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巻頭特集

熾烈な産地間競争で優位に立つ

“地域ブランド”の確立で
商機拡大へ
自然や歴史、産業、文化など、地域の特性を生かした新商品のブランド化によって、他産地との差別化を推進する
取り組みが全国で活発化している。“地域ブランド”と呼ばれるこの取り組みは、競争相手に対する優位性や長期
的な顧客を確保するなどのメリットがあることから、中小企業にとっても重要な戦略となりえる。今回の特集で
は、伝統の技を大切にしながら、“地域ブランド”の活用によって新たな展開を目指す二つの事例を紹介する。

（株）箔一
金沢市森戸2-1-1
TEL 076-240-0891
■ 代表者	
����
浅野 邦子
■ 設立
昭和52年9月
■ 資本金
4800万円
■ 従業員数 120名
■ 事業内容 金沢箔工芸品、あぶらとり紙などの製造、販売
●http://www.hakuichi.co.jp/
■ 所在地

箔一の本社「箔巧館」の1階に
設けられたショールーム。製箔
工程の見学や箔貼り体験もで
きる施設となっている

新たな「美」を実現する技術力で、
金沢箔をブランドとして発信
材料に過ぎなかった箔で
自ら商品づくり

芸品は、今でこそ金沢箔工芸品と称さ
れ、全国的にもその名を知られるよう

金沢箔の美に魅せられ、業界で初めて製造・販売の
一貫体制を構築した浅野社長

金沢市森戸にある箔一の本社「箔

になった。とはいえ、金箔を主役に商

の、当時の製箔業者は箔を材料とし

巧館」を訪れると、一階のショールー

品を企画、製造し、
「金沢箔」を冠した

て卸すことが仕事であり、最終的に

ムには金箔を施した漆器やガラス細

ブランド名で工芸品が流通するように

消費者が手にする商品に金沢箔とい

工、アクセサリーなどが展示、販売さ

なったのはそう古いことではない。

う名前が残ることは皆無だった。

れている。その数は実に1000点以
上に及び、
これらすべてが同社によっ
て企画、
製造されたものである。



金沢生まれの金箔をあしらった工

そして、その先べんをつけたのが箔
一を創業した浅野邦子社長である。

「 どんなにいい箔を作ったとして
も、最終商品を作るメーカーが使え

時は約30年前にさかのぼる。金沢

ないと判断すれば、箔の注文は減っ

1万分の1ミリという薄さまで箔を

の製箔業者の四男の元へ京都から嫁

てしまうのでは」
。浅野社長が抱いた

延ばす職人の技術と、箔の製造に適

いできた浅野社長は、
製箔業者の仕事

こうした不安は、オイルショックに

した気候や良質の水に恵まれた土地

のあり方に疑問を感じていたという。

よって現実のものとなり、金沢の製

である金沢は、日本一の金箔生産地

金箔は西陣織や三河仏壇、
山中漆

箔業者はいずれも不況の波に飲み込

として知られ、国内生産においては

器など、知名度の高い工芸品や美術

98％のシェアを誇る。

品の装飾として使用されていたもの

まれていった。
このとき浅野社長は、
「金箔を使っ
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た商品を自ら作れば、自分たちが商

