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ISICOからのお知らせ

イシコ・トピックス

iPhone や iPad ( 写真) 向けのアプリ開発
ビジネスが活発化している。上から 3 行目
の 4 つは県内企業が開発したアプリのアイ
コン（詳しくは巻頭特集をご覧ください）
。
【表紙撮影／黒川博司】
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巻頭特集
スマートフォン市場がにわかに活気づい
ている。スマートフォンとは、携帯電話・
PHS と携帯情報端末（PDA）を融合させ
た多機能携帯端末のこと。通話やメー
ルなど携帯電話・PHS で使用できた機
能に加えて、ウェブサイトの閲覧、各種
データの管理、アプリと呼ばれるソフト
ウェアの追加などを可能とする小型パ
ソコン並みの高機能が魅力だ。急速な市
場の拡大は新たなビジネスチャンスとしても
注目されており、県内事業者の参入も活発化している。

に
ン
ォ
フ
スマート り
商 機あ
仕事や遊びに便利なアプリが魅力

日本国内でスマートフォン市場が熱気を帯びたきっ
かけは、
平成 20 年 7月にアップルが発売した
「iPhone
（アイフォーン）
」だ。今年 6 月に最新モデルが発売さ
れた iPhone は現在、国内におけるスマートフォン販
売台数の約 70％（平成 21 年、民間調査機関調べ）
を占めると言われ、爆発的なヒットとなっている。
もちろん、iPhone だけがスマートフォンではない。
国内のスマートフォンは、搭載されている OS（基本ソ
フト）によってほかにもいくつかのタイプがあり、グー
グルが開発した「Android（アンドロイド）
」
、マイク
ロソフト製の
「Windows Mobile」といった OS を使っ
たスマートフォンもラインアップが拡充してきた。
大きな液晶画面や指で直接タッチする操作性をは
じめ、これらのスマートフォンにはさまざまな特徴が
ある。中でも、人気を集めるポイントとなっているの
が各種アプリを自由にダウンロードして、活用できる
点だろう。
アプリにはビジネスに重宝するものから、生活に役
立つもの、娯楽性の強いものなど、さまざまな種類が
ある。iPhone アプリの開発ツールは無償提供されて
いるため、こうしたアプリの開発にビジネスチャンスを
見いだす企業や個人が増えてきた。

日本で初めて電子ブックを出版
県内でも、いち早く平成 20 年 4 月から iPhone
向けアプリの開発を手がけてきたニュートン・ジャパ
ンでは、これまでに 20 〜 30 本のアプリをリリース
している。例えば、去年 10 月に発売した「ご近所ナ
ビ」
（230 円）は、GPS 機能を利用して自分の近くに
ある飲食店や ATM、パーキングなどの情報を地図上
に表示してくれるアプリで、現在地から目的地までの
道順を地図上に表示することもできる。
ちなみに iPhone の場合、開発者は年間 99 ドル
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の会費を払うとアプリの販売サイト「App Store（アッ
プストア）
」に出品可能となる。アプリには有料・無
料の 2 種類があり、有料アプリの売り上げは、アッ
プルに 30％、開発者に 70％の割合で分配される仕
組みだ。
また、同社では、今年 5 月にアップルが発売した
新型のマルチメディア端末「 iPad（アイパッド）
」向け
にも、画面に表示された鍵盤で子どもにピアノを教え
られる「 Fun Piano（ファンピアノ）
」を開発。iPad 発
売にタイミングを合わせてリリースし、音楽アプリ部門
で全米 4 位にランクインした。さらに、6 月には電子
ブック事業部を立ち上げ、橋本佳幸社長自身の著書
「空手リフォーム教室 」を iPad 用の電子書店「iBook
Store（アイブックストア）
」で発売した。同書店での出
版は「日本の企業では初め
て」
（橋本社長）であり、年内
に 10 冊の電子ブックの発刊
を予定している。
橋 本 社 長 は「iPhone や
iPad はビジネスでの利用が
注目されているが、操作が
簡単なので、お年寄りや子ど
も、障害のある方にとっても、
便利なツールになる」と話し、
現在発売中の子どもの学習
をサポートするアプリに加え、
今後は病気でコミュニケー
ションの不自由な人を手助け
ニュートン・ジャパンの橋本社長は、
iPhone・iPad 向けアプリを開 発す
するアプリなど、教育・福祉
るための技術書（写真手前）
を執筆し
分野の商品を開発する考えだ。 ており、こちらも好評を博している

◆（株）ニュートン・ジャパン
■所在地

石川郡野々市町矢作 3-134-6
TEL.050-5806-8500
■代表者 橋本 佳幸
● http://newtonjapan.com/

書き下ろし漫画が海外で人気
例えば iPhone ならば 94 の国・地域（平成 21 年
12 月現在）で販売されていることから、地方にある
規模の小さな企業でも、世界中のユーザーを相手に
商売できるのがアプリ開発ビジネスの大きな魅力と
なっている。
アイパブリッシングが立ち上げた iPhone 向けの
漫画ブランド「J-MANGA」も「日本の漫画を海外
に配信してみたい」
（福島健一郎代表）との思いで開
発がスタートした。現在、契約漫画家が新たに書き
下ろした 20 ページほどの短編 15 作品を収録してお
り、1 作 115 円から 230 円で販売。日本語以外の
言語に設定された端末では自動的に英語版が表示
されるように工夫されていて、約 70％がアメリカを
中心とする海外でダウンロードされている。

