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Ante（加賀市）が県内の特産品を使って
商品化したご当地サイダーは合計約 130
万本を売り上げる人気だ（詳しくは巻頭
特集をご覧ください）。
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　中
な か み で り

巳出理代表が率いるAnteは設立以来、デザイ
ナーやコピーライター、システム開発者らと連携して
商品企画に取り組み、次々 と
ヒット商品を生み出している。
　その代表が、平成 21 年
に発売した「柚子乙女」だ。
これは金沢市湯涌の天然水
とユズを使ったサイダーで、
その後も珠洲市に伝わる揚げ浜式製塩法で作った
天然塩を用いた「しおサイダー」、加賀棒茶を使った

「加賀棒茶サイダー」を商品化し、合計約130 万本を
販売している。
　平成 22 年にはしおサイダーの姉妹品として「しお
ゼリー」を発売。イルカやペンギンなど、9 種類の海
の生き物の絵柄が浮かぶ涼しげなゼリーは、東京
スカイツリーの足元にあるすみだ水族館や京都水族
館で販売され、それぞれ 1,000 を超えるお土産品の
中でもベストテンに入る人気を集めているという。
　今年 10月には、白山市剣崎町の伝統的な唐辛子

「剣崎なんば」を使ったチョコレート「ちょこっとなんば」
を発売する。剣崎なんばは、強い辛味とほのかに感
じる甘みとコクが特徴だ。ちょこっとなんばは、厳選

したカカオ豆を原料と
した高級チョコレート
に細かく砕いた剣崎
なんばを練り込んでお
り、甘みと辛みが絶妙
にマッチした個性的な
味わいに仕上がって
いる。中巳出代表は、

「夏に人気のサイダーと
ゼリーに続き、冬場に
売れる商品にしたい」
と期待を込める。

　Ante の商品開発の特徴の一つは、「マーケットイ
ン」の発想だ。これは素材ありきではなく、消費者
のニーズをくみ取って商品開発を行う考え方で、ご
当地サイダーブームをヒントに企画した柚子乙女など
はその好例と言えるだろう。
　もう一つのキーワードは「意外性」である。中巳
出代表が「たくさんの商品の中から消費者に選んで
もらうには意外性が大事」と話す通り、塩とサイダー、
チョコと唐辛子は思わず手に取りたくなる異色の組
み合わせだ。
　忘れてならないのは、地域活性化に貢献したいと
いう思いである。例えば、しおサイダーの売り上げ
の一部は、能登の里山
里海が世界農業遺産に
選ばれた根拠の一つで
もある揚げ浜式製塩法
の継承に役立ててもら
おうと「珠洲市里山里海
応援基金」に寄付してい
る。ちょこっとなんばも
同様だ。商品に使われ
ている剣崎なんばは明治時代以前から作られる伝
統野菜である。一時栽培が途絶えたことから「幻の
唐辛子」とも呼ばれていたが、平成に入って復活し、
収穫量も増えてきた。今回の商品化には、こうした取
り組みを応援する気持ちが込められているのだ。
　これらの点を絶えず頭に置きながら、新商品のア
イデアを練る中巳出代表。「常にヒットを打ち続ける
イチローのような企業を目指したい」と腕まくりする。

マイルドな甘さの後、口の中にピリリと
した唐辛子の辛さが広がる「ちょこっと
なんば」（525 円）

すみだ水族館などでお土産とし
て人気の「しおゼリー」（210 円）

地域の特産を生かしたサイダーやゼリーが人気 町おこしにも一役。売り上げの一部を寄付

「商品をきっかけに、加賀棒茶など地元の特産品を知って
もらうきっかけになれば」と話す中巳出代表

▲

代 表 者  中巳出 理▲

設　　 立　平成21年5月▲

資 本 金  300万円▲

従業員数　5名

▲

事業内容　プランニング事業、
   デザイン企画、観光活性化事業など▲

http://ante-jp.com/

（株）A
ア ン テ

nte 加賀市小菅波町2-85
TEL.0761-72-4558
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　心結の越田晴香代表が手がけているのは、金沢
を旅行する観光客や結婚式などに出かける地元客を
対象とした着物のレンタル・着付け事業である。金沢
駅の近くにある店内には、大正・昭和期のアンティー
ク着物や加賀友禅など約 650 着をそろえ、平成 22
年の開業以来、順調に利用客を増やしている。
　起業や商品プランづくりの根底に流れているのは、

「女性ならではの気付きや想い」（越田代表）である。
例えば、店内に並ぶ着物の多くは地元の女性から譲
り受けたものだ。せっかく仕立てた着物もライフスタイ
ルの変化によって着る機会が減り、たんすに眠らせた
ままという女性も多い。そんな現状に気付いた越田代
表は「それはもったいない。必要としてくれる人に着
てもらう仕組みを作れば、お客様はもちろん、着物を
作った方や提供してくれた方にも笑顔が生まれる」と考
え、日本舞踊の経験から
得た着付けの技術を生か
して事業化を思い立った。
　また、心結では着付け
した後、カメラマンが観光
地に同行して撮影するプラ
ン、琴や日本舞踊を体験
するプランなど、旅行がさ
らに楽しくなるサービスを
考案し、人気を博している。
こうしたプランは思い出に
残る旅にしてもらうために、
他ではできない“金沢らしい、心結らしい特別な体験”
を提供しようという想いから企画されたものだ。