野社長は価格競争に付き合うことは

売の主導権を握れる上、金沢箔の名

せず、他社の真似できない技術開発

前も残すことができる」と考え、箔の

に力を注いだ。

生産だけでなく、箔工芸品の開発、

東京・南青山の直営店。内装には、金沢箔を張った自社製
建材を使用している

す

箔の中にさまざまな文様が浮かび

製造、販売までを一貫して手がける

上がる「友禅箔」や箔を燻してカラフ

会社を創業した。
「箔屋で、
女で、
一番

ルに色付けした「色彩箔」などは、従

に工芸品を作り始めた」という心意

来の箔に新たな付加価値を加えた

気を表すために社名を箔一とした。 オリジナル箔である。
製造した商品には「金沢箔工芸品」

また、接着技術や加工技術などを

と銘打った。こうして、金沢箔の名を

磨くことで、強度を大幅にアップさ

冠した商品が世の中に出ることに

せ、用途を広げた。その結果、現在、

なったのだ。
「今から思えば、素人だ

箔一の製造する商品は、工芸品にと

から発想できたこと。箔屋に生まれ、 どまらず、食品、インテリア建材、化
育っていれば思いもつかなかっただ
ろう」と浅野社長は当時を振り返る。

価格攻勢には
技術力で対抗
創業以降、同社は紆余曲折を経な

粧品など、
多岐にわたっている。

金沢市内に建設された新築マンションのエントラン
ス部分に飾られた箔一のアートパネル

さらに開発力を磨こうと平成15年

すべて手仕事では量産できませんか

には東京・南青山に直営店をオープ

ら」
。浅野社長は、伝統と革新、卸と

ンした。
「世界中からさまざまな感性

小売り、いずれのバランスも50対50

の人が集まる場所ですから、時には

になるように気をつけているという。

こてんぱんに言われることもある。

近年では、異業種とのコラボレー

がらも増収増益を続けた。浅野社長

それでもニーズをとらえる参考にな

ションも増加してきた。例えば、平成

が一貫してこだわり続けてきたのが

る」と浅野社長は進出の狙いを話す。

17年にはユニチカ（株）
（大阪府）と

モノづくりの根幹をなす技術の追求
である。というのも、
「伝統工芸とし
て基本は残していかなければいけな

手仕事と機械化は
50対50で

共同で生分解性樹脂を使用した環
境に優しい金沢箔工芸品を製造し、
愛 ・ 地球博にも出品。また、住友ス

いが、時代によって変化する生活様

高品質の製品を効率よく製造する

リーエム（株）
（東京都）とはシート状

式や多様化する消費者ニーズに合わ

ため、同社では製箔から工芸品製造

の建材を開発した。このほか、伝統

せた商品を作っていくためには、新

までをオンラインでこなす一貫工場

産業と先端技術の連携による新産業

しい技術が必要」と信じているから

を安原工業団地内で稼働させてい

の創出を目的に、石川県が実施して

だ。今では日常品として広く普及して

る。工場内で稼働している機械も自

いる「温新知故産業創出プロジェク

いるあぶらとり紙も、昭和51年に同

社開発したものばかり。現在は物

ト」
では松下電工
（株）
（大阪府）
とタッ

社が開発し、特許を取得。全国的に

流センターを合わせて4棟にまで

グを組み、研究開発を進めている。

ヒットさせたのが先駆けである。

増 設 し、 食 品 を 製 造 す る 工 場 は

浅野社長は「金沢箔の美に魅せら

しかし、平成11年、あぶらとり紙の

H A C C P にも対応している。

れたことが出発点。箔はドイツやイ

大口納入先に他社が価格攻勢を仕

「機械化は進めていますが、
手仕事

タリアにもあるが、技術は金沢が一

掛けると注文が激減。企業の成長に

と機械化の比率は50対50になるよ

番。これからも世界に通用する商品

も歯止めがかかった。ここから他社

うにしている。すべて機械では作り

を作っていきたい」と語り、技と美に

の価格破壊は激しさを増したが、浅

手の心が伝わらないし、かといって

より一層磨きをかけていく考えだ。



白山菊酒呼称統制機構
（株）金谷酒造店

白山市安田町3-2
TEL 076-276-1177
●http://www.takuma21.com/kanaya/
■ 所在地

（株）小堀酒造店

白山市鶴来本町1丁目ワ47
TEL 0761-93-1171
●http://www.manzairaku.co.jp/
■ 所在地

菊姫
（資）

白山市鶴来新町タ8
TEL 0761-92-1234
●http://www.kikuhime.co.jp/
■ 所在地

（株）車多酒造

白山市坊丸町60-1
TEL 076-275-1165
●http://www.tengumai.co.jp/
■ 所在地

（株）吉田酒造店

白山市安吉町41
TEL 076-276-3311
●http://www.tedorigawa.com/
■ 所在地

「白山菊酒」をブランド名に冠した日本酒。酒造メーカー
5社が高品質の証となる統一ブランドとして立ち上げた

目指すは白山市発世界ブランド
「白山菊酒」を旨い日本酒の代名詞に
白山市の誕生を契機に
ライバル5社が結束
白山市の酒造メーカー 5社による

一方、和食ブームにともなって日本
酒の消費が増加傾向にある海外市
場では、本来の日本酒の味とまった
く違う中国産、韓国産の酒が「日本

日本酒の統一ブランド「白山菊酒」 酒」として幅を利かせている。
が、
新たな地域ブランドとして注目さ
れている。

わせるたび、こうした現状について議

参加しているのは金谷酒造店、菊

論を交わし、
「 いくら自分たちがいい

姫、小堀酒造店、車多酒造、吉田酒造

酒を造ったとしても、このままでは国

店の5社。いずれも白山市内で酒造

内外で日本酒のイメージは悪くなる

りを営むとはいえ、それぞれが独自

ばかり」と危機感を募らせた。そこで

のブランドを持ち、
何十年にもわたっ

考えたのが、高品質の証となる新た

て切磋琢磨してきた間柄である。そ

な統一ブランドの構築だったのだ。

んなライバルとも言える5社が一転

そして何より、平成17年2月に1市

して大同団結に踏み切った背景に

2町5村の合併によって白山市が誕

は、日本酒に対する共通の危機意識

生し、それまで松任市と鶴来町に

があった。

あった5社が一つの行政区内に入っ

平成16年1月に日本酒の製法品質
表示基準が改正されると、それまで
70％以下とされていた純米酒の精
米歩合に関する要件が廃止された。



地元の酒造組合の会合で顔を合

たことも大きなきっかけとなった。

原材料や製法の基準を策定
第3者が厳格に審査

日本酒業界では、これを境に純米酒

ブランド構築の第一歩として5社

の品質低下、低価格化が進んだとい

は、ブランドネームを白山菊酒と決

う。ただでさえ、日本酒の国内消費

定し、平成17年8月に白山菊酒呼称

は年々減少している。品質が悪くな

統制機構を設立。同機構では、米や

れば、これに一層の拍車がかかるこ

水、製法などの基準を右記のように

とは想像に難くない。

定めた。

各酒造メーカーの代表者らが参加して定期的に企画委員会を
開催。認知度アップに向けた方策を立てる

「白山菊酒」品質基準
❶「加賀菊酒」の伝統を受け継ぎ、
「こ
く豊かで品格ある風味」をコンセプ
トとし、各蔵元の個性が活きた清酒
であること。
❷ 白山市内で醸造し瓶詰めしたもので
あること。
❸ 原料水は、
白山 ・ 手取川水系の自家井
戸から採取したものであること。
❹ 原料米は、国産の格付け一等以上の酒
造好適米のみを用いたものであること。
❺ 麹歩合は、20％以上であること。
❻ 酒母は、
「生」
「山廃」または「速醸」で
あること。
❼ 精米歩合は、70％以下であること。
❽「増醸」
「液化仕込み 」による清酒でな
いこと。

