピングに不慣れな高齢者が
注文しやすいよう、フリーダイヤルの
番号をトップページの上部に分かり
やすく配置した点も、購買層を強く意
識した結果だろう。必ずしも格好よく、
スタイリッシュなデザインが求められ
ているわけではない。
　このほか、購入者が普段見られな
い手仕事の様子を動画で紹介したり、
フェイスブックを使って情報発信する
など、新たな試みも目に付いた。
　出店すれば売れる時代から、淘汰
の時代へ。激化する競争を勝ち抜く
ために、このような観点からぜひ自店
を再点検していただきたい。
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自社ショップを立ち上げたのは 5
年前のことです。10 年前に開店
した楽天市場店と合わせて、今で
は売り上げの 80 〜 90％をネット
ショップが占めるまでになりました。
昨秋には引き戸に特化して、新たな
店舗をオープンしました。これから
も、伝統的な木工技術と IT を駆使
して挑戦を続けます。

自動見積もり機能など、システムに
は自信があるのですが、まだまだ自
己満足のサイトに過ぎません。利
用者の声や審査員の評価を参考
に、今後は、スタッフの写真を掲
載したり、商品への愛着をもっと前
面に出したりするなど大幅な改良を
加え、来年はさらにバージョンアッ
プして、挑戦したいと思います。

組子欄間 タニハタ ダンボールワン

代表取締役
谷端 信夫  氏

ウェブマスター
辻 俊宏 氏

（株）タニハタ（富山県富山市） （株）ダンボール・ワン
（石川県七尾市）

第3位 第3位

審査を担当した専門家らが、入賞した14店舗について、評価の
高かったポイントや今後の改善点などをコメントした
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「虎の穴」で学んだ
ノウハウを実践

使命に気付かされた
１通のメール

伊豆の天
てんぐさ

草を
全国に広めたい

生き残るためには、
商品への愛情をもっと深く

こんな小さな会社・商品でもよみがえり10年続けられた
講師／栗原 康浩 氏　「ところてんの伊豆河童」店長／（株）栗原商店 専務取締役
◎「第14回日本オンラインショッピング大賞」特別賞受賞

　「ところてんの伊豆河童」では、富
士山のわき水と伊豆の海女さんが手
摘みした天

てんぐさ

草を原料に、昔ながらの
製法で作ったところてんを販売してい
ます。もともとはスーパーへの卸販売
をしており、平成12年に、安さだけが

求められるスーパーとの取引をやめ、
ネット販売に移行しました。
　当初は月に3万円しか売れませんで
したが、4年後には月商1,000万円を
達成するまでになりました。反転攻勢
のきっかけとなったのは、楽天が主催
する合宿講座「虎の穴」でした。これ
は、ネットショップの店長らが売り上げ
の10倍アップを目指して、自分の店舗
でやってきた施策を見直し、成果の上
がった取り組みを共有する場です。
　私はこの講座で、白だし販売で人気
の「味とこころ」を運営する犬塚社長
をはじめ、多くの人気ショップの方々 か
らノウハウを学び、実践したのです。

　当時は、儲かればいいと、専門では
ないカニを売ったことさえあったので
すが、ある出来事を契機に大きく考え
を改めました。
　その出来事とは、平成17年に突如
起こったところてんブームです。人気
テレビ番組で「ところてんがダイエッ
トに効く」と放送されると、翌日以降、
スーパーの棚からところてんが消え、
ネットショップにも信じられない量の
注文が寄せられました。
　しかし、こんなブームがいつまでも
続くはずがありません。その後は値
下げしても売れず、倒産する企業も
相次ぎました。ところてんが売れなく
なると、伊豆産の天草の価格は暴落。
当然、海女さんも漁に出なくなりまし
た。天草は多年生の海藻で、毎年取
らないと衰退してしまいます。まさに
伊豆ところてんの危機でした。
　そんなとき、１通のメールが届きま
した。それは、亡くなった母親の仏前
に供えるため、当社の商品を購入した
娘さんからのメールでした。お母様は
伊豆出身で、ところてんが大好物。以
前はスーパーで買ったものを食べてい
たそうですが、娘さんが当社の商品を
食べさせたところ、「やっぱり伊豆のと
ころてんは最高」と自慢し、喜んで食
べていたそうです。そのメールは「母
の晩年に、本当に好きだったものを食
べさせてあげることができ、感謝いた
します」と結ばれていました。