　各種プランと同様に力を入れるのが、販売チャン
ネルの開拓だ。現在は自社のホームページや旅行

雑誌の記事を見て予約する人がほとんどだが、より
多くの人に心結を知ってもらおうと、今年 4 月から
近畿日本ツーリストと提携し、金沢旅行のオプショ
ンプランに加えてもらったほか、5 月にはホテル日
航金沢と提携して宿泊とのパックプランの提供を開
始した。
　外国人観光客の
誘客にも積極的に取
り組んでいる。とり
わけ有望視している
のが親日的で、個人
旅行客数が伸びて
いる台湾だ。越田代
表は昨年 2 度、台湾
を訪れて現地の旅行
会社に営業をかけ、
オプションプランに
採用してもらったほ
か、添乗員に自社の
サービスを PRした。
今年 8 月には、中国
語（繁体字・簡体字）、英語のホームページを充実
させる。外国人の利用は現在 5％以下だが、小松
　台北便は今年 9 月に週 5 便となることなどから、
利用者の増加に期待をかける。
　2 年半後には北陸新幹線金沢開業が迫っており、
越田代表はそれまでに、例えば料亭など、金沢に
来てくれる観光客をおもてなししたいという気持ち
で協力してくれる事業者と提携し、新たな商品プラ
ンの実現を目指すほか、「金沢＝着物（和）の街」と
いうイメージを facebookなどで広めていくといった
事業計画を温めている。

旅行が楽しくなる企画を女性目線で考案

旅行会社やホテルと連携。台湾からの誘客にも注力

利用客の中心は20〜30代の女性。
着付けに必要なものはすべてレンタル
するので、手ぶらで和装が楽しめる

「着物を通して、思い出に残る金沢の旅を
お手伝いしたい」と笑顔を見せる越田代表

▲

代 表 者  越田 晴香▲

創　　 業　平成22年5月

▲

事業内容　着物のレンタル・着付け▲

http://www.kokoyui.com/

心
こ こ ゆ い

結 金沢市芳斉2-5-18
TEL.076-221-7799

新規開業者の15％前後※は女性が占めている。石川県内でも自身の創意工夫と努力
で会社を興し、事業を発展させようと奮闘を続けている女性経営者は少なくない。
そこで、今回の特集では 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」で過去に入賞実績を持つ二人の女性起業家に注目した。
※日本政策金融公庫総合研究所調べ
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■ 代 表 者  浅倉 ムツミ
■ 設　　 立　平成元年6月
■ 資 本 金  1,000万円
■ 従業員数　5名

浅倉紙業（株）金沢営業所

■ 事業内容　和紙インテリアの施工、
　 創作和紙・和紙小物の製造販売
● http://www.washi.co.jp/

金沢市浅野本町1-10-8　TEL.076-252-6632

　和紙の器に料理を盛り付
けたのはミシュランで二つ星
を獲得した「レ・クレアシヨン・
ド・ナリサワ」（東京・南青山）
のオーナーシェフ成澤由浩氏
である。「祈り」と名付けられ
た料理は、ジネンジョをベー
スに加能ガニや三つ葉、ムカ
ゴなどを散らして蒸し上げた
一品。料理の真ん中にゴボウ
と菜種油で作ったロウソクが
灯されている。
　器はおよそ70cm 四方の薄
手の和紙で作られており、中
央部分はちぎり和紙を重ね合

わせてボウル状に成形されてい
る。中央部分に料理を盛った後、
料理を包むように和紙をすぼめる
と、和紙の奥でロウソクの明かり
が幻想的に揺らめくという趣向
だ。料理にはスープが入っている
が、和紙に特殊な防水加工が施
されており、漏れ出すようなこと
はない。
　陶器や漆器、ガラスの器では
できない演出に、料理を提供さ
れた出席者からは拍手が巻き起
こり、外国人シェフも「この器が
一番良かった」と口をそろえたと
いう。会場に出向いていた浅倉
紙業の浅倉敏之氏と原嶋氏は、
こうした高い評価を耳にして抱き
合って喜んだ。

　水を直接入れても使える器を
和紙で作るというアイデアは、実
は 3 年前から温められていた。
県内の製造企業とデザイナーが
連携して新商品の開発を目指す
事業に二人が取り組んだ際、原
嶋氏が浅倉氏に提案したのだ。
当時は、和紙を貼り合わせ、防
水用の樹脂を表面にコーティング
したコップを試作したが、十分な
耐水性が確保できなかったほか、