白山から流れ来る良質な
伏流水が共通の原材料だ

これらの基準を満たし、審査委員

証マークが添付され、昨年10月から

その第一段となるのが、今年11月

会で認証を受けた日本酒だけが、白

販売をスタートした。

8日（水）にグランドホテル松任で開

山菊酒を名乗ることができるのだ。

初のイベント開催で
ブランドの浸透に本腰

催する「白山菊酒と白山の食を楽し

品質基準の策定にあたって、念頭
に置いたのは地域色と他の産地が
真似できないような高いハードル
だった。

昨年12月には、
白山菊酒が国税庁

む会」である。これは、白山菊酒と白
山市内の食材、加工食品を使用した
料理を味わってもらうという趣向で、

から「地理的
（原産地）表示」の保護

5社の杜氏が一堂に会すトークセッ

手取川水系の伏流水を原料とす

対象として認定され、国から地域ブ

ションも予定されており、約300人

るという項目は、品質維持はもちろ

ランドとしてのお墨付きを得た。日

の集客を見込んでいる。

ん、地域の独自性を打ち出すには欠

本酒では国内第一号となる。

金谷理事長は「フランスやイタリ

かせない要件である。一方、どの産

発売以降、首都圏の百貨店や問

アには、何十万人もの観光客が押し

地でもクリアが 難しいのが❹であ

屋などからの問い合わせが増加して

寄せるワインまつりがある。白山菊

る。この条件に合うような米は価格

おり、上々のすべり出しを見せたが、 酒のブランドにふさわしいおいしい

が高く、入手が難しい。このため「 か 「ブランドの浸透はまだまだこれか

日本酒を造るのはもちろん、地元の

け米」と呼ばれるアルコールの元に

らが本番」と同機構の金谷芳久理事

食や観光地などとも連携したイベン

なる糖を製造するための米には等級

長は考えている。目標とするのは世

トで、地域全体の経済を活性化した

の低いものが使用されることが一般

界的にも有名なワイン
「ボルドー」
だ。 い」と大きな夢を描いている。

的だからだ。

「ボルドーはフランス・ボルドー地

こうした基準を満たしているかどう

方で造られ、一定以上の基準を満た

かを厳格に評価するため、
同機構には

したワインの総称で、産地名そのも

第三者的な立場の人によって構成す

のが、おいしいワインのブランドとし

る審査委員会が設けられた。審査委

て世界中で認識されている。いずれ

員長を日本醸友会の秋本雄一会長、 白山が日本一の日本酒の代名詞に
副委員長を石川県立大学生物資源工

なれば」と金谷理事長は世界ブラン

学研究所の熊谷英彦教授が務め、こ

ド化に期待を寄せ、今後は W T O の

のほか金沢国税局鑑定官や石川県工

地理的表示への登録を推進する考

業試験場の職員ら11人が利き酒と書

えだ。

類審査に当たる。審査委員会では、年

これまで、シンガポールの利き酒

に数回、審査を行うことにしており、初

会に出展したほか、食品 ・ 飲料品の

年度は12銘柄を白山菊酒として認定

国際見本市「F O O D E X J A PA N」

した。

や首都圏の物産展にも出展。これか

認定された商品には、新雪を頂く
白山と清流手取川をイメージした認

ら新ブランドの認知度アップに本腰
を入れる。

Regional brand
H A K U SA N K I K U SA K E KO SYO U TO U S E I K I KO U

#2

世界に通用するブランドを目指す金谷理事長。後ろ
に見える
「白山菊酒」のマークが、品質基準をクリア
した日本酒のラベルに貼られる



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。

技術移転によって工期短縮

循環型リサイクル製品の製造で
よりよい環境を
佐々波コンクリート工業（株）
■ 所在地
七尾市万行町5部129-14
TEL 0767-53-2090
■ 代表者	
����
佐々波 隆一
■ 創業�
昭和43年12月
■ 資本金
1,000万円
■ 従業員数
42名
■ 事業内容 コンクリート二次製品の製造、販売
●http://www.sazanami-con.co.jp/

