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ISICO が将来有望な起業家を発掘
する「革新的ベンチャービジネスプ
ランコンテストいしかわ」の表彰式。
詳しくは巻頭特集をご覧ください。

【表紙撮影／山岸政仁】
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　廣瀬由利子さんは今年で 6 回目を
迎えるコンテストで、女性初の最優
秀起業家賞に選ばれた。提案した
のは、水引を使って建築内装材やイ
ンテリアを制作する事業だ。色彩豊
かな水引とガラスや木を組み合わせ
るなどして、照明器具やドア、テー
ブル、パーティション、オブジェを制
作する計画で、購入者層は店舗を建
築、設計する首都圏の企業やこだわ
りの住まいを求める富裕層を想定す
る。これまで祝儀袋や結納飾りに限
定されていた水引の用途を広げ、新
たな販路を開拓することで、石川の
希少伝統工芸である水引の継承、
発展を目指す。
　廣瀬さんが水引と出会ったのは約

12年前。文化交流で訪れたニュージー
ランドで水引のワークショップに参加
し、現地の人々が自由な発想で楽し
みながら作る様子を見て、「水引はア
イデア次第で多くの人に使ってもらえ
る」と確信した。その後、事業化に乗
り出し、昨年 9 月に会社を設立。ブ
ローチやネックレス、かんざしといっ
た装飾品を作り、人気を集めている。
　インテリアもアクセサリーも制作の
基本となるのは「あわじ結び」と呼ば
れる伝統的な結び方だ。また、水引
を使って刺

ししゅう

繍のように模様を描く「刺
し水引」の技術を独自に編み出し、
表現の幅を広げた。今年 6 月に山代
温泉の旅館に大小 2,500 個の水引
珠
だま

を使った高さ 7m のオブジェを納

めるなど、インテリア分野での受注
は既に始まっている。廣瀬さんは「水
引の新しい使い方、飾り方を提案し、
メード・イン・ジャパンの手仕事を石
川から世界へと発信したい」と話し、
海外との取引も視野に入れている。

色彩豊かな水引でインテリアを制作
廣瀬 由利子  （株）自遊花人 代表取締役

ISICOは10月18日、県地場産業振興センターで「革新的ベンチャービジネスプランコンテストいしかわ」を
開催し、最優秀起業家賞1人、優秀起業家賞3人を決定した。コンテストでは、50人の応募者の中から1次
審査を突破した7人が、練り上げた事業計画を発表。アイ・オー・データ機器の細野昭雄社長をはじめ起
業家や経営コンサルタント、金融機関の融資担当者らが審査し、ISICO理事長の谷本正憲知事が受賞者
に表彰状を手渡した。ここでは、今後、ISICOが集中的に支援する受賞者の提案内容を紹介する。

企業で夢をカタチに！
7人がアイデアを発表
革新的ベンチャービジネスプランコンテストいしかわ

巻
頭
特
集

起業で夢をカタチに！
7人がアイデアを発表

「これまでにないもてなしのインテリアを提案した
い」と水引の新たな可能性を追求する廣瀬さん



3

　ピアノ調律師の資格を持ち、工房併設
型のピアノ専門店を経営する宮本冬樹さ
んが提案したのはピアノのレンタル、リ
ニューアル事業である。レンタル事業は中
古ピアノを貸し出す仕組みで、価格は月々
3,675 円から。毎年調律してくれて、6 年間
借りれば、そのまま顧客のものになる。「子
どもにピアノを買いたいが、本物は高価
だし、いつまで続けるか分からないので」
といった理由で電子ピアノを選ぶ家庭が

主なターゲットだ。昨年からサービスを開
始し、既に小松・加賀で 50 台を納入。5
年後に北陸3県で300台の受注を目指す。
　一方、リニューアル事業は、中古ピア
ノの弦やハンマーなどをドイツ製高級ピア
ノの純正部品に取り替えて音色を良くし
たり、色やロゴを変えたりして、ピアノを
再生するサービスだ。宮本さんは「一人
でも多くの人に本物のピアノの音色を届
けたい」と事業拡大に意欲を燃やす。

　河村征治さんは石川発のハンバー
ガーチェーン店の展開について事業プ
ランを披露した。「毎日食べられる健康
的でバラエティのある商品を、毎日食べ
られる価格で提供する」。そんな思いを
実現するため、河村さんが考えたのが、
食材を一次加工するセントラルキッチン
の近隣に、店舗を集中的に出店する仕
組みだ。一つのセントラルキッチンにつ
き10 店舗を展開できれば、大手全国
チェーン店のように大規模な工場や物流

網を構築しなくても、鮮度のいい地元
の食材をまとめて仕入れ、オリジナルメ
ニューを低価格で提供できるという。
　河村さんは既にセントラルキッチンを
建設し、「ワンダフル」の店名で金沢市と
その近郊に 4 店舗を開店。今後、県内
での10 店舗展開を目指す。将来的には
こうした仕組みを全国 20 都市で展開し、
地域ごとにご当地バーガーを提供する