　私はこのメールを読んで目頭が熱
くなりました。自分の仕事で人に感
動を与えることができる、伊豆の天草
で作ったところてんを待っている人
がいるのだと。これ以降、私は「伝
統の伊豆ところてんを伝えていくこ
と」「伊豆の海女さんを守ること」を生
涯の使命と考え、ネットショップを運
営するようになりました。

　日本一の天草産地である伊豆のた
めに何かできないか。そう考えた私は
今、この地域でところてんに携わる人た
ちをネットワークした「伊豆ところてん
の会」を立ち上げたいと奔走しています。
零細企業が多く、組合もありませんが、
産地が一体となって、伊豆半島が日本
一の天草の産地であることを広め、お
いしい伊豆のところてんを日本全国、そ
して世界に届けたいと考えています。
　移り変わりの早いネットの世界で
長く生き残っていくには、販売してい
る商品への愛情を深めることが何よ
り大切です。購入しやすいサイトづく
りも大事ですが、ネットで買いにくけ
れば電話してでも注文したくなる、そ
んな魅力的な商品をこれからも作り
続けたいと思います。

演題

基 調 講 演

東京で会社勤めをしていた栗原氏は、バブル崩壊後、
経営難に陥った家業を立て直すため、実家に戻り、
ネットショップを立ち上げた

表彰式とモチベーションアップセミナーには北陸3県の
ネットショップ運営者ら150人が参加した



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）」と経済産業省の「地域産業資源活用事業」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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  独特のコクと甘み
  月に2万本を販売

　石川の鍋料理の定番として親しま
れている「とり野菜みそ」。この「とり
野菜みそ」を製造するまつやでは昨
年4月、新商品として「とり野菜みそだ
れ」の販売をスタートさせた。
　この商品は、「とり野菜みそ」に、リ
ンゴピューレや濃縮レモン果汁など
を加えて味を調えた万能だれである。
焼き肉やしゃぶしゃぶ、冷や奴のたれ
として、あるいは野菜炒めの味付け、

サラダのドレッシングなど、多彩な使
い方ができるのが特徴だ。みその風
味が香り、独特のコクと甘みが料理を
さらにおいしくしてくれる。
　開発にあたっては、本社工場に隣
接する直営店のメニューに取り入れ
たり、試食してもらうなど、利用者の
声を聞きながら、改良を重ねた。発
売時には、いしかわ産業化資源活用
推進ファンド（活性化ファンド）の助成
制度を活用してテレビCMを制作、放
送し、認知度アップを図った。
　現在、石川県内のスーパーを中心
に、多いときは1カ月に約2万本を販
売している。

  工場の稼働率アップへ
  鍋用以外の商品開発

　開発の出発点となったのは、「春か
ら夏にかけての工場の稼働率を何
とか上げられないか」（松本啓志社
長）という思いである。

　同社が全国への販路拡大に向け
て、衛生的なフルオート生産システムの
本社工場を新築したのは平成20年の
こと。とはいえ、看板商品である「とり
野菜みそ」がよく売れるのは、鍋が食
べられるシーズンに限定される。例年、
9月から翌年2月にかけて「とり野菜み
そ」の売り上げが全体の80〜90％を
占め、それ以外の月は工場の稼働率
が大幅に落ち込んでしまうのだ。
　そこで、季節に左右されず、一年中
売れる商品として企画されたのが「と
り野菜みそだれ」である。家庭でどん
どん使ってもらうため、用途を限定せ
ず、万能だれとして売り出した。
　同社では、これまでも豆板醤などを
加えた「ピリ辛とり野菜みそ」やお湯を
注ぐだけで簡単に雑炊が作れる「とり
野菜みそ ぞうすい」など、秘伝のみそを
ベースに商品のバリエーションを増やし
てきた。また、カップうどんやおにぎりな
ど、大手の食品メーカー、コンビニチェー
ンと連携した新商品開発も活発だ。
　「とり野菜みそ」もご当地グルメと
して全国メディアに取り上げられる
などしたことから、県外での販売も
伸びているが、松本社長は「工場の
生産能力にはまだまだ余裕がある」
と話し、今後も商品のラインアップ
拡充に向け、知恵を絞る。