護岸工事に使用された「残存軽量型枠」の施工例

型枠の製作・解体が不要に

川の護岸に使用することができる。
従来は、専門の大工が現場で仮
側溝や擁壁、ブロックなどコンク 設の足場を組み、合板などで型枠を
リート二次製品を製造、販売する 製作し、コンクリートを流し込む工法
佐々波コンクリート工業は今年3月、 が主流だった。しかし、この残存軽
山梨県の東横テクノプラン（株）と技 量型枠を使用すれば、現場での型枠
術提携��
し�
、
�����������
「残存軽量型枠」の製造 製作、解体工程が不要になり���
、��
工期
に乗り出した。
が短縮、
現場での廃材も減少する。
残存軽量型枠は、幅120cm、高
メリットはそれだけではない。製
さ60cm、厚さ5cmのコンクリート製 品の上下、左右の凹凸を組み合わせ
で、表面には割り石模様などがあし ること�������������
で������������
簡単に設置できるようにな
らわれている。残存軽量型枠を組 っており、熟練工を必要としない。表
み上げて、そこにコ 面の仕上げなどが省略されること
ンクリートを流し込 で、
高所での危険な作業がなくなる。
むだけで、砂防ダム
や道路の擁壁、河 特許流通アドバイザーの助言で
仮に組み立てた状態の
「残存軽量型枠」

製品の上下左右が
凹凸になっており、
簡単に組み立てら
れる



順調に契約

技術提携のきっかけとなったの
は、昨年6月に�
、ISICO特許流通支
����������
援センターの近岡�������
和英�����
特許流通ア
ドバイザーから、この技術について
紹介を受けたことだった。
「従来の
工法に比べてさまざまなメリットが
あるので、ぜひ取り組みたい」と感じ
た佐々波隆一社長は、その後、東横
テクノプランに足を運んだ。詳細な

説明を受けたり、実際に施工現場を
見学するなどして、技術を確認した。
今回のライセンス契約は、とんと
ん拍子に話が進んだ。佐々波社長
は「契約内容の
詳細をつめてい
くとき、
近岡アド
バイザーに間に
入ってもらうこ
とで安心して契
約に臨むことが
できた」
と話す。
公共事
�� � 業の
��
削減により、業
界で は 厳しい
ISICOの仲介で技術移転に
競 争 が 繰り広 取り組んだ佐々波社長
げられており、同社では今回導入し
た残存軽量型枠を新たな戦力とし
て期待する。
さらに������������
���������������
、すぐ近くにある北陸電力
七尾大田火力発電所で発生するフ
ライアッシュ
（石���������
炭��������
灰）を混合した石
川県リサイクル製品����
を製造している
���
が、この残存軽量型枠も認定を目指
している。
������
今後も���
一層、������
循環型リサイ
クル製品で�
、�
よ�
り���������
よい環境づくりに貢
献していく。

いしかわ発 ! 熱血企業
企業の成長戦略を探る

石川県には、
キラリと光る技術を持つ企業がたくさんあります。
そういった技術力を認められ、
県外企業からも幅広く受注に成功している
ものづくり企業の成長戦略を紹介します。

土肥研磨工業の主力は建設機 械などに組
み込まれる旋回軸受だ。オリジナルの高周波
焼入機による熱処理や高精度の研削技術に
は定評がある。
各国内建設機 械メーカーと取
引があるほか、ボブキャット
（米）やキャタピラ
ーUK（英）など、海外メーカーからも受注。特
に小型 建 設機 械の分野では、国内シェアの
90％を誇っている。
「売り上げがどん底だった4年前から事業の
“選択と集中” を進め、最も当社の強みを発揮
できる旋回軸受に経営資源を振り向けました」
と土肥志朗社長が語るように、同社では工場
の新築や工作機械の更新・導入など、設備投資
を積極的に進めてきた。この間、建設機械需
要が急増したこともあって、業績は見事にV字
を描き、いまだその勢いは衰える気配もない。
一方、物流機械システムや立体パーキングシ
ステムの関連装置も一つの柱になっている。こ
うした装置にも旋回軸受が組み込まれている
のだが、安定受注の理由はそれだけではない。
約60社の協力企業と連携して設計から板金
溶接、機械加工、組立まで一貫して請け負える
ところが重宝がられているのだ。
小型建設機械へのニーズはまだまだ伸びる
と見られている。同社では原材料の価格高騰、
供給不足を受けて、今年4月から中国・太原か
ら鍛 造材を輸入している。1年前から指導を
続けてきたという土肥社長は
「品質は日本製と
遜色ありません」と胸を張る。さらに、中国・大
連にも供給ルートを確保し、今後の需要増に
も対応できるよう万全の体制を整えている。

株( 北)日本テクノス

土肥研磨工業 株( )

“選択と集中”で
建設機械の需要増に応える

これまで建設機 械の薄物板金部品、自動
車の組立装置及び治具、検査治具などを主に
手がけてきた北日本テクノスは、昨年夏以降、
バス車体製造最大手のジェイ・バス
（株）
（小松
市）からの受注を順調に伸ばしている。
同社が請け負っているのはバスの骨格部品
で、売り上げの約30％を占めるまでになり、早
くも事業の柱となっている。
今年7月には、工場の敷地を約1,000㎡広げ
て、2階建ての工場を増設し、生産体制を強化
した。
同社は、CAD/CA Mによるプレス金型の設
計から板金溶接、機械加工、組立までの一貫
生産が強みで、その技術力は高く評価されて
いる。
長年、ホンダ車の試作、開発に携わってきた
が、コンピュータによるシミュレーション技術
の進歩とともに試作が減少。新たなビジネスチ
ャンスを模索していたところに、小松に拠点を
移した後、地元で生産ネットワークの構築に取
り組んでいたジェイ・バスからのオファーが舞
い込んだ。
大型観光バスともなれば、その骨格部品は
長さ3mにもなる。
「これを人の手で溶接したの
では、必ずひずみが出る」と判断した田中稔社
長は、ロボットでの自動溶接システムを提案。
これが抜群の精度を誇って、両社の信頼関係
を強固なものとした。
今後は、自社の生産能力を生かしたバス部品
の受注拡大を図るとともに、建設機械分野にも
注力し、より一層の業容拡大を目指していく。
小松市五国寺町ホ102-2
TEL 0761-47-1182
■ 代表者	
田中 稔
■ 設立
昭和49年9月
■ 資本金
3,000万円
■ 従業員数 70名
■ 事業内容 建設機械・バス部品などの薄物板金加工
自動車部品組立装置及び治具、
検査治具の製造
●http://www.nj-technos.co.jp/
■ 所在地

