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7 月13 日に神奈川県内で開かれた三
菱重工業（株）との展示商談会では県
内企業 21社が独自の技術を提案し
た。写真は（株）明石合銅の AG バイメ
タル製品（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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石川県と ISICOは 7月 13日、神奈川県相模原市の三菱重工業（株）汎用機・特車事業本部で
同本部との「技術提案型展示商談会」を開催した。商談会には、県内企業21社が参加し、来
場者にコスト削減や生産効率の向上につながる独自技術などを売り込んだ。今回の特集では、
商談会の概要と参加企業の中から3社の提案内容について紹介する　　　　　　。

い、自社の技術の独自性、既存技術
と比較したコストや生産効率の優位

性をアピールした。
　会場には、汎用機・
特車事業本部をはじめ、
同本部に部品を納める
協力企業の技術者、資
材担当者ら285人が
訪れ、「参考になる技
術があった。ぜひ使っ
てみたい」「プレゼン

466件の商談が実現
谷本知事もトップセールス

　「技術提案型展示商談会」は、県
内企業の販路拡大を支援しようと、石
川県とISICOが企画した。商談相手
となった汎用機・特車事業本部は、三
菱重工業の中でも、船舶や建設機
械のエンジン、発電機、産業用車両、
戦車など特殊車両の開発、製造を担
う部門である。商談会の実現に向け
ては、ISICOが今年度に設置した「緊
急販路開拓推進室」が中心となって
交渉を重ねてきたほか、参加企業の
提案方法についても助言してきた。ち
なみに、県外大手メーカーとの商談会
は、昨年8月のトヨタ自動車グループ
に続いて2回目の開催である。
　当日は、部品、素材、設備、金
型、治工具、表面処理といった分野
の県内企業21社が一堂に会し、パ
ネルや部品を展示して技術を紹介し
た。このほか、別室では各社10分
の持ち時間でプレゼンテーションを行

三菱重工業の幹部にトップセールスを行った谷本知事はその後、商談会場
にも足を運び、参加企業を激励した

新規参入を目指して、
県内企業が三菱重工に技術提案

テーションと一体となった商談会
は珍しく、分かりやすかった」と
いった声が聞かれた。商談件数
は466件に上り、この日だけで具
体的な試作依頼が2件、見積も
り依頼が12件、企業訪問の約束
が11件となった。
　また、谷本正憲知事も現地に足
を運び、菱川明本部長にトップセー
ルスを行った。菱川本部長は商
談を具体化させるため、「設計の

来場者は県内企業の提案する技術に目を凝らし、熱心に質問するなどして、連携の可能性を探った
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技術者を中心に参加させた」と述べ、
谷本知事は「県内には優れた技術を
持つ中小企業が集積しており、今回
の商談を新たな受注機会につなげた
い」と意欲を示した。
　ここからは、商談会に参加した3
社の提案内容を紹介していこう。

独自の複合材料に高い評価

　商談会では品質アップに貢献する

の低減を提案。受注に向け、確かな
手応えを感じている。
　ボルトによって締め付けられる面を
保護し、締結機能に必要なワッシャ
は通常、ボルトとは別に発注、管理さ
れ、組み付け前に機械または手作業
によってボルトにワッシャをセットする
必要がある。同社の製品はボルトの
製造工程でワッシャを組み込んだ後、
ネジ加工を施すことでワッシャが外れ
ず、作業効率がアップする上、ワッシャ
の発注や在庫管理も不要となる。
　すでに、建設機械メーカーなどで
導入実績があり、「改善につながる提
案ならば、不況下でも採用の可能性は
ある」と販路開拓に期待を寄せている。

溶接のロボット化で
40％のコスト削減

　大型プレス機などを製造する東和
（株）（能美市）は、コストの低減に
つながる自動ロボット溶接システムを
提案した。一品ものや多品種少量
生産の場合、溶接は自動化が難しく、
人の手による作業が多くなってしまう
ことから、コストの低減が難しい工
程と言われる。これをロボット化し
たのが東和のシステムだ。
　同社では3次元CADデータを
使って、パソコン上でのオフライン
ティーチングを行い、現場ティーチン
グをなくすことによって大幅な自動化
率の向上を実現した。また、タンデ
ム溶接ロボット（2本トーチ）によっ
て時間当たりの溶着量もこれまでの
4倍に向上した。
　自動化によって人の手による作業
が減り、約40％のコスト削減が見込
める。また、品質の安定、リードタイム
の短縮といったメリットもある。1.8m
×3.4mの専用架台に収まる部品であ
れば対応可能であり、大型部品の受
注に向けて、技術力をPRした。