（株）まつや
かほく市木津ハ14-2
TEL.076-285-2222
■ 代 表 者 松本 啓志
■ 創 　 業 昭和39年
■ 資  本  金 1,200万円
■ 従業員数 12名
■ 業務内容 飲食店経営、みその製造加工
　　　　　　  及び販売
● http://www.toriyasaimiso.jp/

つけてよし、炒めてよし。
「とり野菜みそ」を使った万能だれ

「一年中使ってもらえる商品を」と考え、開発された「とり野菜みそだれ」（200ml入り、500円）。直営店で提供
しているトンカツにも使われている

全国展開に向け、近年は商談会などにも積極的に参加する松本社長。
大学時代にレスリングの世界選手権で入賞した経験もある



  約300種類の
  デザイン案が完成

　撚糸、染色などの糸加工を専門に
手がけてきた金田繊維では、経済産
業省の「地域産業資源活用事業」の
認定を受け、世界で初めてとなる機
械編みによる立体的な高級レースの
製造に力を入れている。
　これまでの機械編みでは、凹凸の
少ない平面的なレースしか編めな
かったが、同社では特殊なレース機
を使って、模様に立体感を持たせる
ことに成功した。2枚のレースを重ね
たように編んだり、2枚のレースを交
差させたように編むことも可能だ。従
来、このようなレースを作るためには
手編みするしかなかった。

　既存の平面的なレースがトーション
レースと呼ばれていることから、同社
では、この商品を英語で“重なり”を意
味する言葉を頭に加え、「レイヤートー
ションレース」と名付けた。価格は平
面的なレースの約2倍。商品は「F-La

（エフレ）」のブランド名で展開する。
　現在までに、幅10 〜 50mmの細幅
レースとして約300種類のデザインパ
ターンを完成させており、女性用アパレ
ルやベビー服、ストール、ハンカチなどの
用途を見込む。約30種類がすでに手芸
店で販売されているほか、今夏までに
カタログを作成し、商社やアパレルメー
カーを中心に販路を開拓する計画だ。
　また、独創的な技術がファッション
デザイナーの三宅一生氏の目にとま
り、2枚のメッシュ状の生地を交差さ
せたように編んだストールの製造を
受注。「ISSEY MIYAKE」の新作商
品として今年1月から店頭で販売され
ている。同社の金田友彰社長は、「将
来的には自社でも一般消費者向けの
最終製品を作り、BtoCのビジネスを
強化したい」と意欲をみせる。

  海外製品に負けない
  オンリーワンの商品

　金田繊維がレイヤートーションレース
の製造に乗り出したのは3年前にさかの
ぼる。当時、金田社長は低迷する繊維
業界の中で何とか活路を見いだそうと、
新たな商機をうかがっていた。そこに
もたらされたのが、群馬県内の機械メー
カーが開発していた新型レース機の情

報だった。聞けば、機械メーカーは、繊
維企業と二人三脚で新型レース機の完
成度を高めたいとの意向を持っていた。
　 「立体レースは付加価値が高い。長
年培ってきた糸加工の技術も役立つう
え、他社に先駆けて製造ノウハウを身
に付ければ大きなアドバンテージにな
る」。金田社長はそう考え、開発途中の
新型レース機を導入。試作を通して明
らかになる問題点をフィードバックしな
がら、立体レースの開発に取り組んだ。
　多くの繊維製品と同様に、レース
市場も海外製品が圧倒的なシェアを
占める。しかし、金田社長は「この先、
新型レース機が市販されたとしても、
すぐにはまねのできない技術を確立
した」と胸を張り、将来の事業の柱と
して期待をかけている。

6

金田繊維（株）
能美市下ノ江町申100 
TEL.0761-55-1150
■ 代 表 者 金田 友彰
■ 創 　 業 大正5年
■ 資  本  金 1,000万円
■ 従業員数 3名
■ 業務内容 撚糸、染色などの糸加工、レイ
　　　　　　  ヤートーションレースの製造
● http://www.kanedaseni.jp/

世界初の立体レースで
他社にアドバンテージ

レースの製造ノウハウはなかったが、どの企
業も取り組んでいない立体レースに将来性
を感じて開発に取り組んだ金田社長

細幅レースのデザインサンプル

立体レースの編み機。円形に並んでいるのは糸を供給するボビ
ンで、従来は一つ一つが左右どちらかにしか回転しなかったが、
この機械ではどのボビンも両方向に動くように工夫されている