「地産地消型のチェーン店モデル」を構築
する計画だ。

　山下史恵さんが発表したのは、石川
県の珪藻土を使ったピザ窯の商品化で
ある。特徴は国内の料理店で導入され
ているイタリア製のピザ窯に比べ、軽く
て耐震性に優れ、安価という点にある。
　このピザ窯は珪藻土で作ったレンガ
を組み合わせて作る。その結果、イ
タリア製のピザ窯は最も軽いもので約
2.3t の重量があるのに対し、約 1.2t に
まで軽くすることに成功した。また、ピ

ザ窯に使われるレンガをドーム型にす
ることで、耐震性を高める。運賃・設
置費用を含めた価格は 130 万円で、イ
タリア製の 240 万円よりも大幅に安い。
商品化に当たっては県内企業と連携。
もちろん、外はパリっと中はモチっとし
た食感に焼きあがる。山下さんは「軽
量なので、重量の制約があって不可能
だったビルの上階にも設置できる」と話
し、来年 1 月の販売開始を目指す。

レンタル、リニューアルで中古ピアノを再生

地産地消型のチェーン店モデルを構築

石川の珪
け い そ う ど

藻土で軽くて安いピザ窯を

宮本 冬樹  （株）ピアノスマイル 代表取締役

河村 征治  アイエムエムフードサービス（株）代表取締役社長

山下 史恵

「ニーズが多いピザ窯を買い手が求める条
件で提供したい」と話す山下さん

外食上場企業の副社長を務めた後、生まれ
故郷で起業した河村さん

ピアノ演奏を交えたプレゼンテーションで
観客を沸かせた宮本さん
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■ 代 表 者  磯野 秀和
■ 創　　 業　昭和27年4月
■ 資 本 金  5,000万円
■ 従業員数　28名

（株）北日本ジオグラフィ
■ 事業内容　地上測量、空中写真
　 測量、深浅測量、地理空間情報
　 コンサルタント
● http://www.kitanihon-geo.co.jp/

金沢市浅野本町2-2-5　TEL.076-252-3211

　北日本ジオグラフィは今年 6月
3日の「測量の日」に合わせ、ホー
ムページを一新した。リニューア
ルと同時にホームページ上に公開
したのが新開発の「世帯数ナビ」
である。これは石川県内の地図
データと国勢調査の統計情報をリ
ンクさせたシステムで、地図上に
町ごとの世帯数や人口を数段階に
色分けして表示する。
　地図は同社もデータの整備、
更新に携わる国土地理院の電子

国土基本図をベースにしており、
人口を男女別や年代別に表示
させることも可能だ。また、地
図上には、銀行や郵便局、学校、
幼稚園・保育園、コンビニの位
置がひと目で分かるよう表示さ
れている。利用料は無料で、誰
でも自由に使えるようになって
いる。
　同社の磯野秀和社長は「どこ
に、どんな人が何人住んでいるの
かという情報は商圏の分析に不
可欠。例えば、独自のマーケティ
ングシステムを持たない中小飲食
店などが出店計画を立てる際に
役立ててほしい」と期待を寄せる。
　便利な仕組みを無料で提供す
るのには二つの理由がある。一
つは地図データと各種情報を組み
合わせれば使いやすくなることを

多くの人に体感してもらうため、も
う一つは一人でも多くの利用者か
らニーズを探るためである。サー
ビス開始後、「地図で標高が分か
れば防災に便利」との意見が寄
せられ、早速、改良を施した。
　磯野社長は「使っているうちに、
さまざまな要望が出てくるはず。
ゆくゆくはそうした要望をとらえて
企業ごとにカスタマイズしたサー
ビスを提供し、ビジネス化したい」
と戦略を描く。

目指すは測量会社の進化形
データ活用型の新事業に活路
北日本ジオグラフィは石川県内で最も古くからある
測量会社だ。測量は道路の建設やまちづくりに欠か
せない仕事だが、発注元のほとんどは国や地方自治
体であり、公共事業の減少に伴って、事業環境は厳し
さを増している。こうした現状を踏まえ、同社では、
測って終わりという従来型の業務に加え、計測した
データを活用したり、他の情報と組み合わせたりして
官公庁や民間企業に新たなサービスを提供しようと
意欲的に取り組んでいる。