独自性の高い技術に注目が集まった。
（株）明石合銅（白山市）が提案した
「AGバイメタル」と呼ばれる鉄と銅
合金を接合した高性能複合材料もそ
の一つだ。これは、強度に優れてい
る鉄をベースに、耐摩耗性や耐焼付
性に優れた銅合金を溶着させた素材
で、高圧・高速で動く油圧装置の部
品などに使用される。
　また、同社では、鉄と銅合金の複
合材料を使った軸受用の焼結含油
ブッシュも提案した。銅合金に油をし
み込ませることで、給脂間隔をこれま
での50時間から500時間へと延長
できる。レンタル需要の多い建設機
械など、できるだけメンテナンスの間
隔を延ばしたい製品に最適だ。
　いずれも他社にまねのできない技
術とあって、高く評価された。

工数を減らす技術で
確かな手応え

　作業の省力化につながる技術にも
高い関心が寄せられた。例えば、高
品質のボルトやナットの製造を手がけ
る（株）共和工業所（小松市）では、
あらかじめワッシャ（座金）を組み込
んだボルトを開発し、組み立て工数

特	集

「技術提案型展示商談会」出展企業一覧Company list
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　同社が絶対の自信を持つ技術、
それが「機械式無段階ロック・シス
テム」だ。このシステムは、自動車
や自転車で使われるチェーンをヒン
トに墨田専務の父・墨田進社長が
考案した。チェーンを蛇腹状に組
み合わせた機構によって、パイプな
どの高さや長さを自由自在に調節

「お客さんから改善点などを指摘してもらうことがビジネス
チャンスにつながる」と語る墨田雄二専務

できるのが特徴で、世界を見渡し
ても類似する技術はない。同社の
成長を支えたのは、このオリジナ
ル技術を「信じ続ける」ことだった。
　ロック・システムは、昭和60年
の創業と時を同じくして誕生。そ
の3年後には、理容イスの大手メー
カーの目に留まり、ヘッドレスト部
分に初めてシステムが採用された。
だが、二の矢が継げず、以後10
年間のロック・システムの売り上げ
は年間500万円ほどにとどまった。
売り上げが伸び悩み、墨田社長は
一時、廃業も考えたという。
　そんな危機的状況にあった平成
9年、サラリーマンから転身した墨
田専務が入社した。売れていない
ロック・システムにも墨田専務には
「売れる」という確信があった。技
術的には申し分ないロック・システ
ムに足りないのは認知度だと考え、

展示会に参加するなど、システムの
周知に努めた。
　さらに、どれだけ優れた技術で
も、新しい技術には「リスクがある
のではないか」というイメージがつ
きまとう。企業はそのようなリスク
を避ける傾向にあり、市場への普
及のカギは、ロック・システムの実
績を積むことだと考えた。

　実績づくりを急いだ墨田専務は
平成10年、ISICOが主催する
石川県バリアフリー機器等開発研
究調査会に参加した。その中で
「急激に高齢化が進む日本におい
て、介護用品分野は成長する」と
感じ、バリアフリー商品の開発に
着手。ロック・システムを使うこと
で便利になり、付加価値が上がる