「ISSEY MIYAKE」に
採用されたストール。交
差する2枚のメッシュ生
地を一体的に編んでいる

「ISSEY MIYAKE」に
採用されたストール。交
差する2枚のメッシュ生
地を一体的に編んでいる
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  新たな感性で
  伝統に挑む作家と連携

　美しい紅
べんがらごうし

殻格子の街並みが今な
お残るひがし茶屋街は、金沢を象徴
する観光スポットの一つだ。このひ
がし茶屋街の一角に平成21年7月、
オープンしたのが「玉

たまくしげ

匣」である。玉
匣とは、万葉集にも登場する宝石箱

のこと。店内では、宝石に負けず劣
らず個性的な輝きを放つクラフトの
数々が出迎えてくれる。
　これらのクラフトは、北陸在住の
若手作家24人の手によるもの。「ひ
がし茶屋街の新たな魅力を創出、発
信して、金沢への誘客につなげたい」
との考えから、店舗を運営するジェ
ムナカムラの中村大介社長が制作を
プロデュースした。

　焼き物や染め物、ガラス工芸、漆
器、金工、水引など、ジャンルはさまざ
まだが、中村社長は、品のよさや凛と
した雰囲気など、金沢のイメージに
合った作品を手がける若手作家を抜
擢。どの作家も現代的な感性から伝
統工芸にアプローチしており、店内に
は、女性が自分への贈り物として購
入したり、普段使いできるようなクラ
フトがそろう。平日でもひっきりなし
に観光客らが訪れる人気店として、
にぎわい創出に一役買っている。
　こうした取り組みは「若手工芸作
家の作品によるひがし茶屋街の発信
事業」として、平成21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）事業に採択されており、同社
では助成金を活用して印刷物やホー
ムページの制作などを行っている。

  工芸とジュエリーを
  からめて商品開発へ

　金沢市南町でおよそ30年間、ジュ
エリーショップを経営してきたジェム
ナカムラがクラフト販売に乗り出した
きっかけは、中村社長が生まれ育っ
たひがし茶屋街へと店舗を移転した
ことだった。

　地域の魅力アップに貢献するた
め、ジュエリーだけでなく、ひがし茶
屋街にふさわしい商材も取り扱おう
とクラフトに着目。ジュエリーショッ
プとして培ってきたノウハウを生かし
て接客、販売することで、若手作家の
手助けにもなると考えた。
　プロデュースにあたっては、「作品
には住んでいる土地の空気感が必
ず反映される」（中村社長）という信念
のもと、無理に金沢らしさを表現させ
るのではなく、若手作家の感性を尊
重。一方で、作家性の追求と売れる
商品づくりのバランスを大切にしても
らおうと、来店客の声をフィードバッ
クするよう努めている。
　今後は、ネットショップの開設や、
若手作家の技術と感性を生かしたオ
リジナルジュエリーやジュエリーケー
スの開発を計画しており、ひがし茶
屋街の魅力アップと若手作家の育成
に、一層力を注ぐ。

若手作家のクラフトを通じて
ひがし茶屋街の魅力を発信

「またひがし茶屋街に来たくなる。そんな魅力を
発信したい」と、金沢らしさを持ったクラフトを
プロデュースする中村社長

「玉匣」で取り扱っている商品の一部。色絵ポット
（48,300円）、カップ＆ソーサー（4,725円）、かんざ
し（1本・12,600円）

若手作家の制作したクラフトが並ぶ「玉匣」の店内。格子
戸の奥にジュエリーコーナーがある。ちなみに2階では昔
ながらのお茶屋を営んでいる　　　　　　　　　　　

（株）ジェム ナカムラ
金沢市東山1-14-7
TEL.076-225-7455
■ 代 表 者 中村 大介
■ 設 立 昭和63年1月
■ 資  本  金 1,000万円
■ 従業員数 4名
■ 業務内容 クラフトやアクセサリー小物、
　　　　　　　宝飾品の販売
● http://www.tamakushige.com/
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■代 表 者  久恒  俊治
■創　　 業　昭和62年2月
■従業員数　3名