世帯数が地図上で分かる
新サービスを無料で提供

17人の測量士を擁し、陸海空で豊富な
測量実績を誇る

平成 20 年に社長に就任した磯野社長は 36 歳の
若さ。測量士補の資格を持ち、主に国や県外の地
方自治体の営業に注力する
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　一口に測量と言っても、その
フィールドは大きく地上、空、海
上の三つに分けられる。ふだん私
たちがよく目にする地上での測量
では、道路や鉄道、建築物など
を作るための用地を測るほか、緯
度や経度、標高の基準となる三
角点などの設置も業務に含まれ
る。空からの測量は、航空機か
ら撮影された写真を基に地形図
を作成する作業だ。海上での測
量は深浅測量と呼ばれ、船上か
ら精密音響測深機を使って海岸
や港湾、ダムの深さを調査する。
　県内では現在、100 社以上の
測量会社がしのぎを削っている
が、中でも北日本ジオグラフィは
陸上だけでなく、空や海からも測
量できる技術と実績を有する数少
ない企業だ。
　とはいえ、測量会社を取り巻
く事業環境は厳しく、磯野社長
は「石川県の土木工事はピーク
時だった平成 10 年に比べ、4

割に減少した」と表情を曇らせ
る。実際、公共事業が削減され
る中で同社の売り上げは伸び悩
み、以前は 70人以上いた社員

も半分以下にま
で減少した。
　そこで、新たな
収益の柱として、
期待をかけるのが
データ活用型の
事業である。例
えば、農地を撮影
した衛星画像か
ら米の旨みを左右
するタンパク質の含有量を解析し、
栽培管理に生かしてもらう取り組
みもその一つである。これは平成
21年から22 年にかけてJA白山
に採用され、特別栽培米の付加
価値アップに貢献した。
　また、農地の地図データにどの
田畑でどういった作物が作られた
かといった情報を組み合わせ、計
画的な農地管理や作物の生産性
向上につなげている事例もある。
　冒頭で紹介した世帯数ナビも
こうしたデータ活用型事業の試み
の一環というわけだ。

　データ活用型の事業を模索する
磯野社長は今年 8月、新たな可
能性を求めて韓国・大

て ぐ

邸広域市で
開かれた商談会に参加した。大邸
は IT産業の盛んな韓国第 4 の
都市で、商談会への参加は、大
邱デジタル産業振興院と9 年前か
ら交流するISICOが橋渡しした。
　磯野社長が商談を持った企業
の一つは 3 次元コンピュータ・グ
ラフィックスを駆使したリアリティ
の高い地理情報システム（GIS）
を構築するEGIS 社である。磯野

社長によれば、「日本では今のとこ
ろ地図の3 次元化に関するニーズ
は高くない」そうだが、韓国では
既に景観や防災のシミュレーショ
ン、観光案内など、幅広い用途に

利用されており、「今後、地図デー
タをもっと有効に活用するための
選択肢にしていきたい」と話す。
　このほかにも、避難場所だけ
でなく、災害弱者と言われる高
齢者や障害者の所在を地図上に
示し、地震や洪水が起きた時の
救助に役立てる福祉防災地図な
ど、アイデアはまだまだ広がる。「目
指すは測量データや地図データ
を解析したり、活用したりするこ
とで民間企業や地方自治体の抱
える課題を解決する地理空間情
報コンサルタント」と力を込める
磯野社長。測量会社の新たなビ
ジネスモデルの構築に向け、チャ
レンジが続く。

公共事業の削減で
社員数は半分以下に

地図の3次元化を見据え
韓国のIT企業を視察

データを調査・解析、活用する仕事の増加に合わ
せ、測量士がパソコンに向かう時間も増えてきた

3 次元化した地図データの活用法について理解を
深めた韓国・大邸広域市の商談会

北日本ジオグラフィが提供する「世帯数ナビ」のインターフェース。およその人口、世帯
数に応じて地域を色分け表示する



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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  日本橋の老舗との
  コラボ商品も

　箔座が一昨年10月に東京・日本橋に
オープンした「箔座日本橋」が好調だ。
複合商業施設「コレド室町」の1階にあ
る約180㎡の店舗では、器やバッグ、ア
クセサリー、化粧品、スイーツなど、金
箔を使った約1,000アイテムを販売して
おり、連日、多くの人でにぎわっている。
　多岐にわたるアイテムの中でも、箔
座のオリジナリティーを際立たせて
いるのがファッション、コスメといっ
た美をテーマにした商品群だ。ファッ
ション分野では、金沢の店舗と異な
る客層を意識したバッグやアクセサ
リーをラインアップ。好みの箔と天
然石を組み合わせて自分だけのネッ
クレスやブレスレットを作るセミオー
ダー受注会、腕や胸元に直接金箔を
あしらうボディアートといった新企画
も注目を集めている。
　コスメ分野では、美容液などの基
礎化粧品にとどまらず、金箔の入っ
た口紅やアイシャドウ、チークといっ
たメイクアップ用の化粧品までを幅
広く品ぞろえする点が特徴だ。
　和菓子の榮

えいたろうそうほんぽ

太樓總本鋪の人気商品
を金箔で覆った「一

いっすんきんつば

寸金鍔・小
こばんきんつば

判金鍔」

など、日本橋の老舗とのコラボレー
ションにも積極的に取り組んでいる。
　出店に際しては、「いしかわ産業化
資源活用推進ファンド（活性化ファン
ド）」の補助事業を活用して、直営店
ならではの強みを生かした店頭プロ
モーション活動を繰り広げた。