アイパブリッシングの福島代表（写真右）と高木志宗氏。開発は高木氏が
担当しており、
「当初は日本語の情報が不足していて苦労した」と振り返る

同社が開発するアプリはほかにも、国立科学博物
館の展示品を温かみのある手書きのスケッチと解説
文で紹介する「電子博物館」
（115 円）などいろいろ
あるが、約半数は無料のアプリが占める。
開発者にとって無料アプリによる収益源は二つあ
る。一つは、画面に広告を表示させることによる収
益で、多くの場合、専門の広告配信企業と連携する。
もう一つはアプリを活用して販促活動を展開したい
企業等が開発費用を負担するケースであり、同社に
も企業や自治体からの問い合わせが徐々に増えてい
るという。
もちろん、例外もあり、同社が独自に開発し、
無料で提供する「キャラカメラ」もその一つだ。こ
れは、iPhone のカメラ機能を使って写した映像に、

あたかも実在するかのようにアニメキャラクターを映
し出し、会話を楽しめるアプリで、福島代表は「無
料アプリを広告塔に自社の技術を広く PR して、企
業や自治体からの受注につなげたい」と意気込む。
同社では、今年度から iPhone を活用して観光地
を案内するナビゲーションサービスの提供にも力を
入れており、キャラカメラも観光分野での応用を見
込んでいる。

◆ アイパブリッシング有限責任事業組合
■所在地 河北郡内灘町向粟崎 4-161-11
TEL.070-5635-0728
■代表者 福島 健一郎
● http://www.ipublishing.jp/

石川を世界一のアプリの産地に
このようにスマートフォン向けアプリの開発ビジ
ネスが活発化する中、昨年 11 月には石川県内の
開発企業等が集まって「iPhone Developer Club
Ishikawa（アイフォーンデベロッパークラブ石川：略
称 IDC）
」が発足した。
IDC には現 在 15 社 20 人が 参加し、月に 1 度
は会議を開き、開発技術やプロモーションの手法な
どについて情報を交換している。個々の事業者では
対応が難しい大型案件の共同受注も目的の一つで、
すでに大手自動車メーカーから発注が寄せられた。
IDC の不破守康会長（
（株）C-GRIP 副社長）は
「将来は石川県を世界有数のスマートフォンアプリの
産地にしたい。アプリのことなら石川県ですべて解
決できるワンストップサービスを提供できるようにな
れば」と意欲を燃やす。
ここ数年、携帯電話市場は飽和状態と言われて
きたが、こうしたスマートフォンの登場によって、2
台目を所有するという需要が堅調に伸びている。
先 行 する iPhone 以 外 にも、 今 後は Android や
Windows Mobile を搭載した端末が増加する見込
みで、スマートフォンユーザーもまだまだ拡大すると
予想されている。これらに対応したアプリの開発や
スマートフォンを活用した新たなビジネスモデルの創
出など、県内企業のビジネスチャンス獲得に期待が
膨らむ。

「iPhone アプリを作って世界デビューを夢見ているが、どうやったら良いかわからない。

キッカケがつかめない・・・」。そんなあなたのためにとっておきのセミナーを 9 月に開催します。
実際に Mac で iPhone アプリの開発をしていただき、その魅力を体感していただきます。
◎詳細は http://iphonegogo.com/（アイフォーン・ゴーゴー・ドットコム）
◆ 主催 iPhone Developer Club Ishikawa (IDC)
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Charange
for Future

（有）
のさか
■代表者
■創 業
■資本金

野坂 哲也
昭和32年1月
500万円

金沢市三口新町4-3-1
TEL.076 -231- 0110
■従業員数 19名
（パート含む）
■事業内容 靴の販売、修理
●http://www.nosaka92.co.jp/

自社商品の開発やモデル店舗を
通して、靴店の未来像を探る
靴を買う際は、サイズを除け
ば、デザインやブランド、価
格で選ぶという人が多いので
はないだろうか。金沢市内に
3 店舗を展開する「のさか」は、
「お客様の役に立ちたい」
（野坂
哲也社長）との一心で、膝や腰
を痛めないよう、一人ひとりの
足の状態をチェックして、最適
な靴を提案するこだわりの靴
店だ。さらに、小売店と靴工
場、そして消費者の 3 者がそ
れぞれメリットを享受できる関
係の構築を目指して、自社商