ヨーロッパでの販売
も視野に入れるフリー
ロックステッキ
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商品として考え出したのが「フリー
ロックステッキ」だった。
　ステッキの長さを調節する部分
にロック・システムを用い、高齢
者や障害のある人が片手で簡単に、
しかも無段階で調節できるように
改良した。このステッキは、平成
10年の第34回石川県発明くふう
展で最高賞の発明協会会長奨励賞
を受賞。さらに、翌年には石川ブ
ランド認定製品にも選ばれた。
　このステッキ開発が意外な効果
をもたらす。それまで展示会などで
ロック・システムを説明しても、企
業からすればどんな商品に使える
のかがイメージしづらく、システム
の採用にはなかなか至らなかった。
ところが「ステッキで構造を説明す
ると、理解してもらえるようになっ
た」という。
　ステッキを足がかりに、介護用
品メーカーへの提案を矢継ぎ早に
行い、病院で採血時などに腕を
乗せるための「ワンタッチ高さ調整
上肢台」や「ワンタッチ調整式点
滴スタンド」などが次々 と採用され、
事業は軌道に乗り出した。

　顧客からの信頼を同社が勝ち

幅広い分野から引き合いがある
スミタ独自の技術「機械式無段
階ロック・システム」

3 次元 CAD で製品設計を行い、プレゼンテー
ションに臨む

■ 所在地 加賀市八日市町ニ1-2
 TEL.0761-74-4465
■ 代表者 墨田　進
■ 創　業 昭和60年4月
■ 資本金 1000万円
■ 従業員数 6名
■ 事業内容 無段階ストッパー装置
　　　　　　 （杖・業務用ヘッドレスト・
　　　　　　  点滴スタンド）の製造
● http://www.sumita-net.com/

得た理由は、技術の優位性だけ
ではない。その技術を生かす、き
め細やかな“企画提案力”が後押
しした。
　ロック・システムを提案する際に
は、まず、対象となる商品にシステ
ムを導入した場合、操作性や安全
性といった付加価値が高まるかど
うかを見極める。その上で、完成
品をイメージできる設計図やデザイ
ン画を作成し、企業へプレゼンテー
ションする。
　採用が決まれば、量産に向けた
試作品づくりに全力を挙げ、顧客
からのどんな小さな要望にも応え
ながら、耐久性や操作性を高めて
いくという。
　ロック・システムによる商品の不
具合は絶対に避けなければならな
いという墨田専務は「システムを採
用してもらうことは、その企業の
信頼を自分たちが背負うことと同
じ」と話し、信頼度100％を常に
目指している。

　同社のような小さな開発メーカー
が生き残るには本業を見失わない
ことだと墨田専務は言い切る。そ
の言葉通り、この10年間は、ロッ
ク・システムを売ることだけに専念
し、本業以外の事業には一切手を
出さなかった。今後もその方針に
変更はないという。
　自分たちの技術を信じ続けた結
果、最近では日本を代表する企業

もロック・システムに興味を示すよ
うになった。パナソニック電工ライ
フテック（大阪府）が今秋発売す
る介護トイレのひじかけに採用さ
れたほか、トヨタ自動車（愛知県）
からも自動車のドアやボンネットの
開閉部、ヘッドレスト部分への導入
を見込み、試作を依頼されている。
　今後の課題は、ほとんど手作業
である生産体制を大量生産に対応
させることだ。墨田専務は「ロック・
システムを使えば、何かを便利に
できると夢を追い続けてきた。事
業にめどがついたのは、ここ5、6
年のことなので、ようやくスタート
ラインに立ったばかり」と気を引き
締める。
　産声を上げてから20年以上
経ったロック・システムは改良を重
ね、実績を積んだことで成熟期を
迎えた。「世界のどこかで部品とし
て使われてほしい」との思いから、
ヨーロッパやアメリカの国際特許も
取得。３年前からは中国の商社と
の取引も始めた。日本国内で認め
られた“本物”の技術は世界に向
けて今、飛び立とうとしている。



  塩分5％台は
  従来品の半分以下

　明治時代から味噌を醸造する志
賀浦糀・味噌醸造場では、「地域産業
資源活用事業」の認定を受け、消費
者の健康志向に合わせた超低塩味
噌「海味（うみあじ）」の開発や販路開
拓に取り組んでいる。
　味噌の塩分濃度は一般的なもの
で12％、低塩味噌でも10％程度だが、
「海味」では5％台に抑えられている。
　塩の原料は、能登町の沖合約3.7km
の地点で水深320mからくみ上げた
海洋深層水だ。これを40〜 60℃で
じっくりと水分を蒸発させる低温蒸
発法で結晶化させた塩には、ミネラ
ルがたっぷりと含まれている。
　大豆は能登産や北海道産を使用。
糀（こうじ）には発芽玄米と能登産
こしひかりを使っている。化学調味