企業とデザイナーがコラボ
和紙製の食器や花器を商品化

二俣和紙の花器
ギフトショーで好評

世界の一流料理人が、その土地の食材を使って創作料
理を発表する世界的な食イベント「C

ク ッ ク

ook I
イット

t R
ロ ー

aw」。
昨年11月に石川県で開催された際、日本人シェフの料
理が和紙の器に盛り付けられて登場すると、出席者か
らはその優美な姿にスタンディングオベーションが送
られた。器を製作したのは金沢市で和紙専門問屋を営
む浅倉紙業と、同じく金沢市でプロダクトデザインを手
がけるルート・デザインオフィスの原嶋亮輔氏である。
そして、この取り組みを糸口に、和紙を使った食器や花
器の開発が本格化している。

Cook It Raw で使用された和紙の器。料理人とも意見交換しなが
ら作り上げた（写真提供／ Cook It Raw 事務局）

外国人シェフから
「この器が一番」
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内側に水のしみが残ったり、和
紙の質感が損なわれたりしたた
め、商品化には至らなかった。
　その後、「Cook It Raw」で使
われる器の製作者を募集してい
ることを知った原嶋氏が浅倉氏
に呼びかけ、以前にうまくいかな
かった経験をベースに、試行錯
誤を繰り返した。試作に当たって
は塗料メーカーにも協力を仰ぎ、
加工方法やコーティング材と相性
のよい和紙選びなどに工夫を凝
らした。
　この器は「Cook It Raw」の開
催後、成澤氏のレストランの七夕
イベントでも使用された。現在は
市販に向けて、和紙の風合いを

保ちながら何度も使用できるよう
形状や防水加工に工夫を凝らし
た製品を試作している。
　また、器の製作で得られたノ
ウハウを基に和紙製の花器の商
品化にも取り組んだ。これは、
和紙を8 角柱の形に貼り合わせ
て防水加工を施したもので、水を
入れたまま草花を生けておくこと
が可能だ。形は高さや太さの異
なる3タイプがあり、素材は金沢
特産の二俣和紙を使ったものとコ
ウゾを原料としたものの 2 種類
がある。

　 食 器 や 花 器 に は
「k

か み わ ん
amiwan」というブランド

名を付け、今年2月に東京
ビッグサイトで開かれたギ
フトショーにサンプルを出展
したところ、レストランや旅
館、商社、ブライダル企画
会社などから予約があり、
今年10月に同所で開催さ
れるIFFT（東京国際家具
見本市）で、新商品として
正式発表する予定だ。
　浅倉紙業ではこのほか、
金沢市のエイジデザインと
連携して IDカードケース
や名刺入れ、ストラップな
ど 5 種類のグッズを商品

化している。これら
は浅倉紙業が独自に開発し
た色落ちしにくく、耐久性
をアップした和紙素材を用
いて作り上げた商品である。
こちらは「k

か み わ ざ
amiwaza」の

ブランド名で展開しており、
東京・銀座の文具専門店・
伊東屋での販売が決まって
いる。 この「kamiwaza」

は平成 23 年度に採択された「い
しかわ産業化資源活用推進ファ
ンド（活性化ファンド）」の補助
事業を活用し、新商品開発や販
路開拓を進めている。

　そもそも浅倉紙業金沢営業所
は昭和 40 年代初め、岡山県津
山市にある老舗和紙問屋の金沢
出張所として、金沢の箔打ち職人
に金箔と金箔の間に挟む箔合紙
を納めたのが始まりだ。その後、

全国各地の手漉き和紙やオリジナ
ルの和紙を取りそろえ、それらの
和紙で作った小物を販売するなど
業容を拡大。近年では間仕切り
や壁紙、照明など、和紙インテリ
アの製造、施工にも力を入れる。
　同社が持つ和紙の加工技術
とデザイナーのアイデアがコラ
ボレーションした「kamiwan」

「kamiwaza」は初の自社ブランド
だ。浅倉氏は「幅広い購買層を
狙える商品に仕上がった。従来と
は違う販路を開拓できる」と声を
弾ませる。「新たな事業の柱に育
てていきたい」。そう話す言葉に
も力がみなぎっていた。独自技術と新発想で

新たな事業の柱に

「kamiwan」の企画・製作で連携する浅倉氏（写真左）と原嶋氏。
手にしているのは花器の試作品

「kamiwaza」はパスケースなど 5 種類で、それぞれ
4 色をラインアップしている

凛としたたずまいを見せる「kamiwan」の花器。価格は4,200 円〜。
一つ一つ手作業で作られる



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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  県内産を使い
  里山保全に一役

　OHARAでは全国で唯一、粉末に
した竹を人工樹脂に混合したWPC
材（合成木材）の販売・施工に取り組
んでいる。商品ラインアップは多彩
で、床材としてだけでなく、WPC
材を加工し、ベンチやスノコ、プラン
ターとして商品化している。
　竹粉を使ったWPC材の特徴は、
竹の持つ多岐にわたる性質が生か
されている点だ。例えば、柔軟性が