  純金とプラチナで
  新素材を開発

　「いつかは東京に旗艦店を」。高
岡美奈専務が温めていたそんなプ
ランが実現したのは、「伝統と革新」
をコンセプトに日本橋再開発に取り
組む三井不動産が、伝統の技術を
生かしながら意欲的に新商品を開
発する箔座に出店要請したことが
きっかけだった。日本橋周辺には江
戸時代、金銀箔の製造・販売を統制
する「箔座」が置かれていたという不
思議な縁も決断を後押しした。
　革新に挑む箔座を象徴するの
が、独自に開発した純金プラチナ
箔だろう。同社では約10年前に、融
点が異なるため難しいと言われてき
た純金とプラチナの合金製箔に成
功。純金に1％のプラチナを配合した

「永
と わ い ろ

遠色」、10％のプラチナを配合し

た「久
くおんいろ

遠色」の純金プラチナ箔を商品
化した。高岡専務が「従来の金箔ほ
ど煌

きら

びやかでなく、日本人の肌色に合
う」と評する純金プラチナ箔は、その
後、ファッション、コスメ分野での商
品開発に弾みをつけた。
　「金箔はアイデア次第で可能性が
無限に広がる素材。皆さんに楽しん
で使ってもらえるよう、今のスタイル
に合った商品を提案したい」と力を込

める高岡専務。金沢の店舗には関東
からの観光客が多いことから、新商
品や新サービスの評判を日本橋で
見極め、好評だったものを順次取り
入れていく計画だ。

箔座（株）
金沢市森山1-30-4
TEL.076-253-0893
■ 代 表 者 高岡 昇
■ 設 立 昭和51年8月
■ 資 本 金 3,000万円
■ 従業員数 70名
■ 業務内容 各種金・銀箔商品の企画開発と
　 製造販売、金箔活用のコンサルテーションと
　 プロデュース
● http://www.hakuza.co.jp/

東京で金箔の魅力発信
アクセサリーや化粧品を拡充

多彩な商品をそろえ、箔の魅力を伝え
る箔座日本橋

「金箔を使ったコスメやアクセサリーで、多
くの女性に特別感やぜいたく感を味わっ
てほしい」と話す高岡専務

「CHAYA cosme」のブランド名で展開する化粧品やバスアイ
テムのほか、ネックレスなどのアクセサリーは東京でも人気だ
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  約20年前に考案
  いしりを隠し味に

　七尾市田鶴浜町で料理店を営む
池亀では昨年11月から、オリジナルメ
ニューの「能登牡

か き

蠣白味
み そ

噌鍋」をネッ
ト販売し、好評を博している。これ
は池亀で提供しているのと同じ特製
白味噌スープ1ℓと七尾西湾でとれた
能登かき500gをそれぞれパック詰め
し、セットにした商品だ。自宅で野菜
や豆腐を用意して煮込むだけで、3
〜 4人前の鍋ができあがる。価格は
3,700円（送料別）で、販売は11月から
翌年3月まで。東京を中心に東北や
九州からも注文が寄せられている。
　創業から約70年の歴史を刻む池
亀の3代目、池田哲三代表がこの鍋
を考案したのは約20年前にさかの
ぼる。白味噌を使ったカキ鍋は能登
では一般的ではないが、関西の料理

店で修行した池田代表が、県外産に
比べてやや小ぶりながら、肉厚で味
が濃厚な能登かきに合うスープを試
行錯誤した末、修行時代によく使っ

た白味噌にたどり着いた。
スープは信州産の白味噌
をベースに、七尾産の合わ
せ味噌とイカのいしりを隠
し味に使って調味してお
り、上品な甘さが能登かき
と絶妙にマッチする。広
島の郷土料理として知ら
れるカキの土手鍋と比べ
ると、カキの旨みを生かす
あっさりとした味わいが特
徴で、飽きがこない。
　自慢の味をネット販売
し始めたのは、取材で店
を訪れたあるテレビ局の
レポーターが「この味を家
でも食べたい」とコメント
したことがきっかけだっ
た。ネット販売に当たって
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）」
を利用して、ホームページやチラシ、
ラベルの作成、イベント出展に取り
組んだ。

  できたてをパック詰め
  週刊文春で3位の高評価

　何と言ってもこだわりはスープの
味である。「自宅でも店と同じ味を食
べてもらえるように」と、スープは水で
伸ばして使う濃縮タイプにせず、発送
日に作りたてをそのままパック詰め
する。能登かきも専門業者が選りす
ぐった大粒のものしか使わない。
　評判は上 で々、昨年11月に発売さ
れた「週刊文春」では、フードライター
や編集者が選ぶお取り寄せご当地
鍋ランキングで3位に入賞。今年1月
に埼玉県和光市で開かれた鍋料理