白山市横江町1477番地
TEL 076 -276 - 6251
■ 代表者	
土肥 志朗
■ 設立�
���
昭和39年3月
■ 資本金
8,000万円
■ 従業員数 157名
■ 事業内容 建設機械・産業機械用部品、
物流機械システム・パーキング
システム関連装置の製造
●http://www.dohi.co.jp/
■ 所在地

旋回軸受の仕上げ
を行う研削機。通常
の旋削仕上げよりも
高い精度を誇る

大型観光バス部品の
受注増で工場を増設

バス部品用の自動
溶接ロボット。バス
部品は現在、同社の
売り上げの約30％
を占める



（株）
クスリのアオキ

白山市松本町2512番地
TEL 076 -274 -1111
■ 代表者
青木 保外志
■ 設立
昭和60年1月
■ 資本金
12億円
■ 従業員数 488名
■ 事業内容 医薬品・化粧品・日用雑貨
などの小売、調剤業務
●http://www.kusuri-aoki.co.jp/
■ 所在地

繁盛店には、独自のノウハウがある
。
集客の仕組み、あるいは仕入れから商品の陳列、
サービスの充実といった店づくりの工夫などを大解剖します。

1,400㎡ 前 後という大 型 店 舗
の数が増加している

地域の健康ステーションとして、
ドラッグストアの進化を目指す
半歩先行く変化が
成長のかぎ

するというアオキのスタイルは利便性が
高く、
消費者の心をがっちりつかんだ。

また、同社では新しい店舗から順次、
血圧計や体脂肪計、骨密度測定器を設

3年前に酒類販売への参入が原則自

置し、気軽に健康チェックができる。さ

北陸3県および新潟県でドラッグス

由化されたときには、品ぞろえを一層

らに、栄養士による育児相談や���
栄養 ・

トアを展開するクスリのアオキ。店舗

充実させようと、すぐさま酒販免許の

食事相談�������������
を定期的に開催。小売りのほ

数94（今年9月末現在）
、
売上高332億円

申請に動いた。

か、専門的な情報提供やサービスなど、

（今年5月期）という数字はいずれも上
昇カーブの真っ只中にあり、今年2月に
は東証 2部上場
を果たした。

長は「もはや品ぞろえや価格だけで勝

ドラッグストア

負できる時代ではない。このままでは10

業界にありなが

年後は難しい」と危機感を募らせてい

ら、
順調に業績を

る。そのため、現在、健康をテーマによ

伸ばしている要

り専門性を発揮し、地域の中で信頼され

因について青木

る店舗づくりを展開している。

「消費者の生活や

地域の健康ステーションとして存在感
を発揮していく。
医 薬 品 の ほか にも、
化粧品や日用品、食
品などが幅広くそろう

その背景にあるのが、高齢化の進展
である。増加し続ける医療費を抑制し

嗜好、法律など、 ようと、国は市販薬で自ら病気を治療
環境の変化を察

するセルフメディケーションの重要性

知して他社より半歩でも先に進むこと

を呼びかけている。その窓口としてド

ができれば、顧客は満足し、アオキを利

ラッグストアを活用してもらおうとい

用してくれる」と話す。

うのが同社の狙いだ。

約 20年前、商店街やショッピングセ

このため�
、アオキでは調剤薬局併設型
������������

ンターの中に構えていた小さな薬局か

の店舗を増加させている。

ら、駐車場を持った郊外型大型店へと

現在32店舗�������
（今年9月末現

転換を図ったことは、まさにモータリ

在）����������
で薬剤師が常駐し、処

ゼーションという時代の変化に対応し

方せんに沿った調剤業務

た結果と言える。医薬品のほかにも、化

のほか、来店者からの健康

粧品や日用品、食品などを幅広くそろ

や薬についての相談に応

え、しかもディスカウント価格で提供

じている。



店舗の機能を強化することで、今後も

業績が順調に推移する一方で、青木社

競争の激しい

保外志社長は、
セルフメディケーションの窓口とし
ての店舗づくりを進める青木社長

調剤薬局併設店が増加
専門性を強化

（ 写 真 右）気 軽に健 康
チェックができるよう
店 内 には各 種 機 器 が
設置されている
（写真下）
店舗内に設け
られている調剤薬局が
医薬分業の一翼を担う