高く軽い上、天然木に比べて耐久性
が優れている。直射日光の当たる
場所で使用してもほとんど変色しな
い。気温や湿度で伸び縮みすること
も少なく、抗菌性や脱臭性にも高い
効果が期待されている。
　環境に優しい点も特筆すべきこと
のひとつだ。現在、全国各地で手入
れの行き届いていない竹林が増え、
繁殖力の強いモウソウチクが森林を
浸食して、生態系に悪影響を及ぼす
竹害が社会問題となっている。加え
て、竹は根が浅く、荒れた竹林では
地滑りなどの危険性も高まる。
　同社がWPC材の取り扱いを始
めたのは、これらの被害を少しでも
食い止めたいとの思いからだ。竹粉
のWPC材加工は特許技術を持つ
中国・湖州の製造会社で行っている
が、「少しでも古里の里山保全につ
なげるため、産業廃棄物として処理
していた県内産の竹を輸出し、原料
に使っている」と大原幸江社長。県
内産の竹は中国産と種類が異なり、
建材としての強度を確保する必要
から、現状では竹粉への使用率は
40％にとどまっているものの、同社

では「いしかわ産業化資源活用推
進ファンド（活性化ファンド）」を生か
し、県内産の比率を上げても品質を
維持できるよう、研究を進めている。

  東京の大手商業ビルや
  高速道路SAに導入

　さらに、混合する人工樹脂には廃
プラスチックを使用しており、100％
リサイクルの製品である。もちろん、
有害物質は使っておらず、シックハウ
ス対策も万全。新たなエコ素材とし
て、平成23年度石川ブランド優秀新
製品にも選ばれている。
　一昨年の販売開始以来、東京・六
本木の大手商業ビルにベンチを納
入したり、高速道路サービスエリア
のデッキ材として施工したりするな
ど順調に取引先を拡大している。今
年11月からは、壁材としての取り扱い
を始める予定で、一般住宅への普及
も視野に入れている。
　「時代の流れに合わせた動きに知
恵を絞っていきたい。その一環とし
て、ホームセンターでDIY用のキット
販売も考えている」と大原社長は話
しており、新たなエコ建材を武器に
販路の拡大に力を注いでいる。

OHARA
金沢市西念2丁目19番36号
TEL.076-222-8123
■ 代 表 者 大原 幸江
■ 設 立 平成22年8月
■ 資 本 金 500万円
■ 従業員数 5名
■ 業務内容 エコ対応商品・建築建材などの
　　　　　　  販売・施工
● http://www.ohara.jpn.com

耐久性・柔軟性に優れた
竹粉使用の合成木材

（株）オオハラ

水はけがよく、耐久性の高いWPC材は、屋外の
デッキ材や入浴施設の脱衣所のスノコなどに最適

「経営指導や社員の意識改革などでも、
ISICOには相談に乗ってもらっていて、事業
を進めていく上でとても心強い」（大原社長）

OHARAで扱うベンチとプランター。カラーは白、ブラウン、
グレーの3色を取り扱っている
OHARAで扱うベンチとプランター。カラーは白、ブラウン、
グレーの3色を取り扱っている
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  空のペットボトルが
  おもちゃに早変わり

　たにてる工芸が得意とするの
は、山中漆器独特の「ろくろ挽

び

き」
の技術である。精度の高いネジ切
り加工にも定評があり、これらの
技術を生かして、ペットボトルやス
テンレスボトルといった工業製品
と組み合わせて使う木工品を開発
した。
　その一つが「トイ・グリップ」だ。
これは、柔らかな曲線を描く木製
の持ち手の内側にネジ切り加工を
施したもので、ペットボトルの飲み
口にねじ込んで固定できる。付属
の鈴や豆などをペットボトルに入
れると、幼児が遊ぶガラガラになる
というアイデアグッズだ。素材はブ
ナで、天然のエゴマ油で塗装して
いるので、幼児が口にしても安全で
ある。
　このほか、魔法瓶メーカーの
SUS gallery（新潟県燕市）と連携
し、ステンレスボトル用のコップを
製造するほか、ガラスポット用の

キャップも開発した。どちらも内
側に溝が切られ、ボトルやポットに
ふたをできるようになっている。
　これらの製品は「M

も く ね じ

okuneji」シ
リーズとして、今年2月に東京ビッグ
サイトで開かれたギフトショーに出
品され、約300件の引き合いがあっ
た。その後、東京の日本橋三越本
店などで販売されている。

  ろくろと工作機械で
  寸法精度をアップ

　「ライフスタイルが変化し、木工
品の販路は狭まるばかり。昔なが
らの器にこだわらない製品を作り
たいと3年前から取り組んできた」。
開発のきっかけについてそう話す
のは、ろくろ挽きを手がける谷口龍
人氏だ。やるからには他社のでき