歩いて楽しい靴
10万足を販売へ

履いたときのように不安定だが、
自然と正しい体重移動ができる

のさかを率いる野坂哲也社

よう設計されているため、ひと

長は、全国でも十数人しかいな

たび歩き出すと、筋肉をバラン

い上級シューフィッターの資格

スよく鍛えることができて、関

を持つ。シューフィッターとは、

節にも優しい。履き心地は砂浜

足のサイズだけでなく、甲の

を素足で歩いているように気持

高さや指の長さなど、人によっ

ちよく、ウォーキングを楽しく

て異なる足の形を計測した上

続けられる。6 年前から販売を

で、その人に合った靴を選ぶ人

スタートしており、現在はオラ

のことである。相性のいい靴を

ンダの老舗靴メーカー・ニムコ

提案するだけでなく、既製品を

と提携して製造。今年は 10 万

より快適に履けるようインソー

足の販売を見込んでいる。

ル（中敷き）などを補正する場

この商品以外にも、履きやす
さにプラスして個性的なデザ

合もある。
そんな野坂社長が企画、開発

インが光る「エジェクト」など、

品の開発やモデル店舗の展開

し、ヒット商品となっているの

のさかでは、いくつもの靴ブ

など、意欲的なチャレンジを続

がウォーキングシューズ「スト

ランドの企画・開発を手がけ

レッチウォーカー」だ。靴底の

ている。

けている。
楽しく長く歩けるウォーキング専用靴「ストレッチ
ウォーカー」。機能性だけでなく、老若男女が履
けるようデザイン性にも配慮する

つま先部分とかかと部分には
柔らかく沈
み込む低反
発クッショ
ン材を採用、
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ち止まっていると一本下駄を

既存の流通に
依存しない経営を
野坂社長が自社商品の製造に

土踏まずの

挑戦し始めたのは、今から 8 年

あたる中央

前にさかのぼる。当時、のさか

部には硬い

では、一人ひとりの足に合わせ

素材を用い

た靴を提案するという店のコン

ている。立

セプトが浸透するにつれて常連

られるような靴があれば、
生活習慣病を改善、予防
したい人に喜ばれるので
は」と考え、
「ストレッチ
ウォーカー」を 2 年がか
りで開発した。
以降、自社商品のライ
ンアップを拡充し、現在で

野坂社長は利用者との信頼関係を大切にしながら、顧客の役に
立つ商品開発や店舗づくりに取り組んでいる

客も増え、売り上げも順調に伸
びていた。しかし、
「ようやく

靴と整形外科の知識を併せ持つドイツ人のオーソペディ・
シューマイスターが足の変形などで悩む顧客の相談に乗る

は問屋から調達する商品

決しにくい足のトラブルをマッ

は以前の 5 分の 1 に減り、

サージなどで改善している。ど

自社商品の販売比率は全

ちらも毎回予約でいっぱいにな

体の 7 割を占めるまでに

るほど好評で、リピーターも多

なった。これに伴って経営

い。もちろん、靴の購入にもつ

状況も好転。同社の商品を

ながっている。

取り扱う小売店は全国 100

今年 7月には 3 店舗目としてア

店舗にまで広がっている。

ウトレット店をオープンした。ここ

整形外科を学んだ
靴職人とも連携

では昨シーズンの商品や、靴の柄
が左右で微妙に違うなど機能的
には問題ないが定価で売れない
商品を安く販売している。

挑戦は商品開発だけにとどま

アウトレット店は、同社の靴

らない。野坂社長はすべての店

を扱ってくれている小売店の在

「既存の流通システムの中では、

舗を実験的な意味合いを持った

庫を引き取った後、効率よくさ

小売店や靴工場は不利な取引条

モデル店ととらえ、店づくりで

ばくための役割も担う。野坂社

件を飲まざるをえない」
（野坂

も工夫を凝らしている。

長は「自分が幸せになるために

自分の目指す店づくりが実現
できた」と手応えを感じる一方、

社長）ため、経営は厳しさを増
すばかりだったという。

例えば本店は、より専門性の
高い靴店のモデルである。

は、自分の周りも幸せでなけれ
ばならない」と話し、小売店と

そこで、野坂社長が考えたの

月に 2 日は靴に関する専門

靴工場、そして消費者がそれぞ

が既存の流通システムに依存せ

技術のほかに整形外科の知識を

れメリットを享受できるような

ず、小売店と靴工場が適正な利

習得し、ドイツの国家試験に合

環境を作り出そうと、店舗や流

益を得られる自社商品の製造

格した靴職人、オーソペディ・

通、商品開発のあり方を考え続

だった。

シューマイスターが来店。リウ

けている。

商品開発にあたっては、
「何

マチで足が変形した人などを診

が売れるかではなく、何がお客

断した上で、症状をやわらげた

様の役に立つか」を第一に考

り、快適な歩行を可能とする靴

え、知恵を絞った。折しも、野

を “ 処方 ” する。

坂社長自身が糖尿病の運動療法

また、今年 1 月からは月に 2

としてウォーキングを始めてい

日、フットケアの専門家が来店

たこともあり、
「根気のない自

し、角質のひび割れやタコ、爪

分でも毎日ウォーキングが続け

の変形など靴選びだけでは解

マッサージで血液やリンパの流れをスムーズにして
足の状態を改善するフットケアの専門家
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ヒットの予感