料や着色料、保存料は一切使ってい
ない。
　自然の寒暖の変化を利用し、冬に
仕込んで夏の暑い時期に発酵、熟成
を進める昔ながらの天然醸造にこ
だわり、昨年秋には450kgを生産。価
格は200g入りで525円となっている。

  これからの課題は
  用途の提案

　志賀浦糀・味噌醸造場が超低塩味
噌の開発に乗り出したのは、販路の拡
大が目的だ。
　3代目の志賀浦勝氏によれば、能登
の伝統的な味噌は15〜18％と塩分が
高め。「これまでのように地元を中心と
して販売するだけでなく、都市圏に売り
込むには減塩が課題だった」という。
　既存の低塩味噌との差別化を図っ
たユニークな商品だが、開発には苦労

もあった。味噌は保存食とはいえ、塩分
を5％台にまで下げると、早くいたんでし
まう。そのため、水分や糀の量を加減
することで、常温でも6カ月間、日持ちす
るよう工夫した。
　商品は昨年9月に完成し、スーパーや
百貨店のバイヤーによるモニター調査
では「味や香りがいい」「塩分を気にす
る人にぴったり」と評価は上々 だった。
　現在までのところ、販路は金沢市内
の一部のスーパー、ネットショップにと
どまっているが、今後は、スティック野
菜に合わせたり、バターのようにトース
トに塗ったりするなど、「海味」の特徴
を生かした食べ方の提案に力を入れ、
需要を喚起する。同時に、チューブ型容
器に入れるなど、用途に応じたパッケー
ジについても検討を進める。
　このほか、肉や魚の調味用、あるいは
洋菓子・和菓子用など、素材としての売
り込みにも力を入れる考えだ。

能登海洋深層水を使った
“超低塩味噌”の販路開拓に挑戦

志賀浦糀・味噌醸造場
鳳珠郡能登町字九里川尻 9-45-3
TEL.0768-72-1463

■ 代 表 者 志賀浦 勝
■ 創 業 明治末期
■ 従業員数 1名
■ 業務内容 味噌製造業
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目指せ！石川生まれのヒット商品
S e r i e s

超低塩味噌「海味（うみあじ）」は、塩分が5％台と低い分、味噌のまろやかな甘みが際だっている 志賀浦さんは伝統的な能登の味を守り続ける一方、
新たなチャレンジに意欲を燃やす

経済産業省が実施する地域産業資源活用事業に認定
された企業にスポットを当て、農林水産物や伝統工芸
品などを活用した商品開発や販路開拓を紹介する。



  折り曲げても
  はがれない漆

　山中漆器の製造を手がける中山
漆工では、柔軟性の高い「しなやか
漆皮（しっぴ）」を開発した。
　動物の皮に美しい漆の光沢が輝
くこの製品は、その名の通り、柔ら
かいのが最大の特徴。折り曲げて
も漆がはがれ落ちたり、割れたり
することはない。漆器と同様に、蒔
絵（まきえ）や螺鈿（らでん）といっ
た華やかな加飾をほどこすことも
可能だ。
　25cm角のシート状素材として販
売し、ファッションやインテリア
など、さまざまな分野での用途拡
大を目指している。
　すでに商談が成立したケースも
あり、7月末には、バッグやアクセ
サリーなどを企画、販売する（株）
サザビーリーグ（東京）が展開する
ブランドの一つ「agate（アガッ
ト）」でしなやか漆皮を使ったバッ
グが商品化され、販売がスタート
した。