ないことをと、得意
のネジ切り加工を
生かせるアイテムを
考えた。
　一品ずつ作り上
げる木工品と大量
生産される工業製
品をぴったりと合
わせるため、最大の
ネックとなったのは
木工品の寸法精度
だった。「同じケヤ

キでも一つ一つ性格が違うし、気
温や湿度によって微妙に伸縮する
ので加工が難しい」（谷口氏）。そこ
で、ネジ溝を切る際は、ろくろで粗
加工を施した後、数値制御の工作
機械で加工し、最後に再び手作業
で仕上げるという方法で、0.1mm
単位の精度を実現した。その結果、
トイ・グリップは国内メーカーのほ
とんどのペットボトルの飲み口に
合うようになった。ステンレスボト
ル用のコップも全国魔法瓶工業組
合が定める基準をクリアした。デ
ザインや試作開発には、「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
した。
　人気セレクトショップのビームス
では、同店のロゴを入れたトイ・グ
リップを近々販売する。谷口氏は

「新しい販路ができてやりがいを感
じている。これから先が楽しみ」と
声を弾ませ、製品ラインアップの拡
充に向け、意欲を燃やしている。

加賀市山中温泉滝町ホ199-1
TEL. 0761-78-5880
■ 代 表 者 谷口 照知
■ 設 立 昭和48年
■ 従業員数 3名
■ 業務内容 山中漆器の木地制作、木工
　　　　　　  製品の制作
● http://taniteru.com/

たにてる工芸

「 Mokuneji 」  シリーズの製品。どれも手触りや口当たりが優しく、木目が温かみを感じさせる仕上がりだ

手作業と機械加工
の技術を組み合わ
せて作ったネジ溝

ろくろ挽きとネジ切り加工を手がける谷口龍人氏（写真右）と谷口天平氏

山中漆器の
伝統技術生かし
木工品を新たな市場へ

山中漆器の
伝統技術生かし
木工品を新たな市場へ



  老舗酒造店の女将が
  代々受け継ぐ味

　久世酒造店が製造、販売する「ぬ
り漬の素」の売れ行きが好調だ。こ
れは、大吟醸酒を搾った際に出る酒
粕や長期間熟成させた酒粕など5種
類の酒粕に、珠洲産の天然塩を加え
て作った一夜漬けの素で、昨年3月
の発売以降、カジマートや東京スト
ア、アルビス、Aコープなど、県内の
スーパーに販路を拡大し、右肩上が
りに売り上げを伸ばしている。
　使い方はその名の通り、食材に
塗って漬け込むだけである。ビニー
ル袋に一口大に切った野菜とぬり漬
の素を入れ、軽くもんで冷蔵庫に一
晩入れておけば、ほんのりと酒粕の
香る漬物ができあがる。肉や魚の味
付けにも便利で、薄く塗って、冷蔵庫
で1〜2日寝かせて焼くと、コクのあ
る味わいが楽しめる。
　ぬり漬の素はもともと、創業から
226年を数える久世酒造店の女将に
代々受け継がれてきた味で、蔵人の
まかない食に利用されてきた。日本
酒の購入者に無料で分けていたが、

「もっとたくさんほしいので売ってほ
しい」との要望が寄せられるように
なり、商品化を決めた。市販に当たっ
ては、手を汚さずに使えるようチュー
ブタイプの容器を採用した。リピー
ターが増えた現在では、容量の多い
パックタイプも取りそろえている。

  試食会で販売促進
  SNSの活用も

　なじみのない商品だけに、販売
促進に向けて力を入れているのが、

スーパーの店頭での試食会だ。成
果は上 で々、「試食すると気に入って
買ってくれる人が多い」と久世一嘉社
長は笑顔を見せる。一度購入した人
がリピーターになったり、口コミで評
判を広げてくれるケースも多い。試
食会は土日ごとに開催しており、材
料費や人件費には「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いる。

　一方でFacebookに「ぬり漬レシピ
研究会」と名付けたページを設け、
おすすめの使い方を掲載したり、購
入者からオリジナルレシピを募集す
るなど、ソーシャル・ネットワーキング・
サービスを活用した情報発信にも取
り組み始めた。ゆくゆくはレシピコン
テストの開催も視野に入れる。
　ぬり漬の素の発売以降、「こんな
においしいものを作る会社なら、酒
もうまいはず」と日本酒を買いに来る
人も増えた。自社の田んぼで独自の
酒米を作ったり、硬水と軟水を工程
ごとに使い分けたりと、こだわりの
酒造りには定評がある。久世社長は

「ぬり漬の素が当社の日本酒を知っ
てもらうきっかけになれば」と期待を
寄せている。

（株）久世酒造店
河北郡津幡町清水イ122
TEL. 076-289-2028
■ 代 表 者 久世 一嘉
■ 創 業 天明6年（1786年）
■ 資 本 金 3,600万円
■ 従業員数 10名
■ 業務内容 日本酒の製造、販売
● http://www.choseimai.co.jp/