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。

足元いつでもサラサラ。奥能登の
“珪藻土”
を手づくりバスマットに
県産素材と
職人の技が融合
風呂上がりに足の裏の水気をふ
くバスマット。一番風呂の時はい
いとしても、前に入った人の水分で
濡れていて、不快に感じたことはな
いだろうか。そんな不快感を解消
してくれるのが、コスモ開発が奥能
登産の珪藻土で作ったバスマット
「ケーソーエコマット」である。多孔
質で吸水性に優れる珪藻土の特
性を生かしたこのマットは、乗った
瞬間に足元の水分を素早く吸収し
てくれる。珪藻土は水分をまたた
く間に内部に取り込むため、次の
人が使う時にもベトつかず、いつで
も足元はサラサラだ。
珪藻土は、七輪やコンロを作っ
た際の残余を利用。
一品一品、左
こて
官職人が鏝を使い、平らに、滑ら
かに仕上げていく。木製のフレー
ムと底板は、石川県内で伐採され
た松や杉の間伐材を建具職人が
組み上げたもの。フレームに輪島
塗を施した高級版もある。まさに、

石川県の地域資源を結集させたバ
スマットだ。
価格は600×450ミリのMサイズ
が12,600円、470×380ミリのSサ
イズが8,400円となっており、輪島
塗で仕上げた場合はプラス10,000
円となる。布製バスマットのように
洗濯の必要はなく、特別なメンテ
ナンスもいらないが、1年以上使い
込んで表面のざらつきが気になっ
てきた場合は、購入時の半値で表
面を塗り直すこともできる。
昨年4月の販売開始以降、いしか
わ産業化資源活用推進ファンド（活
性化ファンド）
の採択を受けてカタロ
グやポスターなどを制作したほか、
展示会に出展してPR。ネット販売
や建材・住宅設備機器のメーカー、
ショップなどを通して、昨年度は当
初の計画通り300枚を販売した。

売り上げ３倍増に向け
デザインの見直しも
住宅建 築を手がけるコスモ開
発がケーソーエコマットの開発に

「ケーソーエコマット」
。同社の珪藻土製品には化学物質が一切使われておらず、
天然素材だけで作られている。
商標登録、
実用新案登録済みの商品だ

左官職人の技術を使って表面を滑らかにする。感触や見
た目が良くなるだけでなく、
長持ちするようになるという

乗り出したのは約10年前のことで
ある。同社では、それ以前から珪
藻土を主成分として調湿性、脱臭
性、断熱性に優れた壁材を製造、
販売、施工しており、
「仕事に余裕
がある時期に、珪藻土を使って、
何か暮らしに便利な新商品を作
れないか」と考えたのがきっかけ
だった。
現在は長方形だけでなく、円形
や卵形にしたり、厚みを現在の27
ミリから18ミリへと薄くするなど、
引き続き改良を続けている。
活 性 化ファンド 採 択 2年目以
降、年間1,000枚の販売目標を掲
げる北市進社長は「まだまだ認知
度が足りない」と課題を挙げる一
方、
「価格は高いが、一度使っても
らえば、気持ち良さを実感してもら
えるはず」と商品の出来に自信を
見せており、効果的な販促手法で
認知度と売り上げを伸ばそうと知
恵を絞っている。

コスモ開発
（株）
金沢市磯部町チ27- 4
TEL.076-252-9551
■
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資本金
従業員数
業務内容

北市 進
昭和63年10月
1,500万円
4名
一般住宅の設計・施工・改修
工事、珪藻土建材の販売・施
工、
ケーソーエコマットなど
珪藻土製品の製造・販売

● http://www.keisoudo-shop.com/
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蒔絵で腕時計文字盤を制作
“うるし”
の用途拡大に取り組む
工芸品でなく
時計本来の役割を重視
輪島塗の技術にとどまることな
く、その古典技法の復興を図りな
がら独創的な漆工作品を制作して
いる北村工房では、平成21年度い
しかわ産業化資源活用推進ファン
ド
（活性化ファンド）
を活用して「腕
時計漆文字盤」を開発し、人気を
博している。
直径30ミリの金属製文字盤に
独自の技術を駆使して漆を焼き付
けた上に洗練された蒔絵を施し、
時計専門店の天賞堂
（東京・銀座）
創業130周年記念オリジナル腕時
計として制作した。
漆塗や蒔絵の時計文字盤が商
品化された例はこれまでにもあっ
た。しかし、その多くは漆工作品
としての美しさばかりを強調し、イ
ンデックス（時刻を表示する「12」
や
「6」
などの数字や線）
が付けられ
ておらず、それでは時計本来の機
能が犠牲になってしまうため、同
工房では、あえて難易度の高いイ
ンデックス付の漆文字盤の制作に
チャレンジした。