の祭典「ニッポ
ン全国鍋合戦」
では 約1,200食
を完売し、来場
者の投票では国
内43種 類の鍋
料理の中で5位と健闘した。
　もっとも、商品のPRはこれからが
本番だ。池田代表は「今後、県内外
のイベントに積極的に出展したい」と
腕まくりし、金沢や県外での知名度
アップに力を注ぐ考えだ。

七尾市田鶴浜町ハ部23
TEL. 0767-68-2018
■ 代 表 者 池田 哲三
■ 創 業 昭和15年頃
■ 資 本 金 300万円
■ 従業員数 2名
■ 業務内容 料理店の経営
● http://ikegame.net/

（有）池亀

自慢の能登牡
か き

蠣白味
み そ

噌鍋
ネット販売で全国へ

「能登牡蠣白味噌鍋」。店では11月からこ
の鍋のほか、カキフライ、蒸しガキ、刺身、
小鉢が付くコース（3,500円）が味わえる

「一度食べてもらえば、おいしさが分かってもら
えるはず」と自信を見せる池田代表

ネット販売用に準備した白味
噌スープと能登かきのセット



  太さや長さは自由自在
  都内の百貨店で好評

　小山箸店が力を入れているのは
漆塗りの箸のオーダーメードである。
太さは1mm単位、長さは1cm単位で
指定できるほか、形状は8角形、5角
形、4角形など、先端はとがったもの
のほか、8角形や4角形などから選べ
る。材質は黒

こくたん

檀、鉄
てつぼく

木、能登ヒバなど
で、蒔

ま き え

絵や沈
ちんきん

金を施すことも可能だ。
　「服や靴は自分の体に合ったサイ
ズを探して着るのに、箸は長さや太さ
が大体決まっていて、これに自分の
手を合わせて使っている」。同店の小
山雅樹代表はこう指摘し、「毎日のよ
うに使う箸だからこそ、手にしっかり
とフィットして、使いやすいものをオー
ダーメードしてほしい」と力を込める。
　後で変形しないよう木材を十分に
乾燥させ、仕上げの漆を7回も塗り重
ねるなど、仕事ぶりは実に丁寧だ。世
界に一膳の箸とはいえ、木地作りか
ら上塗りまでを一貫生産し、問屋を
介さず直接流通させることで3,990
円からと手ごろな価格を実現した。
　輪島市内にある自社工房での販
売に加え、平成22年に東京ビッグサ
イトで開催されたギフトショーへの

出展を足がかりに、昨年9月から西
武渋谷店で展示販売がスタート。購
入者の口コミによって、「手になじん
で扱いやすい」との評判がじわじわ
と広がり、注文数は徐々に増え、今
後は西武池袋本店、そごう横浜店
での販売も決まっている。

  補助金で耐久性を試験
  1,000回洗っても大丈夫

　小山代表が箸のオーダーメード
に取り組み始めたのは、両親の体
が不自由になったことがきっかけ
だった。両親のために持ちやすい箸
を作ろうと試行錯誤するうち、箸が
使いにくくなるのは年を取ると手の

把
は じ

持力※が低下するためであ
り、その人の手に合った箸を
使えば、把持力が衰えても
箸をうまく扱えることに気づ
いた。「体が不自由な人が使
いやすい箸は、健常者にとっ
ても使いやすい。それなら
ば、一人でも多くの人に自分
にぴったりの箸を使ってもら
いたい」（小山代表）と事業化
に乗り出し、オーダーメード

箸の専門ブラン
ドとして「手ば
しや」を立ち上
げた。
　平成23年度に
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）」
に採択され、補
助金を活用して展示会に出展したほ
か、現在、オーダーメードの箸に込め
た思いをつづった冊子を作成中だ。
また、県工業試験場で試験を行い、
業務用の洗剤、洗浄機で1,000回洗っ
ても劣化しないとのお墨付きを得た。
　大量生産・大量廃棄の時代からい
いものを長く大切に使う時代へ。同
店では箸の修理も受け付けており、
小山代表の考え方には今後、多くの
消費者から共感が寄せられそうだ。

※握ったものを離さないようにこらえる力

小山箸店
輪島市河井町5部155番地1
TEL.0768-22-0067
■ 代 表 者 小山 雅樹
■ 創 業 昭和21年8月
■ 従業員数 4名
■ 業務内容 塗り箸の製造、販売
● http://www.tebasiya.com/

一人ひとりに長さや太さを合わせたオーダーメードの箸。
1膳から注文可能で、受注から納品までは3〜4カ月かかる

小山代表（左）と二男の俊治氏。人気セレクトショップ・ビームスと連携
した新商品も開発中だ

販売に当たっては消費者
が選びやすいように長さ
や太さ、仕上げ方が異なる
箸のサンプルを用意する

一人ひとりの手に合った
塗り箸

ば し

をオーダーメード
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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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　「ふとんの玉手箱」は明治33年創
業の老舗寝具店、大杉屋ふとん店
が手がけるネットショップである。
運営会社としてふとん屋.comを設
立後、平成19年に楽天市場店、平成
23年に自社ショップを開店した。中
でも楽天市場店は、多い日には400
件も注文が入る人気店だ。