野菜や肉、魚をおいしくしてくれる「ぬり漬の素」（215g入り・298円）。焼きおにぎりに塗ったりと工夫次第で用途が広がる

5種類の酒粕をブレンドした
「ぬり漬

づ け

の素」が好評

「ぬり漬の素」の一層の認知度アップを目指し、試
食会やFacebookの活用に力を注ぐ久世社長
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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.isico.or.jp/omisebatake/bosyu
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　ウエディングアイテムやフラワー
ギフトを中心に6つのネットショッ
プを運営するベルビー。なかでも、
赤ちゃん用ギフトを販売する「ベル
ビー べべ」の業績が好調だ。
　平成20年にオープンした同サイ
トの主力商品は、かわいい見た目
と実用性が好評のおむつケーキで
ある。これは、丸めた赤ちゃん用紙
おむつをウエディングケーキのよう
に重ね、ぬいぐるみやタオルでデコ
レーションを施したアメリカ発の出
産祝いで、人気海外ドラマに登場
して以来、注目を集めている。同社
では4年前から商品化しており、月
1,500個を販売する人気商品だ。

　好調の要因は商品の魅力だけで
はない。例えば、誘客を図るために
毎月トップページで3人の赤ちゃん
を紹介する「赤ちゃん写真コンテス
ト」を開催。自分の子どもが掲載さ
れれば他人に教えたくなるのが親
心であり、閲覧者の増加につながっ
ている。また、投稿者の交友関係
には年齢の近い子どもを持つ同世
代が多く、購入者層とも重なる。
　購入単価を上げるため、グルー
プ購入を提案している点も特徴的
だ。出産祝いの贈り物は、同僚や
友人同士がお金を出し合うケース
が多いため、グループ購入用の商
品ページを設け、複数人で購入する
場合の１人分の予算を表示してい
る。グループ購入を促すことで１人
当たりの負担が減って高額商品を

選びやすくなり、購入者と
ショップの双方にとってメ
リットとなる。もちろん、の
しの連名表記や領収書
の分割にも対応している。
　こうした工夫が評価さ
れ、北陸のネットショップ
224店が参加した「ネット
ショップコンテスト北陸
2012」では、ファイナリス
ト賞に選ばれた。

　同社がネットショップを開いたの
はインターネットショッピングモー
ル「楽天市場」のサービス開始と同
じ平成9年である。パソコンの販売
を手がけた経験を持つ北川英明
社長が、当初から「インターネットが
新しい販路になる」と考えていたた
めだ。ホームページの立ち上げこそ
友人に頼んだが、買い物かごシステ
ムの設置やデザインの変更・更新は
HTMLを勉強しながらすべて自身
で行った。ネット通販の普及ととも
に同社のネットショップも成長し、
平成19年には作業スペースと倉庫
が手狭になったことから、実店舗を
縮小し、ネット販売に集中している。
　同社のネットショップの運営ノウ
ハウは豊富だが、「気付きをもらえ
るから」と今もISICO主催のネッ
トショップセミナーに参加する北
川社長。今後はオリジナル商品の
ラインアップを充実させ、売上アッ
プと同時にベルビーのブランドに、
さらに磨きをかける考えだ。

（株）ベルビー

http://bv-baby.jp/

出産祝いのおしゃれな新定番
おむつケーキが人気

■ 所 在 地  　白山市藤木町447-1
　　　　　　   TEL 076-259-1430
■ 代 表 者  　北川 英明
■ 設　　立 　平成6年

■ 資 本 金  　 300万円
■ 従業員数 　 13名
■ 事業内容 　 ウエディングアイテム、プリザーブドフラワー、
　　　　　　　ベビー用ギフトの製造、販売

［	出産祝い人気No.1	おむつケーキ	ベルビーべべ	］

今でもホームページの原稿作成と商品撮影を担当する北川社長（前列右から
2人目）とベルビーのスタッフ

おむつケーキのほかにもおもちゃや食器、お昼寝グッズなど出
産祝いに最適なかわいらしいアイテムがそろう「ベルビーベベ」

消費者心理を刺激し
誘客と単価増を図る

時代の変化に対応し
ネットショップに集中



フロム・ユーザーズ

各種支援制度の利用者に聞く

From

USERs
ISICOでは、企業の成長をサポートするため

さまざまな支援制度を用意しています。
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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　かほく市を走る河北縦断道路から
少し入った場所にある「ファームあさ
だ」では、８月下旬から始まるイチジ
クの出荷に向けて、品質を向上させ
るための枝の剪

せんてい

定や除草などの作業
に忙しい毎日が続く。
　イチジクは平成 20 年から本格的
に取り組み、昨年からまとまった量を
出荷できるようになった。約1.5 ヘク
タールの畑には、現在、一般的な品種
の「桝