北村代表の下で漆工の技を磨く孫苗
（そんみょう）さ
ん。
今回のオリジナル腕時計の制作でも北村代表を
サポートし、
満足のいく出来栄えに笑顔を見せる

いんろう

なつめ

制作にあたっては印 籠や棗 の
ふた
蓋きりあいくち
と身の合わせ目で用いられる
「切合口」と呼ばれる精緻な漆工
の伝統技法を応用して文字盤の
小さな穴をふさがないように慎重
に漆を塗り、インデックスをぴった
りと接合できるようにした。
腕 時 計 は「J-Face」とい うブ
ランド名で販 売。文 字 盤は、 白
漆 を 塗って金 粉 を 蒔きつ け た
「SHIRO（白）」、黒漆の上にシュ
ロの樹皮の毛を微
細にちりばめ
し ゅ ろ
た「SHURO（ 棕 櫚 ）」 の ほ か、
「HIRAME（ 平目）」「AO（ 青）」
「SHUKIN
（朱金）」
「SHIBUICHI
（四分一）」の 6 種類があり、上品
で落ち着きのある色合い、シンプ
ルでスタイリッシュなデザインに
仕上げた。各 5 個を限定制作し、
今年3月から天賞堂で販売したと
ころ、評判は上々だという。

若者が魅力を感じる
漆の世界へ
今回の腕時計に限らず、北村辰
夫代表は、平成20年度の活性化
ファンドに採択された模様や色彩
かわりぬり
の異なる約5×10センチの変 塗の
板を組み合わせた屏風など、漆の
可能性を従来の漆工の枠にとらわ
れない用途や表現の拡大に挑戦
してきた。その背景にあるのは、
漆産地の深刻な漆器生産の減少
や自らの技を発揮できず漆に夢を
託せずに苦悶する若い作り手の
増加がある。
「漆器業界はこれまでになく危
機的な状況にあり、後継者不足も
深刻だ。これからもさまざまな分
野に漆の技の応用を試み、若い人

直径30ミリの文字盤上に、
漆工技術の粋を集めた天
賞堂オリジナル腕時計「S H U R O（棕櫚）
（
」写真下）
。
価格は294,000円

たちが漆の仕事に魅力を感じ、そ
の技をもって自立可能な環境を整
えたい」。北村代表はそう意気込
み、今後も、オリジナル腕時計で
培った技術をベースに、内外の高
級ブランドとの連携を図り、より付
加価値の高いものづくりの展開を
考えている。

（株）北村工房
輪島市河井町5-252
TEL.0768-22- 6910
■
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資本金
従業員数
業務内容

北村 辰夫
昭和60年1月
1,000万円
3名
漆器製造・販売
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魚介の
“たたき”
をシリーズ化
冷凍で品質を均一に
機械に頼らず手焼き
焼き加減を見極め
創業以来、珍味・海産物の加工
販売を手がける宮商では、平成21
年度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
を受け、天然ブリや能登本マグロ、
能登産活タコを使った「たたき」の
開発に取り組んでいる。
同社のたたきの特徴は、
凍らせた
魚介の表面を高温で焼き上げた後、
再び急速冷凍して真空パックで包
装する調理法にある。通常のたたき
は、表面を焼き上げた後、氷水につ
けてあら熱を取り、中まで火が通ら
ないようにする。一方、同社では、火
の通りをコントロールしやすいよう
に、あらかじめ凍らせた魚介を使う
ことで、一定の割合で熱を通し、品
質を均一にすることに成功した。
また、機械に頼らない手焼きに
もこだわる。例えば、脂が乗ったブ
リは、食べ進めるうちにしつこく感
じるときがあり、生では独特の臭

みもある。そこで、臭みを取り、最
適な脂の状態になる、ぎりぎりの
焼き加減を人の目で見極め、
あっさ
り、さっぱりとした飽きのこない味
か も や
わいに仕上げた。釜親良裕常務は
「冷凍ならば食べたい分だけ食べ
ることができるので、個食化が進
み、中食、内食の傾向が強まってい
る現代の食生活にマッチした商品
となった」と胸を張る。

前年実績を上回る
順調な売れ行き
同社が「たたき」シリーズの開発
に着手したのは6年前。北海道で
カツオのたたきがよく売れるという
話を聞いた宮元敏夫社長が、カツ
オの代わりに石川産のブリをたた
きにしようと考えたのがきっかけ
だった。今では、ブリのたたきは会
社全体の売り上げの1割を超える
主力商品に成長した。
この成功を足がかりに、同社で
は昨年、
活性化ファンドを利用して

天然ブリのたたき。同社の20年にわたる商品開発のノウハウをベースに、素材の鮮度と旨みを引き出した

「商品を販売するだけに終わらず、今後は料理のレ
シピを紹介し、食べ方まで提案していきたい」と話
す宮元敏夫社長

「たたき」のシリーズ化に踏み切り、
天然ブリ、
能登本マグロ、
能登産活
タコをラインアップに加えた。今後
は、能登産アワビの商品化を視野
に入れている。
「たたき」シリーズは、石川県内
い つ み
では同社の直営販売店「逸 味 ・
うしおや
潮屋 」
、県外では百貨店の物産展
などで取り扱い、ネット販売もして
いる。売れ行きは順調で、今年は
上半 期で前年実 績を大きく上回
り、通期の売り上げは150%アップ
を目指している。目下の課題は増
産体制を整えることだという宮元
社長は「県外の人たちは『金沢の
食はうまい』というイメージを持っ
ている。その期待に応える商品を
これからも生み出したい」と意欲を
にじませる。