工房久恒
■事業内容　加賀友禅、雑貨・
　　　　　　 インテリアの制作
●http://hisatsune.web.officelive.com/

金沢市御所町1-75
TEL.076-251-7184

　久恒代表が加賀友禅を施した
最先端の繊維素材とは、七尾市
にある天池合繊（株）が開発した

「天女の羽
はごろも

衣」である。髪の毛の
6 分の1ほどという超極細のポリ
エステル糸で作られたその織物
は、ネーミングのとおり、45cm
×175cmでわずか7gという驚き
の軽さで、手に乗せると、空気を
はらんでふわふわと浮き上がるか
のよう。透き通っていて光沢があ
り、肌触りも滑らかだ。
　久恒代表は、この世界一軽く
て薄い織物で作ったスカーフに、

加賀友禅の技法で染色し、幻想
的な美しさを表現した。絵柄は
ボタンなど、加賀友禅の伝統的
なモチーフである花鳥風月を写
実的に描くほか、水面に広がる
波紋やクジャクの羽根など、新た
な題材も取り入れている。
 　「羽衣友禅」と名付けられたこ
の商品は、昨年11月から12月に
石川県立伝統産業工芸館で開催
された個展で披露されたのをはじ
め、演劇の舞台衣装として採用さ
れたり、東京都内の伊勢丹で開か
れた催事などでも販売されている。
　今年2月には、経済産業省が各
国の大使らを招いて催す新年会に
も出品。外交官が早速購入を決め
るなど、外国人からの評判も上々 だ。
　

　久恒代表と天女の羽衣の出会い
は昨年6月にさかのぼる。作品の
搬入に訪れた県立伝統産業工芸
館で、副館長が天女の羽衣で作っ
たスカーフを身に付けているのを目
にした久恒代表は、その透明感と
光沢に魅了され、「ぜひコラボレー
ションさせてほしい」と生地を製造
する天池合繊を紹介してもらった。

石川県には 36 業種にも及ぶ
伝統工芸が根付き、しばし
ば「工芸王国」と称される。そ
の多くは苦戦が続いているが、
現代的なライフスタイルに合っ
た商品を生み出そうと、意欲
的に取り組む担い手の姿もあ
ちこちで見られる。加賀友禅
を手がける工房久恒の久恒俊
治代表もその一人。伝統の技
を駆使して最先端の繊維素材
に色鮮やかな絵柄を描くなど、
着物という枠にとらわれずに
チャレンジを続けている。

世界一軽くて薄い織物に
加賀友禅の美を表現

幻想的な美しさ
舞台衣装やスカーフに

色落ちを防ぐため
糊
の り

や顔料を改良

独特の透明感と光沢を持つ織物に加賀友禅を施した「羽
衣友禅」のスカーフ（1 枚 6 万円〜）。これまでの繊維製品
にはない幻想的な美しさだ
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　天女の羽衣の彩色には、着物
と同様、「糸目糊置き」と呼ばれ
る加賀友禅の伝統的な技法を用
いている。糸目糊とは、生地に
描いた下絵の線に沿って置く糊の
こと。糊で描く線が糸のように細
いことからそう呼ばれ、次の工
程で彩色した際、色がにじんだり、
混ざらないための防波堤の役割
を果たす。また、糊を置いた部
分は染色されないため、最終工
程で糊を洗い流すと、その跡に
は生地の色が残る。この線の美
しさも加賀友禅の大きな特徴だ。
　とはいえ、天女の羽衣ならでは
の難しさもあった。あまりにも薄い
ため、色が定着せず、糊を洗い落
とす工程で、色も落ちてしまうのだ。
そのため、羽衣友禅では、接着
剤の役目を持つ特殊な樹脂を加
えた顔料を使用。糸目を描く糊も、
繊維に残って風合いを損なわない

よう改良するなど、工夫を重
ね、柔らかな肌触りはその
ままに、何度洗濯しても色
落ちしない商品に仕上げた。
　現在は、販路開拓の本
格化に向け、サンプル制作
の真っ最中だ。天女の羽
衣はヨーロッパの一流ブラ
ンドに認められパリコレで
も使用されたほか、パリの
オペラ座で上演されたバレ
エの衣装にも採用されるな
ど、海外でも評価が高いこ
とから、国内向けはもちろ
ん、外国人が着るドレスに
合うよう、金や銀で彩色し
た羽衣友禅の試作にも取り
組んでいる。