ま す い

井ドーフィン」が約 300 本、小
ぶりだが糖度が高く、県内では珍し
い「ホワイトゼノア」が約 260 本ある
ほか、かほく市特産の紋

もんべいがき

平柿など３
種のカキ約200 本が植えられている。
　ファームあさだの母体となる浅田
建設は、昨年度、石川県が公共事
業の縮小や不況で民間工事が低迷す

る建設業の新分野
進出を支援する「建
設業複業化支援プ
ログラム」の採択を
受け、「意欲ある建
設業新分野チャレ
ンジ支援事業」の
助成金も得て、今
年度から出荷時期
を前後に伸ばすた

めのハウス栽培にも乗り出している。
　ISICOでは、販路開拓面でのバッ
クアップを手がけ、“地産地消”などで
付加価値の向上を図る県内のケーキ
店やレストランと、同ファームとのマッ
チングを橋渡しした。イチジクは収穫
までの熟し具合が味を左右すると言
われ、浅田隆治社長の実兄で農場
長の白澤洋志氏は「地消をターゲット
にすれば完熟状態で出荷できる。実
際、試食したケーキ店などからは『県
外産より甘くておいしい』との高評価
をいただいている」と手応えを話す。
　このほか地元のスーパーや金沢市
内の料理店に卸している。

　同ファームで、今後、力を入れてい
きたいのがジャムやアイスクリームな

どの加工品の開発と販売だ。既に
ジャムは試作の段階に入り、商品化
も間近となっている。
　浅田社長は、「農地造成では建設
業のノウハウが生かせたが、果樹栽
培は試行錯誤の連続。県の支援や
ISICO のサポートに加えて、農林事
務所の親身な技術指導やJAの協力
で、ようやくここまでこぎ着けること
ができた。砂利採取でお世話になっ
た地元への恩返しのためにも、将来
的には直売所や観光農園などを開き
たい」と夢を膨らませる。
　現在、インターネットでの販売も
計画中で、イチジクをかほく市の新
たな特産品として発信するとともに、
経営基盤を固めて農業部門の法人
化、独立を目指していく考えだ。

ジャムなどの加工品で
付加価値をさらに高める

浅田建設（株）
■ 所 在 地  金沢市湊2丁目30-2
　　　　 　　TEL.076-237-1204
■ 代 表 者  浅田 隆治
■ 創 　 業  昭和59年3月

■ 資 本 金  4,000万円
■ 従業員数　10名
■ 事業内容　土木工事、砂利採取・販売

建設業から農業分野へ進出
完熟武器に“地消”で差異化を図る

販路開拓で
ISICOがマッチング

品質の向上に向けて、実をつける摘果枝（てきかし）を上方へ伸ばす誘引の作業を
行う＝かほく市高松

生産が軌道に乗り始め、顔をほころばせる白澤
農場長



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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サンドイッチ構造で
衝撃を吸収

　丸井織物では産学官連携によっ
て、軽量で耐衝撃性に優れた新し
い炭素繊維ハイブリッド複合材料

（CFRP）を開発した。
　このCFRPは、ガラス発泡コア材
を炭素繊維織物で挟み込み、さら
にポリアリレート液晶繊維（以下、液
晶繊維）の織物で挟んだサンドイッ
チ構造が特徴だ。軽量な発泡コア
材を中心部に用いることで、炭素繊
維織物だけを積層した場合と比べ、
重さは半分以下となっている。また、
高強度・高弾性の液晶繊維が表面
にあるので、衝撃が加わった場合で
も変形が少ない上、貫通しにくくなっ
ており、仮に貫通したとしても破片
が飛び散らないようになっている。
　鉄よりも強く、アルミよりも軽い
CFRPは、自動車の車体に用いれ
ば、軽量化によって化石燃料の使

用が抑えられ、排気ガスの
低減に役立つと期待を集
めている。しかし、従来の
CFRPは衝撃で破損しや
すく、飛び石や落石が貫通

する恐れがあるため、耐衝撃性の
向上が求められていた。
　開発に当たっては、クボタリサー
チジャパン（東京都）、ワイエムポリ
マックス（能美市）、平松産業（能美
市）、優水化成工業（宝達志水町）、
一村産業（金沢市）と連携したほ
か、県工業試験場、東京大学の協
力を得た。経済産業省の戦略的
基盤技術高度化支援事業に採択
され、平成21年度から3年計画で
取り組んだ。

複雑な形状にも対応
加工時間も短縮

　加工のしやすさも特徴の一つ
だ。丸井織物では、炭素繊維や液
晶繊維の糸の太さや織物の組織
を検討し、しわが寄らずに立体的
な形状に成形できる織物を開発し
た。この結果、織物の積層工程に
かかる作業時間を従来のCFRPよ