（株）宮商
金沢市西金沢2-168-1
TEL.076-249-6989
■
■
■
■
■
●
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代 表 者
設
立
資本金
従業員数
業務内容

宮元 敏夫
昭和58年3月
1,000万円
21名
珍味・海産物の加工販売

http://ushioya.com/

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

［国産純粋はちみつ販売  とちみつ屋］

http://www.tochimitu.com/

商品情報を丹念に紹介
白山麓の恵み、とちみつを全国へ
アローポイント
■所在地
■代表者
■創 業

白山市橋爪町708-35
TEL.076-274-5004
平田 克美
平成12年2月

■従業員数 1名
■事業内容 ホームページの企画・デザイン・制作
リニューアルなど
● http://arrow-p.com/

にはじまり、
とちみつに関するQ＆
ショップ内には、平田代表や養蜂家である父親の写真も掲載されてお
り、安心 感を感じさせる。I S I C O 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に選ばれた

消費者の判断材料を
少しでも多く

A、
とちみつを使った料理やスイー
ツのレシピ、季節ごとのミツバチ
の様子など、とちみつに関連する
さまざまなコンテンツが用意され
ている。

とちみつは自然豊かな白山麓の百合谷（びゃあこだん）
で採取。今年は春に寒い日が続いたため、花があまり咲
かず、収穫量は例年の半分以下にとどまった

アローポイントが運営する「と

ネットショップでは、実物を手

ちみつ屋」は、その名の通り、栃の

に取ったり、
試食したりすることは

花から採れた蜜
（みつ）を専門に販

できない。それだけに、
「 お客さま

平田代表にとって、とちみつは子

売するネットショップである。レン

に商品を理解してもらうための判

どもの頃から慣れ親しんだ味であ

ゲのはちみつなど、通常、私たちが

断材料をたくさん提供したい」
（平

る。
「とちみつは白山麓の特産品、

よく口にするものと比べると、重厚

田克美代表）という心配りが、コ

土産物というイメージが強いが、お

で、
個性的な甘みと香りが特徴だ。

ンテンツの充実につながっている

いしくて栄養も豊富。特に子育て中

のだ。

のお母さんにふだんづかいしてほ

ネットショップを見ていて気付く
のは、その豊富な情報量である。

お母さんに
毎日使ってほしい

販売しているのはとちみつ単品だ
が、生産者や産地についての説明

しい」
と、
30 〜40代の女性をター
ゲットに見据え、サイトは温かみの
ある優しいデザインに仕上げた。

とちみつ屋の開設は8年前。そ

開設以降、売り上げは順調に伸

もそも平田代表はホームページの

び、リピーターも着実に増えてい

企画・制作を手がけており、
ネット

る。とはいえ、とちみつの採取は毎

ショップを運営する顧客との取引

年6月の2 〜3週間に限られ、
収穫

も多い。
そこで「自分でネ
、
ットショッ

量もその年の天候等に大きく左右

プを開いてみれば、何か新しい発

されるため、収穫から1年を待たず

見があって、顧客にもフィードバッ

に完売してしまう年も多い。

クできるのでは」と考え、開店を計

採取できる量が少なく、
増産も難

画。この際、平田代表の父親が養

しいが、
それでも平田代表は「生ま

蜂業を営んでいたこと、
また父親が

れ育った白山麓の味を全国に届け

小売りのルートを探していたことか

たい」
、そんな思いを胸にショップ

ら、
取扱商品をとちみつに決めた。

運営を続けている。

商品（手前）は450m l 入り（1,800円）と900m l 入り（3,200円）
の2タイプ。平田代表は「百貨店や洋菓子 ・ 和菓子メーカーから
の問い合わせが増えた」とネットショップの効果を話す
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フロム・ユーザーズ

USERs

I S I C O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。

設備貸与制度の利用者に聞く

和菓子の素材と技術で
アイスクリームを商品化
（株）
越山商店

金沢市武蔵町13-17
TEL.076-221-0336
■ 代表者 越山 好子
■ 創 業 明治21年
■ 所在地

白あんを加え
味に奥行きとコク
和菓子の老舗「越山甘清堂」を
展開する越山商店は今年 5 月、和
菓子の素材や技術を生かした「金
沢あいすくりーむ」の販売を開始し
た。味は黒砂糖、本抹茶、黒胡麻、
柚子の 4 種類で 1 個 315 円。ベー
スとなるバニラミックスに白あんを

■
■
■
●

資本金
3,500万円
従業員数 36名
事業内容 和菓子の製造、販売
http://www.koshiyamakanseido.jp/

の指揮を執った徳山康彦専
務である。その言葉通り、材料
には普通の白砂糖ではなく、和菓
子によく用いられる三温糖や黒砂
糖などを使用。能登産の黒豆や宇
治産の抹茶など、和菓子でもなじみ
の深い材料が使われている。
また、胡麻を使うにも練り胡麻や
いり胡麻、すり胡麻といった加工法
を比較検討した上で最適の加工法
を選んだり、柚子を鉢の中ですって
ジャムのようにしてから混ぜ込んだ
りするなど、和菓子づくりで培われ
た技術やノウハウがふんだんに盛り
込まれている。