　「ネットショップは同じ商品を扱
う店舗の数が多く、安売り競争にな
りがちだが、今は安いからと言って
売れる時代ではない」。能登達朗
代表はそう話し、「少しくらい高くて
も信頼できる店で買いたい」という

消費者から選ばれる店づくりを目
指している。
　店の信頼感を重視する消費者を
取り込むため力を注ぐのが、購入者
が商品を使用した感想などを書き
込む“レビュー”の収集である。ネッ
トショップでは商品を実際に触るこ
とができないだけに、購入者からの
評価がよければ、店の信頼性が高ま
り、購入の呼び水になる。
　多くのレビューを集めるため、同店
では購入者に記入を促すメールを送
るほか、記入者にプレゼントを進呈
するなどしている。こうした取り組み
の結果、レビューを書いてくれる購
入者の割合は従来の10％から20〜
30％にまで増えた。現在、同店には
累計1万2,000件を超えるレビューが
寄せられ、満足度を示す得点は5点
満点で4.6点と高い評価を得ている。
　高評価のレビューが増えると客単
価も向上した。当初は毛布など1,000
円から3,000円の手ごろな商品の注
文が多かったが、今では1万円ほど
の羽毛布団が売れ筋となっている。

　もちろん、商品や対応がよくなけれ
ば高い評価は得られない。同店では、
売れ筋の羽毛布団は日本製にこだ
わって品ぞろえ。能登代表による工
場訪問記を掲載したり、3年間の保
証書を独自に発行するなど、安心して

購入してもらえるよう工夫を凝らす。
　このほか、リピーターにはスタッフ
の写真が入った手書きのメッセージ
カードを同封。週1〜2回発行、更
新するメルマガやブログでは、商品
情報だけでなく、メイン購買層と同
世代の女性社員が日常の出来事な
どをつづり、親しみや共感の得られ
る情報発信に努めている。
　また、閑散期となる夏場には子ど
もの寝顔を撮影した写真を紹介す
る「寝顔コンテスト」を開催し、アク
セス数の向上を図っている。
　こうした取り組みが奏功し、ネット
ショップは実店舗の約4倍を売り上
げるまでに成長した。今年からは自
社ショップをIS ICOが運営するイ
ンキュベーションモール「お店ばた
け」に出店。今後は、実店舗と連携
した販促イベントを
企画し、一層の飛
躍を目指す。

http://www.futon-tamatebako.co.jp/

1日400件の注文が入る人気店
1万2,000件のレビューが信頼の証に
（株）ふとん屋.com
■ 所 在 地  　小松市本折町72
　　　　　　   TEL 0761-46-5133
■ 代 表 者  　能登 達朗
■ 設　　立 　平成18年8月
■ 従業員数 　 15名
■ 事業内容 　 寝具の企画、製造、販売

［	ふとんの玉手箱	］

評価がよくなれば
客単価もアップ

日本製にこだわり
保証書で安心を提供老舗寝具店の5代目、能登代表は事業の拡

大に向け、ネットショップの活用に力を注ぐ

売れ行き好調の「ふとんの玉手箱」。最近ではスマートフォン
の普及によってモバイル端末からの注文が20％を占める

オリジナルの保証書やメッ
セージカードが購入者に安
心感や信頼感を与えている



各種支援制度の利用者に聞く

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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　グランゼーラが手がけるのは、
ソニー・コンピュータエンタテイン
メント（SCE）の 家 庭 用ゲーム機

「PlayStation3（PS3）」や携帯ゲーム
機「PlayStation Vita（PS Vita）」
用ソフトの企画、開発だ。ゲームの
発売に先立ち、昨年 7月以降、PS3
のオンライン・ユーザーコミュニティ
サービス「PlayStation Home」の利
用者向けにラウンジと呼ばれる仮想
空間を次 と々開設し、この空間でア
バター（利用者の分身）が身に着ける
衣装やアイテムを販売している。
　これらのソフトやサービスは、イ
ンターネットを通じて日本だけでな
く、世界中の人々に販売することが
可能で、同社では海外での売り上げ
が約 40 〜 50％を占めている。
　金沢発のゲームを世界で販売する
という事業計画が評価され、昨年
10 月には ISICO が開催した「革新
的ベンチャービジネスプランコンテス
トいしかわ」で最優秀起業家賞を獲
得した。同社の名倉剛代表は「コン
テストやその後の交流会をきっかけ