り90％も低減できる
ケースもあるという。
　また、サンドイッチ
構造にしたコア材と
織物に真空圧を利用
して樹脂を含浸させ、

近赤外線照射で硬化させる成形
技術を開発し、5分以内で成形で
きるようになった。従来の成形技
術に比べても短時間で、コストも安
く抑えられる。

　同社では、自動車のほか、輸送
機械や産業機械等での利用を見
込んでおり、既に立体的で複雑な
形状の部材の試作を成功させた。
今後は、顧客のニーズに合わせて
試作に取り組む計画だ。同社の宮
本徹社長は「さらに用途が具体化
すれば、今まで気付かなかった新
たな課題が見えてくるはず」と話し、
さらに技術開発を進めながら本格
採用を目指していく。

丸井織物（株）
■ 所 在 地  鹿島郡中能登町久乃木井部15
　　　　　   TEL 0767-76-1337

■ 代 表 者  宮本 徹
■ 設 　 立  昭和31年4月
■ 資 本 金  5,718万4千円
■ 従業員数   211名
■ 事業内容　合繊織物・編み物の製造
● http://www.maruig.co.jp/

軽くて耐衝撃性に優れた
炭素繊維の複合材を開発

長年培った織物技術を生かして、炭素繊維
の加工技術を開発する宮本社長

丸井織物が新たに開発した炭素繊維複合材料で作った試作品。
立体的な形状にも成形可能だ



イシコ・トピックス

　夏から秋になってくるといろいろな果物が
出てきますね。10ページで紹介した浅田建
設さんが運営するファームあさだのイチジク
は、赤色だけでなく白色や黒色の品種も栽培
しています。味もそれぞれ特徴があるようなの
で食べ比べしてみたいです。7月に訪問した時
の実はまだ小さくて青 と々していましたが8月
下旬から10月中旬にかけて収穫を迎える予
定で、あま〜いイチジクを求め、直売所がオー
プンしたらぜひ行きたいです。そんな感じで、
読者の皆様に興味をもっていただけるように
ISICOフェイスブックページでも取材企業さ
んの魅力をお伝えしていきたいと思います。少
しでも共感していただけましたら「いいね！」を
ぜひお願いします。（Ｍ子）

　今号から取材・編集担当の一員となりました
Ｍ子です。子育て真っ只中、主婦目線の感覚を
誌面のどこかで生かせたらいいなと思います
のでよろしくお願いします。さて、8ページで紹介
した久世酒造店さんの「ぬり漬けの素」でポー
クステーキを作りました。作り方はいたって簡
単。お肉全体にぬり漬の素をうすくぬり、冷蔵
庫へ。翌日フライパンで焼くだけでおいしくでき
ました。子供たちにも大好評！！ぬり漬の素に
は、大吟醸の酒粕、能登の塩などおいしい自然
の恵みがたくさん入っています。夏野菜が美味
しい季節。一晩でおいしい漬物ができますよ。

［発行月］ 平成24年8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

石川県を日本一の炭素繊維生産拠点に

さらに便利に使いやすくなりました

参加事業者を募集中！

秋にふさわしい陶磁器・土器を展示

「いしかわ炭素繊維クラスター」事業キックオフ・イベント

ISICOホームページ  http://www.isico.or.jp

「こだわりパングランプリ」

全国やきものの里展

　ISICOは8月1日にホテル日航金沢で、「い
しかわ炭素繊維クラスター」事業のキックオ
フ・イベントを開催し、事業の概要について
紹介しました。この事業は石川県に炭素繊
維材料の一大生産拠点を形成することを
目指した取り組みで、今年6月に5年間で総
額6億円規模の文部科学省の大型プロジェ
クトに採択されました。当日は石川県内外
から関係者ら約250人が参加し、事業の成
功を誓いました。

　IS ICOでは利用者の声にお応えし、より便利に使いやすくなるよう、トッ
プページの構成を変更しました。県内トップクラスの情報量を誇るサイト
ですので、皆様のビジネスにぜひお役立てください。

　IS I COは来る11月8日〜 12日に香林坊大和で開催予定の「石川のこだ
わり商品フェア2012」の企画事業として、石川県産品の特色を生かして新
たに開発するパンのコンテストを開催します。つきましては、コンテスト
に参加する県内事業者を募集しています。PRと評価を得るいい機会に
なりますので、ふるってご参加ください。

　ISICOは8月31日から9月30日、県地場産業振興セ
ンター本館１階展示ホールで、県内外の焼き物を一
堂に集めた「全国やきものの里展」を開催します。秋
の季節にふさわしい、落ち着いた色合いの陶器や磁
器等約3,000点がそろいます。ご購入もできますので、ぜひ、お立ち寄りください。

詳しい募集要項はこちら ▼  http://www.isico.or.jp/dgnet/support/27609

トップページ上部のメニューに「役立つビジネス
情報」を追加しました。「企業情報を調べたい」「経
営指標を調べたい」「業界動向を調べたい」など
の目的別に、皆様のビジネスに役立つ情報を得
るための各種支援サービスをご紹介しています。

チェックポイント

谷本知事は事業の成功に期待を寄せた

大勢の参加者で熱気にあふれる会場

多彩な焼き物を展示（写真は昨
年の様子）