　絹製の着物から最新のポリエ
ステルを使ったスカーフへ。描く
キャンバスを変えることで加賀友
禅の可能性を広げた久恒代表だ
が、新たな素材への挑戦はこれ
にとどまらない。
　平成 6 年には、木材に加賀
友禅を施す技法を開発し、翌年
には友禅柄を描いた木製のテー

ブルや衝
ついたて

立が石川県新技術開発
交流展で金賞を受賞。その後も、
伝統的な技法によって、ガラスや
金箔、和紙など、さまざまな素材
に加賀友禅の美を再現することに
成功している。
　平成 18 年に開発した「友禅
シート」も久恒代表が考案した商
品の一つだ。これは、データ化
した友禅柄を、プリンターで紙
に印刷して樹脂コーティングした
もの。食器を載せても滑りにく
く、汚れても簡単に水洗いできる
とあってランチョンマットやティー
マットとして最適だ。手書きの友
禅は高価だが、この商品は一枚
2,940 円と手頃で、毎日の生活に
気軽に伝統美を取り入れること
ができる。石川ブランド認定製品
にも選ばれた。
　描けば描いただけ売れた時代
もあったが、生活様式は大きく
変化し、着物を着る機会も少なく
なった。需要の減少とともに、担
い手が減る現状に、久恒代表は

「このままでは技術の継承もまま
ならない」と危機感を募らせる。
　加賀友禅を持続可能な産業に
するには、「時代にマッチした商
品の提案が不可欠」と話す久恒代
表。伝統的な着物の仕事に取り
組む一方で、アルミやチタンを蒸
着させた繊維など、これからも新
素材との融合に挑戦する。

伝統にとらわれず
時代に合った提案を

「ハイテク素材とのコラボレーションで、加賀友禅の
新たな世界を表現したい」と話す久恒代表。静かな語
り口の中にも、手仕事への情熱がにじむ

下絵の輪郭に沿って「糸目糊」を置いた後、筆や刷毛（はけ）
で彩色する。極薄の織物だけに、より一層、慎重な作業
が求められる

木製テーブルに、金箔パネル、ガラス皿、友禅シー
ト。工房久恒が加賀友禅の技法を駆使して制作する
商品は実に多彩だ



フロム・ユーザーズ

設備貸与制度の利用者に聞く

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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　航空機部品や精密機械部品、電
子部品などの製造を手がけるスーパ・
アロイは、難易度の高い精密加工、
微細加工に定評がある。
　社員 13 人の工場だが、取引先に
は大手企業がずらりと並び、高度な
品質管理が求められる航空機部品
が売り上げの約 60％を占める。次
世代中型ジェット旅客機として開発
が進むボーイング 787 にも、半導体
の冷却用パネルなど 50 アイテムを提
供するというから、技術力の高さは
折り紙つきだ。
　技術力と同様に、同社の魅力と言
えるのがコストパフォーマンスの高さ
だろう。その秘密は同社の加工方法
にある。例えば、小指の先ほどの小
さな円筒状の部品。目を凝らすと、よ
うやく見える微細な穴は直径 0.1mm
程度で、なんと760 カ所も開けられ
ているという。放電加工機でなけれ
ば難しいと思える加工だが、同社で
はマシニングセンタを使ったドリル加
工でこの小さな穴を開けている。
　「高価な機械を使えば、生産コス
トが上がり、中国製品に太刀打ちで
きなくなる」。山下良紀社長がそう話
すように、同社には特殊な機械は一

切導入されていない。マシニングセン
タを除けば、旋盤にフライス盤に研
削盤と、工場にあるのは年季が入っ
た汎用機械ばかりだ。こうした機械
でも、創意工夫を重ね、最適な加工
条件を見い出すことで、難易度の高
い加工ができるというわけだ。設備
への投資が少ない分、生産コストも
安く抑えることができる。
　また、どの機械も独自にプログラ
ミングしたソフトで制御するのも特徴
の一つ。工作機械メーカーのソフト
を購入しないため、初期投資が抑え
られるうえ、古い機械でも最新のソ
フトで動かすことが可能になる。

　昨年 12 月には、ISICO の設備貸
与制度を利用して立形マシニングセ
ンタを導入した。「新品の工作機械
を導入したのは久しぶりで、うれし
くて年末年始も休まずに機械を動か