アイスクリームにも
季節感を

「金沢あいすくりーむ」の黒砂糖
（手前）
と本抹茶。単品だ
けでなくギフト用の詰め合わせ
（10個入り・3,360円〜）
の売れ行きも好調だ

加えることで、ほんのりと和の風味
が香り、味に奥行きとコクを出して
いる。乳脂肪分は控えめで、さっ
ぱりとした口当たりが特徴だ。
「牛乳と生クリーム以外の材料
は、どれも和菓子づくりに使うもの
ばかり。穀物や果物の加工も得意
とするところです」と話すのは開発
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同社がアイスクリームの開発に乗
り出したのは 3 〜 4 年前のことであ
る。
「地域密着型の和菓子店はマー
ケットが限定され、消費者の嗜好
も変化している。この先 30 年、40
年と事業を継続していくためには新
しい商品を作らなければ」
。そう考
えた徳山専務は、洋菓子や土産用
菓子など、さまざまな選択肢を検討
した上で、老若男女を問わず多くの
人に好まれ、需要も伸びているアイ
スクリームの開発を決断した。
開発にあたっては、平成 20 年夏
に ISICO の設備貸与制度を活用し
て、イタリア製のパステライザーとフ

「金沢あいすくりーむ」の
開発を前に導入したイタリア製の
パステライザー（写真左）
とフリーザー

リーザーを導入した。
パステライザー
とは、材料を混ぜ合わせながら殺
菌してバニラミックスを作るための
装置。フリーザーとはバニラミック
スを冷却しながら撹拌し、滑らかな
口どけに仕上げる機械である。
現在、本店と近江町店、自社の
ネットショップに加えて、生協、高
速道のサービスエリアで販売してい
る「金沢あいすくりーむ」は、顧客
からの評判も上々で、まずは順調な
スタートを切った。徳山専務は今後、
「和菓子同様、季節感や歳時記を取
り入れた商品を打ち出していきたい」
とラインアップの拡充に向け、アイ
デアを練っている。

「和菓子だけでなく、アイスクリームも大好き」と話
す徳山専務。和菓子店ならではの味を追求し、米を
使った商品開発も進めている

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。

新たな超硬合金を開発中
金型の寿命を10倍に
コバルトを鉄とアルミに
サン・アロイでは現在、耐久性に
優れた温・熱間鍛造用の金型材料と
して、新たな超硬合金の開発に取り
組んでいる。
温 間 鍛 造とは 材 料を 600 ℃か
ら 800℃に、熱間鍛造とは材料を
800℃以上に熱する鍛造法のこと。
現在、温・熱間鍛造用の金型材料
には、タングステンカーバイド（WC）
にコバルト（Co）を混合した WC-Co
系超硬合金、あるいは鉄に WC など
を混ぜたハイス鋼が使われているが、

「限られた社内の人的資源を補い、専門的なアド
バイスを得られるのが産学官連携のメリット」と
話す宗行社長

それぞれ高温で酸化して強度が落ち
たり、硬度が低く摩耗してしまうため、
寿命が短いという問題点があった。
そこで同社では独立行政法人産
業技術総合研究所の技術を活用し
て、コバルトの代わりに鉄（Fe）とア
ルミ（Al）を配合した WC-FeAl 系超
硬合金を開発。現在までに、温・熱
間鍛造用の金型材料として十分な耐
熱性と従来の超硬合金を上回る耐摩
耗性を実現した。
通常、超硬合金の焼結は粉末状
の金属を1,400℃の真空焼結炉に入
れて行われるが、アルミはそれよりも
低温で蒸発してしまうため、粉末材
料を溶かさずに焼結する通電焼結炉
を用いた。
開発は経済産業省の平成 19 年度
戦略的基盤技術高度化支援事業に
採択され、5 カ年計画で進められて
いる。開発は産業技術総合研究所
と連携するほか、金沢工業大学の岸
陽一准教授が評価試験を担当。今
後は、従来の超硬合金よりもわずか
に劣る耐衝撃性の向上、大量生産
への対応などに取り組む。

新開発の超硬合金で試作した自動車部品用の金型。
弱電部品などの金型としても需要を見込む

業容拡大の切り札
サン・アロイの主力は、材料を加
熱せずに鍛造する冷間鍛造用の金型
材料の製造だが、温・熱間鍛造用金
型材料の市場は冷間鍛造用よりもは
るかに大きい。WC-FeAl 系超硬合
金が完成すれば、新規市場参入の大
きな武器となる上、レアメタルの代替
材料という点でも大きな意味を持つ。
同社の宗行伸一郎社長は、
「最終
的には、従来の金型に比べて寿命を
10 倍にしたい」と目標を話し、自動
車部品以外にも業容を広げる切り札
として期待をかけている。

（株）
サン・アロイ
羽咋郡志賀町若葉台26
（能登中核工業団地内）
TEL.0767- 38 -1041
代表者
宗行 伸一郎
設 立
昭和59年7月
資本金
7,000万円
従業員数 70名
事業内容 超硬合金の製造販売