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

J A S 認定の有機栽培米などを生産するほ

ネット支援セミナー「バーチャルショップ道

んだ農場では、7年前からネット販売に乗り

場」の受講後、
平成13年にISICOのバーチャ

出し、以来、右肩上がりに売り上げを伸ばして

ルモール「お店ばたけ」に出店。ホームページ

いる。

ドクターから継続的に指導を受け、顧客分析

人気を支えているのは何と言っても安心・

をしながら、新規顧客を獲得するためのプレ

安全な商品である。看板商品のJ A S 認定有

ゼント企画を取り入れるなど、
ネットショップの

機米は10年以上、
農薬や化学肥料を使用して

改善を図ってきた。また、出店をきっかけに、

毎年完売するこだわりの有機米
［石川県加賀百万石

ほんだ農場］

http://www.hondanojo.com/
いないほ場で育てられた米のことで、毎年完

（有）ほんだ

能美市小長野町チ40
TEL 0761- 57-2098
■ 代表者
本多 宗勝
■ 設立
平成8年7月
■ 従業員数 10名
■ 事業内容 米、
、
鶏卵の生産、
販売
■ 所在地

した商品づくり
にも取り組んで

ネットショップでは、家庭用の精米機や低

年工夫を重ね、4年前からは米づくりの最大

温保存するための米びつなどの商品も販売し

の問題である雑草対策として、
アイガモ農法に

ており、これらの販売も好調だ。本多社長は、

取り組んでいる。本多宗勝社長（写真）は「雑

「これからは米をおいしく食べていただくため

草や害虫を食べてくれますし、ふんが天然の

の商品や加工食品などのアイテム数を増やし、

肥料になります」と話し、アイガモたちの働き

顧客満足の向上と売り上げの増加を目指した

ぶりに顔をほころばせる。

い」と一層の魅力づくりに努めていく。

白山市内に店舗を構えるタイヤ専門店フジ

同社のウェブマスターある平田優貴さん（写

イチの業務は、タイヤの販売だけにとどまらな

真）は、
「最初に作ったサイトは、今思えば自己

い。スタッドレスタイヤを顧客から預かって保

満足なデザインでした。アドバイスをもらって

管し、季節に応じて交換する「タイヤ番」
、ある

からは、伝えたいことをお客さまに分かりやす

いは転勤族向けにスタッドレスタイヤを1シー

く伝えることの大切さや、購買意欲を高める

ズンだけレンタルする「冬タイヤ番」など、独自

ためのサイトづくりのノウハウを学ぶことがで

のビジネスモデルをいち早く考案し、業容を拡

きました」と話す。ネットショップの運営を任

フジイチ］

http://www.fujiichi-rt.com/
大してきた。
こうした新サービスのP Rに大きな役割を
果たしているのが、7年前に立ち上げたネッ
白山市福増町54 -2
TEL 076 -276 - 4422
■ 代表者
藤田 一男
■ 設立
昭和50年4月
月
■ 従業員数 9名
■ 事業内容 タイヤの販売、保管、交換、
レンタルなど

醤油味噌と連携

売する人気ぶりだ。健康と環境に配慮して毎

［タイヤ専門店

■ 所在地

である
（株）
ヤマト

おり、
相乗効果を生んでいる。

タイヤの保管サービスをネットでPR

（株）フジイチ

モール参加企業

トショップである。
ネット支援セミナー「バー

された平田さん
にとって、ホーム
ページドクターの
アドバイスは貴
重な情報源であ

り、同時に、サイトの制作を通して、店舗づくり
や経営の本質を学ぶことができたという。
現在では、サービスの認知度は着実に高ま
り、
メールでの問い合わせも増加している。

チャルショップ道場」の受講後、平成14年に

今後は、
タイヤに関する情報の充実を図ると

ISICOのバーチャルモール「お店ばたけ」に

ともに、ホームページからの誘客を増加させる

出店。ホームページドクターから指導を受け、

ために、新たなサービスで他社との差別化を

ネットショップの充実を図ってきた。

目指していく。
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ISICOでは、
企業の事業転換をバックアップするための
中小企業事業転換計画策定支援事業で、
企業の成長を後押ししています。
制度を活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。

中小企業事業転換計画策定支援事業の利用者に聞く

介護・福祉事業に参入して
中能登を元気に
地域の繁栄なくして、企業の繁栄なし
（株）イシケン

■ 所在地
��� 羽咋郡志賀町米町タ28 -1
TEL 0767- 38 -1166
■ 代表者 石村 高志
■ 設立
昭和40年4月
■ 資本金 1,500万円
■ 従業員数 12名
■ 事業内容 建設・土木工事の設計、施工