し続けた」と笑顔を見せる山下社長。
主力マシンとして期待をかけており、
協力企業と共に、一層の品質向上や
円高の影響で一段と厳しさを増すコ
ストダウン要求にこたえる。
　「どこの会社でも加工が難しくて困っ
ている部品が必ずある」。山下社長は
難しい仕事、他社の嫌がる仕事を取
引の突破口に大量生産品の受注につ
なげ、経営基盤を強化する考えだ。
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今回導入したマシニングセンタは（株）松浦機械製作所の製品。技術を磨くため、保有する5台のマシニングセンタはどれも
異なるメーカーの製品を採用している

汎用機械を駆使して微細加工
コストダウンを実現
（株）スーパ・アロイ

■ 所 在 地　加賀市山田町タ-24
　　　　　 　TEL.0761-74-0468
■ 代 表 者　山下 良紀
■ 設　　立　 平成14年4月
■ 資 本 金　300万円
■ 従業員数　13名
■ 事業内容　航空機部品、精密機械部品、
　　　　　　  電子部品などの製造
● http://superalloy.co.jp/

ボーイング787に
50アイテムを提供

難しい仕事を
取引の突破口に

スーパ・アロイを率いる山下社長。急ぎの仕事をお願
いした協力企業から製品を受け取る際には、夜中でも
大阪まで車を走らせるバイタリティの持ち主だ



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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　土木工事などを手がける摩郷は、
金沢大学の協力を得て、水処理事
業に力を入れている。
　事業の柱となるのは水質浄化用の
凝集剤「かわせみ」だ。これは、水
酸化カルシウムなどを主成分とする
オリジナルの薬剤で、濁りの原因と
なる土などの微粒子、ヒ素や鉛など
有害な重金属を凝集し、沈降させ
る。汚れの原因に合わせて、さまざ
まな添加物を加え、オーダーメード

するため、工場排水
や生活排水、水質
汚濁の進んだ湖沼
など、幅広い用途に
利用可能だ。薬剤
の調合にあたっては、金沢大学環日
本海域環境研究センターの福士圭
介助教からアドバイスを得ている。
　処理水に有害物質が含まれること
はなく、マウスやヒメダカを使った実
験でもその安全性は証明済み。昨年、
羽咋市の旧散弾銃射撃場で鉛弾除
去作業が行われた際には、鉛弾の選
別時に出る廃水の処理に使われた。
　また、災害時に河川の水などを生
活用水として使えるように浄化する凝
集剤「すいせん」も合わせて開発。こ
ちらは食品添加物としても利用が認め
られている化学物質を主成分としてお
り、煮沸して滅菌すれば飲用も可能だ。

　このほか、同社では福士助教と共
同で土壌処理用の不溶化剤「やませ
み」を開発した。この薬剤を汚染さ

れた土壌に添加、かくはんすると、
土壌に含まれる有害重金属を化学
的に安定化し、雨水や地下水に溶け
出さないようにする。先述した旧散
弾銃射撃場にも施工された。
　同社の摩郷則雄社長は「公共関連
の事業が減少しており、水処理・土壌
処理事業を軌道に乗せたい」と意気
込み、東京事務所の設立など、今年
は営業体制を強化する考え。さらに、
日本企業 7 社が連携して水処理プラ
ントなどを海外に販売する「チーム
ICHIGO」にも参画しており、イラクや
ベトナムへも販路拡大を見込んでいる。

独自の凝集剤を開発し、
水処理事業を本格展開

　金沢大学環日本海域環境研究センター水質地球化学研
究室では、天然に認められる地球化学プロセスを応用した
低環境負荷・低コスト・高効率の環境浄化材料づくりを行っ
ています。モンゴル・フブスグル湖の堆積物中からモノハイ
ドロカルサイト(MHC)という地質中では非常に珍しい鉱
物を発見しました。MHCの低環境負荷性・高い反応性に
着目し、MHCが水に溶けた有害なヒ素を取り込んで無毒
化する性質があることを確認しました。またMHCは富栄
養化の原因となるリンに対しても高い除去能力があること
を確認しています。本研究室では、天然鉱物の持つ環境浄

化能力を見いだすだけでなく、室内実験や理論に基づいて
浄化メカニズムの解明も行い、数値モデル化を目指します。
モデル化を行うことで、さまざまな異なる汚染環境に対応
できる最適な環境浄化方法を提案できると考えています。