に、さまざまな地元企業とのつながり
ができた」と笑顔を見せ、既にいくつ
かの企業とは共同でゲームを制作す
るプロジェクトが進んでいるという。
　7 月には県内企業とのネットワー
クを強化することで、開発を加速さ
せようと、i-BIRD（野々市市）で開
かれた「マッチングセミナー」に参加。
ウェブ制作や翻訳を手がける事業
者に、ゲームとは関係ないように思
えるそれらの技術やノウハウがゲー
ム開発に生かせることを紹介し、
連携を呼びかけた。

　受賞は資金面でも助けになった。
ISICOから2年間で500万円のスター
トアップ資金を交付されたほか、今
年 7月には入賞者に対して適用さ
れる特別利率で、日本政策金融公
庫から2,000 万円の融資を受けた。
　また、ISICO からは受賞特典と
して、中小企業診断士や公認会
計士といった専門家からなる支援
チームの集中支援を受けている。

「事業計画の策定や資金調達をは

じめ、スタッフのモチベーションをい
かに上げるか、どうやってブランドを
構築するかなど、さまざまな課題につ
いて、ニュートラルな立場からアドバ
イスをもらえる」。名倉代表はそう話
し、ほぼ隔週で ISICO に足を運び、
意見を交わしている。
　年末には PS Vita やアンドロイド
OS を搭載したスマートフォン、タ
ブレット型端末にゲームを配信する

「PlayStation Mobile」向けのソフト
を発売する予定で、その後、PS3、
PS Vita 用ゲームも順次リリースす
る計画だ。
　名倉代表は「事業がうまくいかな
ければコンテストに傷がつく」と自ら
にプレッシャーをかけ、「ISICO に新
たなベンチャー企業の支援に注力し
てもらうためにも、早く事業を離陸さ
せたい」と意欲をみなぎらせている。

グランゼーラが「PlayStation Home」で運営するラウンジは現在4つ。
写真はハロウィンに合わせてラウンジ内で開催したイベントの様子

金沢発のゲームを
世界中に販売

資金・人材両面から
ISICOがサポート

20年以上にわたってゲーム開発・ビジネスに携わった経験を
生かして起業した名倉代表（右）

（株）グランゼーラ
■ 所 在 地  金沢市駅西新町3-1-10
　　　　　　 NEWSビル6階
　　　　 　　TEL.076-224-7202
■ 代 表 者  名倉 剛
■ 設 　 立  平成23年4月

■ 資 本 金  1,700万円
■ 従業員数　20名
■ 事業内容　家庭用ゲームソフトの
　　　　　　  企画、制作、販売
● http://www.granzella.co.jp/

起業家コンテストで最優秀賞
集中支援で
ゲーム開発を軌道に



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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不良率をほぼゼロに

　ステンレス継手を製造するフィッ
テング久世では、この春、航空宇
宙材料規格 AMS に準拠した厚さ
0.8mm の薄肉チタン管の曲げ加工
技術を開発した。これにより航空
機内のダクトをつなぐチタン継手
の量産化に道筋をつけるとともに、
従来製品に比べかなりのコストダウ
ンを見込んでいる。
　開発に当たっては、まず、グルー
プ会社で成形ベローズなどを製造
するベローズ久世と協力し、厚さ
1.5mm の国産チタン管を 0.8mm
にまで薄くする独自技術を確立し
た。これは「冷間しごき加工法」と
呼ばれるもので、チタン管の中に
金型を挿入し、外側から工具でし
ごいて厚みを減らす。その後、カー
ブした形状の金型にチタン管を通
して曲げる「エルボ曲げ加工」によっ
て成型。エルボ曲げ加工はカーブ
の内と外で厚さに差ができにくいの
がメリットだが、カーブの角度を公
差※内に収めることが難しいため、
最後にプレス成型で形状を整える。
　既存のチタン継手は、国内で厚
さ 0.8mm のチタン管が製造されて
いないため、高価な輸入チタン管
を使っており、これをロールに押し
当てて曲げる「ロールベンダー加工」
で成形している。ロールベンダー
加工は内側にしわができやすい上、
カーブの内と外の厚さに差が生じて

公差から外れ
る製品も多い。
　これに対し、
新開発した技
術では、国産
のチタン管を
使うことで、原
料コストを低減するとともに納期も
短縮できる。また、エルボ曲げと
プレス成形の組み合わせによって、
歩留まりをほぼ100％にまで高める
ことができた。
　「当初は割れやしわの多発に悩
まされ、チタン管の寸法・厚さや
金型を幾度となく手直しした」。そ
う開発を振り返るのは駒井憲一社
長である。金型の改良では、石川
県工業試験場が形状解析を担当
し、精度アップに貢献した。