  耐熱温度は約300℃
  工業分野での利用も

　そもそも漆皮とは、動物の皮に漆を
幾重にも重ねて、堅牢度を高めたもの
である。古くは中国で武具の素材とし
て使われたが、日本ではそれほど技
術が広まらなかった。旧来の漆皮は
柔軟性に乏しく、用途も限定的だ。
　一方、同じ漆皮と言っても、しなや
か漆皮の製法はそのような伝統的
な技法とは一線を画する。
　まず、漆が浸透しないポリプロピ
レンのシートに漆を塗布。そこに皮
を密着させると、皮の方から水分が
蒸発し、漆が乾燥する。塗膜は一層
だけで、わずか0.1㎜以下の薄さ。ポ
リプロピレンと接していた漆の表面
にはゴム質の成分が多く残り、柔軟
性が維持される。
　漆の特性とポリプロピレンという現
代的な素材をうまく組み合わせた技
法であり、中山幸彦社長は「イノベー
ションによって、漆の新たな可能性を
見いだした」と胸を張る。もちろん、1
枚1枚が職人の手作業によるものだ。

　漆皮は、素材の保護や強化に効
果的で、抗菌性に優れ、カビが生え
ないなどのメリットがある。
　中山漆工では、年間3万枚の供給
を計画。「地域産業資源活用事業」
の認定を受け、ファッション分野の
ほか、約300℃までの耐熱性を有す
ることから工業分野での用途拡大
や販路開拓にも取り組むなど、これ
までの漆器市場とは異なる分野に、
素材メーカーとして挑戦する。

「世界に誇れる素材に仕上がった」と自信を見せる中山
社長。和紙や布にも技術を応用できないか検討する

加工性に優れた漆皮と蒔絵を施したバッグの試作品。漆は品質のいい国産漆を厳選して使っている

柔らかな“漆
し っ ぴ

皮”を開発し、
バッグなどへ用途を拡大

（有）中山漆工
加賀市別所町4-34
TEL.0761-77-5183

■ 代 表 者 中山  幸彦
■ 創 業 大正11年
■ 資 本 金 500万円
■ 従業員数 4名
■ 業務内容 山中漆器の製造、販売

しなやか漆皮は、
1枚1枚、熟練した
職人の手で作ら
れている
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  20種の浴衣を販売
  国内外から注目

　加賀友禅と少女漫画。かつてな
いコラボレーションを実現したの
は、加賀友禅の店「ゑり華」を経営
する花岡である。漫画の主人公が
着用した浴衣を実際の商品として製
造、販売し、全国のファンから注目を
集めている。
　同社が商品化しているのは、葉

月めぐみ氏が少女漫画誌「マーガ
レット」に連載している人気ラブコメ
ディー「お嬢様はお嫁様。」で、主人
公が着用した浴衣である。漫画のタ
イトルにちなんで「オジョメ浴衣」の
商品名で展開され、現在までに、葉
月氏がデザインした4種類の絵柄、
それぞれ5色のカラーバリエーショ
ンが販売されている。価格はオー
ダーメードで一着2万9800円。
　花岡では、6月からインターネット
上で販売をスタート。日本各地から
受注が舞い込むほか、日本の漫画
の海外での人気を反映してか、ヨー
ロッパやアメリカ、アジアなどからの
アクセスも多いという。

  ITの活用で
  納期を2週間に

　コラボレーションのきっかけと
なったのは、花岡が所有する江戸か
ら大正にかけての友禅染めや藍染
めのコレクションだ。平成14年に、
このうち100点の文様を、かほく市内
のITベンチャー、ネット・クレイ（森田
一郎代表取締役）がデータベース化

し、著作権フリーの素材ソフト「華
ゑ巻（はなえまき）」として販売。こ
れを見た葉月氏が伝統的な文様の
美しさにひかれ、作品中の衣装や背
景に活用したことから企画が持ち上
がった。
　「漫画の浴衣を商品化」と聞くと、
簡単そうに聞こえるかもしれない
が、花岡博司社長は「平面のイラス
トを立体化して表現するのに苦労し
た」と振り返る。
　まずは、原画を元に、紙製の反物
や浴衣のひな形を作って入念にシ
ミュレーションを重ねる。柄のレイ
アウトが決まったら、絵柄をデータ
化してインクジェットプリンターで布
地に染色。その後、特殊なミシン縫
製によって仕上げる。ITの活用に
よって、短納期化、小ロット生産を可
能とし、注文から2週間ほどで仕上
がるという。
　花岡社長は「一過性ではなく、継
続的に商品化していきたい」と意欲
を見せており、生活様式の変化で着
物離れが進む中、若者が和装に興
味を持つ誘い水として期待は高まる
ばかりだ。