国立大学法人金沢大学
環日本海域環境研究センター
助教　福士 圭介

〒920-1192　金沢市角間町
Tel：076-264-6520　FAX：076-264-6545
E-mail:fukushi@kenroku.kanazawa-u.ac.jp

Message from Another Side

■ 所 在 地  鳳珠郡穴水町大町ロ27
 　TEL.0768-52-0581
■ 代 表 者  摩郷 則雄
■ 創　　業  明治12年
■ 資 本 金  2,000万円
■ 従業員数　29名
■ 事業内容  土木工事、安全施設工事、緑化工事、
　　　　　　 水処理事業、補修・防食塗装工事など
● http://www1.ocn.ne.jp/~mago/

（株）摩郷
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凝集剤「かわせみ」の使用イメージ。処理前（写真左）は濁っていた水が、
かわせみを添加すると汚染物質が沈殿して透明になる

「技術も確立し、施工実績もできた。種まきは
終わったので、今年は収穫の年にしたい」と新
事業に期待を寄せる摩郷社長

汚れに合わせて調合

土壌の重金属を安定化



イシコ・トピックス

  今冬は本当に雪が多く、寒い日が続きまし
たね。しかし、長かった冬もようやく終わり、
あちこちから花便りも届くようになりました。
　冬の間、我が家では鍋を囲む日が多かっ
たのですが、鍋といえば5ページでご紹介し
ました、まつやの「とり野菜みそ」。石川県
民なら、きっと知らない人はいないでしょう
ね。私も、毎年11月ごろからスーパーで「と
り野菜みそ」が並ぶようになると、ついに冬
がやってきたと感じます。
　某テレビ番組が「石川県出身者が選ぶ
地元だけの大人気グルメ」を調査したとこ
ろ第1位に輝いたのがこの「とり野菜みそ」
だったそうです。普通の味噌よりも、甘め

で柔らかい味が、くせになるのでしょうね。
ちなみに2位は「こつけ」（タラの刺身にタ
ラの卵をまぶしたもの）、3位は「ハントン
ライス」だったようです。
　ところで「とり野菜みそ」の「とり」は、「鶏
肉」ではなく、野菜や栄養をたくさん「取る」
ことを意味するとか。石川県に住んでいな
がら、知らないことってたくさんあります。取
材をきっかけに、石川県の伝統や技術、そ
れから美味しい食材などを知ることができ
ました。取材にご協力いただいた皆様、本
当にありがとうございました。
　来年度も元気のある県内企業をたくさん
ご紹介していきたいと思っています。（藤）

［発行月］ 平成23年3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

　平成22年度石川新情報書府事
業「第1回 石川おもしぃえむア
ワード2011」が3月8日、県地場産
業振興センターで開催されまし
た。「石川おもしぃえむ」とは石
川県活性化ファンド採択企業か
ら生まれた新商品の広報活動を
支援する事業で、公募に応じたク
リエーターや学生が15秒のCMを
制作しました。当日は、一般部門、
ゆるキャラ部門で最終審査が行
われ、グランプリを決定。一般部門のグランプリには賞金30万円、ゆるキャラ部
門には10万円が贈られ、後日、石川テレビでもCMとして放送されます。

　I S I C O が主催する「第24回石川県中小企業技術展」が5月19日〜 21日、石川
県産業展示館2号館で開催され、県内企業約70社が出展を予定しています。期
間中は県内企業の開発した独自の技術や製品が一堂に会します。ぜひ、お誘い
合わせのうえ、ご来場ください。

一般部門、ゆるキャラ部門で グランプリを決定！

県内企業約70社が 独自の技術や製品をPR

第1回 石川おもしぃえむアワード2011

第24回石川県中小企業技術展

普段使いに適した、手頃な価格の商品も多く
そろっています

見事グランプリに輝いたクリエイターには賞金30万円が
贈呈されました

　しいのき迎賓館1階の「セレクトショッ
プG I O」が今年4月10日でオープン1周年
を迎えます。普段の生活に工芸を取り入
れて、楽しんでもらおうと、店内には、石
川県の伝統工芸品を中心に、現代のライ
フスタイルに合う器や小物がずらり。県
外産の伝統工芸品、オリジナル商品との
コーディネートも提案するなど、工芸の
新たな魅力を発信しています。

今の暮らしにふさわしい 工芸品を提案
セレクトショップGIO