今年の4月の開所以降、
徐々に利用者の数が増加している

5人の職員が
介護サービスを提供

ISICOの制度を利用して
職員を研修

建設、土木業のイシケンは今年4月、デイサービスセンター

実現に向けては、ISICOの「中小企業事業転換計画策定支

「歩っ歩（ぽっぽ）
」をオープン。介護 ・ 福祉事業に参入した。施

援事業」の専門家派遣制度を活用した。福祉分野に詳しい専門

設は鉄骨2階建てで、延べ床面積は450㎡。機能訓練室を兼ね

家からアドバイスを受けながら、他県の施設の視察や志賀町に

た食堂談話室、畳コーナー、浴室などを設け、利用定員は10人と

おけるニーズ調査を実施するなどして、事業計画を練った。

なっている。在宅老人の施設への送迎や、給食、入浴、リハビリ、

計画が実現に向けて動き出すと、心配された人材確保はス

レクリエーションなど通所介護サービスを介護福祉士や栄養士な

ムーズに進んだ。また、施設の運営母体としては、新会社法で最

ど5人の職員が提供。開所以降、
順調に利用者が増加している。

低資本金が撤廃されたことを

大きな窓から明るい日差しが差し込む談話室

公共事業が削減される中、建設業

受け、資本金 150万円で i f サ

者が高齢化の進展で需要増が見込

ポート
（株）を設立。開所前に

める介護・福祉分野へ参入、
事業転

は、上記制度を利用して、現場

換を図る例は全国的にも多い。しか

で必要となる知識や実技につ

し、
イシケンの場合、
こうしたケースと

いて職員を研修した。

はスタンスが違う。

開所後、施設の利用者から

「本業は今のところ順調に伸びていますが、長い目で見た場

バリアフリー対応へのリフォー

合、地域の活力が失われてしまえば、企業の繁栄はありえませ

ム需要を取り込むなど、
本業と

ん。末長く企業を存続させるためには、まずは中能登全体を元

の相乗効果も現れている。石

気にすることが大事。その第一歩としてこの施設をオープンし

村社長は、子どもなども受け

たのです」と一級建築士の石村高志社長は参入理由を語る。

入れて、施設をお年寄りと子ど

石村社長の姉が、2年前にホームヘルパー 2級の資格をとった

もの交流スペースにするなど、企業の発展になくてはならない

ことも参入を考えるきっかけとなった。

地域の活性化に向け、
さまざまな構想を温めている。

事業転換計画策定支援事業

環境・リサイクル分野、農業分野、福祉・介護分野、リフォーム・リニューアル分野等への
事業転換や新分野進出を目指す企業が対象となります。

支援メニュー

①経営ノウハウ等取得支援

事業転換による進出分野の市場動向や先行事例調査、
新事業の試行等を支援。

②専門家派遣

事業計画策定、
経営指導等のコンサルタント派遣

販路開拓、
経営戦略、
経営指導等の専門家を派遣し、
事業計画の作成等を支援。

社内研修会開催のための講師派遣

進出分野の技術、
運営、
接遇等の知識の習得のため、
専門家を講師として派遣し、
従業員の教育訓練を支援。

※その他、
事業化への支援として融資制度の活用等もあります。ぜひ、
ご相談ください。
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建設業から介護・福祉ビジネスへと参入した
石村社長

【お問い合わせ】

（財）石川県産業創出支援機構
経営支援部 経営支援課
TEL

076 - 267-12 4 4

経営の安定や積極的な事業展開を支援する融資・助成制度のご紹介です。
【お問い合わせ】

（財）石川県産業創出支援機構
経営支援部 設備資金課

「設備投資に対する助成がさらに充実しました 」

TEL

076 - 267-1174

● 設備貸与制度( 割賦・リース)
貸与損料／年2.75％

県からの利子助成
（一般分0.5％、I T 設備分0.75％）

〈各市・町の利子助成制度の概要〉

金沢市

小松市

加賀市

白山市

能美市

野々市町

かほく市

全製造業・旅館業
（ボイラー設備のみ）

全製造業

業種指定なし

業種指定なし

業種指定なし

対象業種

機械金属・電機電子等
製造業

助成金

60万円限度

60万円限度

60万円限度

60万円限度

50万円限度

60万円限度

60万円限度

助成期間

契約日より3年間

契約日より3年間

契約日より3年間

契約日より3年間

契約日より3年間

契約日より3年間

契約日より3年間

助成料率

2.00％相当額

1.25％相当額

1.40％相当額

お問い合わせ先

076-220-2205

産業局工業振興課

経済部商工振興課

地域振興部観光商工課

機械金属製造業

1企業1年度

1企業1年度

割賦損料率の

割賦損料率の

0761-24-8075

1企業1年度

1企業1年度

割賦損料率の

0761-72-7900

割賦損料率の

1.25％相当額
産業部商工振興課

076-274-9543

1企業1年度

割賦損料率の

1.00％相当額
産業建設部商工観光課

0761-55-8509

1企業1年度

割賦損料率の

1企業1年度

割賦損料率の

2.00％相当額

2.00％相当額

産業建設部産業振興課

産業建設部商工観光課

076-227-6082 076-281-3922

● 設備資金貸付制度
設備資金の1/2を限度

無利子、対象業種、対象設備の指定なし
（7年償還、据置期間は、
半年または1年）

I S I C Oライブラリー

書籍・ビデオ情報

ISICOライブラリーでは、皆様のご要望を取り入れながら、随時、
書籍・ビデオの整備を行っています。お気軽にお立ち寄りください。

書籍情報

「全国大型小売店総覧2007」

開館時間
月〜金曜日 午前 8 時 3 0 分〜午後 7 時 3 0 分
土曜日
午前10 時〜午後 5 時

出店計画や流通戦略、
都市計画の企画 ・立案などに欠
かせない大規模小売店の最新情報が満載です。

「地域経済総覧2007」

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）

自治体別の経済・社会データが幅広く収録されています。
※閲覧可能ですので、
ぜひご活用ください。
ビデオ情報 新 着 ！

※このほか、
都合により休館することもあります。

「トラブル回避のための法律知識シリーズ」
このビデオシリーズでは、
「労働時間」
「休日・休暇」
「残業
削減対策」
「パート・契約社員」
「服務規律・懲戒」
「退職・
解雇」など、企業が直面している労働問題を法律面から
取り上げ、ケーススタディの形式で紹介しています。トッ
プから管理職までの職場の法律知識に関する知識レベ
ルを向上させるための手段として、
ぜひ、
ご活用ください。