従来にない生産ラインを構築して「オジョメ浴衣」を商
品化した花岡社長。背後に見えるのが浴衣の絵柄の原
点とも言える藍染めのコレクション

加賀友禅が少女漫画とコラボ
主人公の衣装を商品に

ITを活用した最新の染色技術で原画の雰囲気を見事に再現した「オジョメ浴衣」

（株）花岡
金沢市竪町34
TEL.076-261-9188

■ 代 表 者 花岡  博司
■ 設 立 昭和47年6月
■ 資 本 金 1500万円
■ 従業員数 17名

ゑり華タテマチ本店
で開かれた「オジョ
メ浴衣」の発表会。
漫画のキャラクター
とモデルがおそろい
の浴衣で共演

■ 事業内容
　 加賀友禅などの呉服、和装品、
　 オリジナルグッズの製造、販売
● http://erihana.jp/
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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

（有）グラスヒュッテ・オダ

http://www.hyousatsu1.com/

利用者の笑顔で、
満足度と信頼感を表現

■所在地　　石川郡野々市町二日市1-59
　　　　　　TEL 076-294-1431
■代表者　　尾田  知之
■設立　　　平成13年10月

色合いは温かみのあるオレンジ系を基調に。デザインやS E O対策は毎
日のように見直している

■資本金　　500万円
■従業員数　13名
■事業内容　オーダーメード表札の製造、販売

［表札1.com］

　グラスヒュッテ・オダが運営する
「表札1.com」は、その名の通り、
ガラスや鉄、アルミ、ステンレスで
作ったオーダーメード表札を販売
するネットショップである。平成18
年のオープン以降、売り上げを伸
ばしており、これまでの累計販売
実績は約2万枚にもなるという。
　その人気の秘密は、利用者のこ
だわりを取り入れ、世界でたった一
つの表札を作り上げる確かな技術
力と実店舗以上とも言える柔軟な
対応力である。
　ガラス表札を例にとると、利用者
はまず表札の形や色、文字の書体
や色といった基本的な要素を選
ぶ。書体の種類は200種類、文字

色は24種類とそのバリエーション
は実に豊かだ。その後、希望に沿っ
てデザイン案を作成し、顧客にメー
ルで確認。例えば、子どもの描い
た絵を取り入れてデザインしてほし
いといった要望にも対応可能で、
デザイン変更にも最大4回まで無
料で応じている。
　素材はすべて日本製を使用。塗
料が溶けたり、あせたり、はがれた
りしないよう特殊技術の焼き入れ
塗装を施し、美しい仕上がりと業
界最高品質を実現している。

　「数多くあるネットショップの中
から選んでもらうためには、パッと
見ていい店だなと思ってもらえるこ
とが重要です」と話すのは同社の

尾田知之社長だ。そこで、
尾田社長がとりわけ大切
にしているのが信頼感を
感じさせるサイトづくりで
ある。
　前述したような技術力
や対応力をPRするコン
テンツと同様に、信頼感
をネットショップ上で表

現しているのが、実際に購入した
人々の笑顔である。これは同社が
年に一度開催している「自慢の表
札コンテスト」に送られてきた写真
を掲載したもので、尾田社長は「何
よりもお客様の笑顔こそ満足の証
です」と胸を張る。さらに、尾田社
長をはじめスタッフの顔写真も安
心感を与えるのに一役買っている。
　同社では「表札1.com」を独自
ドメインで開店する前に、「楽天市
場」や「YAHOO！ショッピング」
といった大手ショッピングモール
に出店し、実績を上げてきた。表
札のほかにも、ガラス加工のノウ
ハウを生かした掛け時計の専門
店など、3つのネットショップを運
営している。尾田社長は「表札を
買ってくれたお客様を掛け時計の
ショップへ誘導するなど、各店の連
動性を高めたい」と、相乗効果に
期待を寄せている。