■ 所在地
■
■
■
■
■

Message from Another Side
産総研・サステナブルマテリアル研究部門・相制御材料
研究グループでは、メカニカルアロイングや超急冷法で非
平衡状態の粉末を作製、パルス通電焼結法を用いて非平
衡状態の焼結体や、焼結時に生成する結晶相を制御した焼
結体を作製するなど、従来、溶製法では作製できなかった
非平衡相を積極的に利用した新規材料の開発を進めてい
ます。今回
（株）サン ・アロイと共同で開発したような硬質
材料の研究の他にも、ナノ結晶を有するチタン合金、
マグネ
シウムアモルファス合金などを開発してきております。さら
に現在では、磁性材料、熱電材料など様々な機能性を有す

る材料開発を行っています。また、材料開発だけではなく、
より産業に近い用途のための技術開発も行っております。
共同研究や技術アドバイス等の要望がございましたらお
気軽にお問い合わせください。
独立行政法人産業技術総合研究所 中部センター
サステナブルマテリアル研究部門
相制御材料研究グループ
主任研究員 尾崎公洋
〒463-8560
名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2266-98
TEL：052-736-7203

Email：k-ozaki@aist.go.jp
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イシコ・トピックス

大手小売企業への販路開拓を支援します！！
平成22年度 大手小売企業との共同開発育成支援事業・参加企業募集
I S I C O では、独自の技術や商品を活用した新商品開発に意欲
的な県内中小企業等が、大手小売企業バイヤー等から市場ニーズ
に合った商品開発ノウハウやマーケティング手法等のアドバイス
を受けて商品化を行い、大手小売企業での販売を目指す標記事
業を前年度に引き続き実施します。
今年度本事業にご協力いただく大手小売企業は、生活用品専
門店の ( 株 ) 東急ハンズ ( 本社 : 東京 )、通信販売会社の ( 株 ) ディノ
ス ( 同 ) 等となっています。その他の大手小売企業については決
定次第 I S I C O ホームページ等でお知らせします。
●お問い合わせ
（財）石川県産業創出支援機構 販路開拓推進部販路開拓課
TEL.076 -267-1140

申込締切

平成22年

9月17日

① 対象企業

新たな販路の開拓を目指す新商品開発に
意欲を持つ県内中小企業等

② 対象商品

県内中小企業等が持つ独自技術や特徴あ
る素材、アイデア等を活用した新商品や
企画案、試作品等

■（株）東急ハンズ
「 F1層（20-34 歳の女性）が求めるギフト商材」等
■（株）ディノス

カタログ掲載およびネット、テレビ通販向け、石川県の
食品全般、生活用品等

ＩＳＩＣＯライブラリーのご案内
( 財) 石川県産業創出支援機構１階フロアにあるライブラリーでは、
石川県内在住、在勤の方に無料で図書・ビデオ・ＤＶＤの閲覧・貸
出サービスをしています。
開館時間

月〜金曜日／午前8時30分〜午後7時30分
土曜日
／午前10時〜午後5時

休館日

原則として日曜・祝祭日、
年末年始（12月29日〜 1月3日）

※このほか、
都合により休館することもありますので、
  ホームページ等でご確認ください。

・原則としてＩＳＩＣＯ窓口にて受付いたします。

◎貸出方法

・初めてご利用の方は身分を証明するもの（運転免許証、名刺等）を
ご提示いただき、登録手続をお済ませください。
登録完了後に利用者カードを発行し、即日ご利用いただけます。
・直接来所困難な方には料金着払いで発送もいたします。

◎貸出期間

◎返却方法

図書・雑誌

ビデオ・ＤＶＤ

１週間で各５冊以内（1 週間だけ延長可能）

１週間で 10 本以内（うちＤＶＤは 6 本以内）

・貸出票と一緒にＩＳＩＣＯ窓口へご返却ください。
・来所困難な方は、宅配便等（送料は利用者負担）でお送りください。

★ 2009年 ★
貸出ＤＶＤ年間ベスト

10

1位

課題解決を加速する論理的思考

2位

時代を勝ち抜く経営戦略

3位

売れる仕組みを作るマーケティング

4位

変化に対応５Ｓ再挑戦！

5位

コミュニケーションスキルアップ講座

6位

安全活動の急所
新入社員ブートキャンププログラム

7位

（電話応対のマナー 他）

8位

（仕事の優先順位と報・連・相 他）

ビジネスマナーバイブル

9位

よくわかるＱＣの基本

10位

精密測定技術講座

その他にもＤＶＤ・ＶＨＳを多数取り揃えております。

http://www.isico.or.jp/jp/menu/menu12.htm

今回の巻頭特集は、今後本格的
に普及するスマートフォンのアプ
リ開発についてご紹介しました。かく言う私もス
マートフォン愛用者の一人。いろんなアプリを追
加したり、ウェブを見たり、音楽を聴いたりと、非常
に満足しています。今回の取材を通じてあらため
てスマートフォンの世界に引き込まれました。
［発行月］平成22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