いしかわクリエイトラボ入居者募集

【お問い合わせ】

（財）石川県産業創出支援機構
産業振興部 産業情報課
TEL

076 - 267-10 01

いしかわサイエンスパーク内のインキュベート施設「いしかわクリ
エイトラボ」では、
現在、
入居企業を以下の通り募集しています。

■募集区画（H18.10.1現在）
・50㎡×10区画（50㎡区画を2区画以上借りること可）
・25㎡×1区画
※5㎡の入居に関しては応相談

■利用料金
●賃貸料
【インキュベータ】
1㎡あたり2,000円／月
【レンタル・ラボ】
■応募資格
1㎡あたり3,000円／月
(1) インキュベータ
●共益費 1㎡あたり500円／月
創 造的企業活動などを行う中小企業、個
●保証金 月額賃貸料の2カ月相当
人、研究機関の入居
(2)レンタル・ラボ
■利用期間
入居から5年を経過した企業など、大企業の入居
インキュベータは５年間
レンタルラボの利用は制限なし

■入居者特典
●高速インターネット完備 ( 最大100M b p s) 常時接続
●24時間365日利用可能
●無料駐車場（約100台）
●北陸先端科学技術大学院大学との共同研究の
場合は、大学の設備も一部利用可能
【お問い合わせ】

（財）
石川県産業創出支援機構

サイエンスパークオフィス
TEL

0761 - 51 - 012 2
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TOPICS

イ シ コ・ト ピ ック ス

IT経営百選 を石川県の 3 社が受賞
経済産業省などが選定する平成18年度I T 経営百選を、
石川県の3社が受賞した。
I T 経営百選とは、
中小企業にI Tの普及を促すことを目的に、
経営戦略として有効にI Tを活用しているモデル企業を選定し、
幅広く事例を紹介するもの。
審査は、
ビジネスモデルやプロセスの高度化・連携、
情報セキュリティ対策など10項目にわたって、
各20点満点で評価される。
今年度は各賞合わせて160の企業・団体が選出された。
ここでは、
県内から選出された企業の受賞理由を紹介する。

谷田合金
（株）

http://www.tanida.co.jp/

自動車・バイクのエンジン部品など各種
アルミ・マグネシウム鋳物の製造・加工を
手がける谷田合金では、独自の総合統括
システムを構築し、受注から生産、出荷、会
計処理に至るまですべてを一貫して管理し
ている。新規受注はほとんどがホームペー

会宝産業
（株）

ジからで、平成18年は売り上げに占める割
合が40％にもなった。顧客には I D、パス
ワードの入力で発注品の生産に関する進
捗状況がネット上で確認できるようになっ
ている。機 械の稼働状況もパソコンで管
理し、
機械の負荷の平準化を図っている。

ホームページから機械の状況やスケジュールの
状況を確認できる

http://www.kai-ho.com/jap/

自動車の中古部品の販売に取り組む会
宝産業では、海外への輸出需要の増加に
対応するため、独自のWe bシステム
「K R A
システム」を構築し、日本全国の提携企業
からの中古部品調達を可能にした。このシ
ステムは現在、同社のほか、国内7社、海外

（有）
ホリ写真館
ここ数年で急速にデジタル化が進んだ
写真業界にあって、ホリ写真館はデジタル
カメラで撮影した画像をネットやメールで
受け取り、プリントするというビジネスモデ
ルを全国に先駆けて構築した。顧客の嗜
好に合わせた仕上がりを実 現するため、

2社に導入されており、お互いの在庫状況
を確認できるようになっている。システム
導入先は、輸出用部品を登録することで販
売機会を拡大できる。また、仕入れから生
産、販売までのデータを連携させ、その履
歴をトレースできるようになっている。

バーコードによって部品の搭載車輌や
仕入れ先などを管理する

http://aday.zive.net/
メーカーと共同でオリジナルの現像機を開
発。明るさや色味、コントラストを5段階か
ら選択できるようにするなど、顧客から幅
広い支持を集めている。また、他社と差別
化を図るため、最大 B0サイズの大判プリン
トなども手がける。

［発行月］2006年10月
（年6回発行）
［発行所］財団法人 石川県産業創出支援機構［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1丁目75番地

インターネットを活用したビジネスモデルで、市
場を全国に広げた

今回の特集では、伝統の技を大切にし
ながら、
「地域ブランド」の活用によって
新たな展開を目指している事例を紹介
しています。また、
ＩＳＩＣＯ事業を活用し
た事例も掲載されていますので、参考と
してください。