こだわりに応える
技術力と対応力

当初は大手モールに
出店して集客

利用者の思い入れがにじむ表札はどれも手作り。
一つとして同じデザインはない

「分かりやすさや使いやすさをさらに追求したい」とネットショップの改善に意
欲を示す尾田社長
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　生ブドウから作る天然酵母に
こだわったパンやスイーツを製
造・販売する「ジョアン」。本店（金
沢市三ツ屋町）と野々 市店（野々
市町三納）、今年 4月に近江町
市場にオープンした近江町店の
3店舗を展開している。
　創業 21年を数えるこの人気
ベーカリーでは昨年 5月、金沢
市古府にセントラルキッチン「J・
Fファクトリー」を立ち上げ、
ISICOの設備貸与制度を利用
し、製パン機器を導入した。取
り入れた機器はミキサーや冷蔵
庫、冷凍庫など多彩で、セント
ラルキッチンでは、各種パンの
生地をはじめ、クリームやソース
などを作り、各店舗に配送。そ
の後、発酵や成型、焼成、仕

上げを各店舗内で行い、店頭
にでき立てのパンが並ぶ。
　ジョアンでは従来、製造のす
べてを各店舗で担っていたが、
ベースとなる工程をセントラル
キッチンに集約したことで、「味
と供給の安定につながっている」
（藤沢謙聖社長）という。最終
工程はあくまでも店舗側が受け
持つことで、焼き立てを提供で
きると同時に、客層に合わせた
商品ラインアップなど、店舗ごと
にきめ細かな対応が可能だ。

　また、セントラルキッチンを立
ち上げた背景には、仕事を効率
化させるという狙いもある。「こ
れまで職人が一貫して受け持っ
ていた工程の分業化を進めるこ
とで、一人ひとりの負担を軽減し
たかった」。藤沢社長はこう話し、
今後は焼き菓子やジャムなども

セントラルキッチン
で一括して製造する
など、今まで以上の
効率化を視野に入れ
ている。
　並行して、セント

ラルキッチンの設置と効率化で
生まれる時間を活用し、人材
教育に力を注ぎ、店舗スタッフ
の接客や製パンのスキルアップ
を目指す方針だ。加えて、3 年
前に「ジョアン農園」を宝達志
水町に開園し、安全・安心と
旬のおいしさを届けるため、パ
ン・スイーツに使うブルーベリー
やリンゴ、イチジクなどの栽培
にも取り組んでいる。
　「この 2、3 年で、これから
のジョアンの基盤を築きたい」
と藤沢社長は意気込み、ソフ
ト・ハード両面の一層の充実に
知恵を絞っている。

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。

（有）ジョアン
■ 所在地 　金沢市三ツ屋町ロ2-3
　　　　　 　TEL 076-237-7577
■ 代表者　　藤沢　謙聖
■ 設　立　　昭和63年12月

セントラルキッチンで
味と供給の安定を実現

「少しでもくつろいでもらえるよう、本店（金沢市三ツ
屋町）と野々市店（野々市町三納）にはオープンテラ
スを設け、コーヒーなどのドリンクも無料でサービス
している」（藤沢社長）

■ 資本金　　1,000万円
■ 従業員数　48名
■ 事業内容　パン・スイーツの製造・販売
● http://www.freshbake-johan.com/

ジョアンの顔でもある、「つ
の」の形をした「クレセント」
（写真右）など、150種類以
上のパンをそろえる

分業化で
職人の負担を軽減

焼き立ての
おいしさはそのまま

セントラルキッチンでは、社員5人、パート2人体制で、3店舗分の生地などを製造する
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　この事業は、「いしり」や「かぶらずし」
「フグのぬか漬け」など石川県の伝統的な
発酵食品の発酵メカニズムを科学的に解
明し、例えば、発酵臭がなく、アレルギー
疾患に予防効果のある米ヨーグルトといっ
た発酵食品の健康維持・増進効果を活用
した新しい機能性食品の開発を目指すプ
ロジェクトである。
　ISICOを調整役に、食品メーカー10 社
（㈱福光屋・㈱スギヨ・大野醤油醸造協業
組合・㈱四十萬谷本舗・小松電子㈱・佃
食品㈱・㈱車多酒造・㈱バイオセラピー開
発研究センター・㈱ CDR・㈲バイオデバイ
ステクノロジー）、金沢大学、石川県立大学、
石川県工業試験場が 3つのグループを形
成し、研究を進める。事業は平成 24 年度
までの3カ年計画で、文部科学省から年
間1億円、総額3億円の研究費が交付さ
れ、20 件の試作品開発と15 件の特許取
得を目標に掲げている。