取り組み強化で受注へ

　同社が航空機部品の開発を始め
たきっかけは、平成 20 年 11月にス
タートした石川県鉄工機電協会の
勉強会にある。そこで講師（大手

航空機メー
カー OB）か
ら、「チタン継手のコストダウンをで
きないか」と持ちかけられたのだ。
同社では、取引先の拡大と技術力
アップにつなげようと開発をスター
ト。平成 22 年には石川県とISICO
の「いしかわ次世代産業創造ファン
ド助成事業」に採択された。
　航空宇宙材料規格を満たし、コ
スト競争力に優れる同社のチタン継
手は、内外の航空見本市で高評価
を得たが、受注にはまだ至ってい
ない。「航空機産業は、優れた製品
でも採用実績がなければハードル
がいくつもある」と駒井社長。同社
ではゴールまでの道のりを縮めるた
め、今年度中に航空宇宙産業の品
質マネジメントシステム「JISQ9100」
の取得を目指すほか、今後の展開
によっては、特殊検査及び特殊工
程の認定取得も視野に入れている。

（株）フィッテング久世
■ 所 在 地  河北郡津幡町南中条リ74-1
　　　　　   TEL 076-289-2134

■ 代 表 者  駒井 憲一
■ 設 　 立  昭和49年4月
■ 資 本 金  1,000万円
■ 従業員数   95名
■ 事業内容　ステンレス継手の開発、設計、製造、販売
● http://www.f-kuze.on.arena.ne.jp/fitting.files/home.html

3年の歳月をかけ、量産化技術を確立したチタン継手

久世グループでは戦前、航空機用計測器部品の
製造を手がけていた。再参入となる航空機産業に

「不思議な縁を感じる」と語る駒井社長

航空機用チタン継手の
コストダウンに成功

チタン管の中にカーブしたエ
ルボ金型を通し、均一な厚み
を保ちながら曲げていく

※機械加工の工作物で許容される寸法誤差の範囲



イシコ・トピックス

ご家庭やお年寄りには便利ですよね。
でも、どこのお店がいいか迷っているあ
なた！今回9ページで紹介したふとん
屋.comさんは、オリジナルの保証書や
メッセージカードを同封してくれるので
安心ですよ。それに購入されたお客様
の感想を参考に、実際に商品に触れな
くてもイメージしやすいのが購入に結
びついているようです。ネットショップ
の総合評価が最高5つ星のうち4.6と
高いのも納得。まさに何がでるか楽し
みなふとんの玉手箱ですよ。（藤）

　朝晩めっきり冷え込んできました
ね。毎朝、布団からなかなか出ることが
できなくなってきました。寒さに負けず、
スキッと起きられる方法をご存じの方
はぜひ教えてくださいね。
　さて、毎日使っているお布団、みな
さんはどこで購入されていますか？ス
マートフォンが普及し、いつでもどこで
もネットが見られる時代、ネットで注文
される方も増えてきているようです。荷
物になる布団を持ち帰ることなく、宅配
してくれるため、小さいお子さんがいる

［発行月］ 平成24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

FAX

　I S I C O は10月10日から12日、東京ビッグ
サイト（江東区有明）で開催された「I Tp r o 
E XP O 2012」に出展し、首都圏 I T企業に県内
I T企業の技術やサービスを紹介しました。会
期中は、県内I T企業6社と首都圏 I T企業6社
が商談会に臨み、商機を探りました。

　ISI COは11月9日から12月2日、県地場産
業振興センター本館１階展示ホールで、県
食品協会会員企業による「食品王国いしか
わ　冬の味覚〜特集〜会員企業イチ押し
商品」を開催します。石川の冬の味覚が楽
しめる商品が並んでいますので、ぜひ、お立ち寄りください。

　 石 川 県とI S I C O は、10月17日、18日、
（株）デンソー（愛知県刈谷市）との「技術

提案型展示商談会」を開催しました。商談
会には県内企業41社が参加し、独自の技
術や工法、製品をアピール。2日間で約730
人が来場し、1,332件の商談が行われまし
た。初日には谷本正憲知事も駆けつけ、同社の加藤宣明社長と会談し
た後、田島明雄専務らと会場を視察し、トップセールスを展開しました。

　ISICOでは、ホームページの新企画と
して、「ISI COクロスワードパズル サイト
内横断検索で新しい発見 ・ 脳を活性！」を開設しました。石川県内の企
業情報や新商品情報、情報誌 ISI CO の掲載記事など、ISI COサイトで掲
載されている情報がヒントになっていて、「パズルを解きながら、県内企業
について新発見がある」など、毎回好評をいただいています。常連の方も
初めての方も、どしどしご応募ください。

ISICOの職員が県内IT企業の技術を
来場者に売り込んだ

県内41社がデンソーに技術提案

県内IT企業を首都圏でアピール

石川の冬の味覚を紹介

技術提案型展示商談会

ITpro EXPO 2012

食品王国いしかわ

県内メーカーの自慢の味が一堂にそろう

県内企業と県外大手メーカーとの商談
会は9回目となる

好評です！クロスワードパズル
ISICOホームページ　http://www.isico.or.jp/