　フォーラムでは、谷本正憲知事が「消費
者は魅力あふれる、安全・安心な食品を
求めている。石川県の強みである発酵に

焦点を当てた研究開発を通して、他地域と
の差別化を図り、食品産業の振興を図り
たい」と意欲を示した。
　また、石川県立大学の松野隆一学長は
「事業を通して、研究開発から商品化に至
るまでの総合力を身に付けた人材育成も
重視してほしい」と期待を込め、文部科
学省の中原徹科学技術・学術政策局次長
は「地域の個性を生かしたユニークなコン
セプトであり、地域の伝統産業の新たな
展開に期待している」と祝辞を述べた。
　当日は、ISICOの川畠平一科学技術コー
ディネータが事業の全体像を説明した。続
いて、3つの研究開発グループを代表して、
石川県立大学の熊谷英彦教授、金沢大学
大学院の太田富久教授、石川県立大学の
野口明徳教授が、それぞれ「発酵菌叢の
遺伝子解析に基づく新規発酵技術・食品
の開発」「発酵食品に由来する消化管免
疫機能性成分の探索・評価および評価装
置の開発」「超音波および通電処理を用い
た新規発酵技術・食品の開発」について
解説。参画企業を代表して、佃食品（株）
の佃一成代表取締役が事業にかける思い
を述べた。
　このほか、協和発酵キリン（株）前技
術顧問の手柴貞夫氏が「バイオテクノロ
ジーの源流〜発酵〜」と題して記念講演
し、発酵技術の幅広い用途について紹介
した。

試作品開発20件と
特許取得15件が目標

上）研究統括を務める石川県立
大学の熊谷教授
下）アミノ酸発酵法を用いた食品
や医薬品の開発について解説し
た手柴氏

発
酵
技
術
を
科
学
的
に
解
明
し
、

新
た
な
機
能
性
食
品
の
開
発
へ

文部科学省の都市エリア産学官連携促進事業に「石川県央・北部エリア」の「地域伝統発
酵食品に学ぶ先進的発酵システム構築と新規高機能食品開発」が採択され、そのキックオフ・
フォーラムが7月3日、ホテル日航金沢で開かれた。フォーラムでは関係者ら150人が参加し、
事業の概要や目標について確認すると同時に、プロジェクトの成功を誓い合った。

都
市
エ
リ
ア
産
学
官
連
携
促
進
事
業
キ
ッ
ク
オ
フ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム

石川県の個性を生かし
他地域との差別化を

約150人が事業概要や発酵技術の可能性について理解を深めた事業の成功に向け、産学官の関係者に
協力を呼びかけた谷本知事
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今回の巻頭特集は、7月13日に開催さ
れた三菱重工業と県内21企業の展示

商談会について取り上げました。アンケートに記入してい
ただいた来場者に石川の銘菓（俵屋の飴 ・ 柴舟小出の三
作せんべい）を手渡したところ、会場からは「石川県は技
術力やおいしいお菓子もさることながらPRが“うまい”」「今
回のような商談会を継続してほしい」との声も聞かれ、こ
の日のために準備を重ねてきたI S I C Oとしても苦労が報
われる思いでした。

［発行月］ 平成21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

イシコ・トピックス

政府系金融機関の「セーフティネット貸付」の融資実績・関心が高まってきています。
（例：4月〜 6月の日本政策金融公庫の融資実績では国民生活事業が前年比 2.6 倍の 60 億円）

政府系金融機関のセーフティネット貸付について（制度紹介）

1. セーフティネット貸付の特徴

2. セーフティネット貸付（例）
今般の国際的な金融不安及び景況悪化等の影響により、売上又は利益が減少している方からの
ご相談に円滑、迅速かつきめ細かく対応するため、日本政策金融公庫や商工中金では、下記の
制度を用意しています。資金調達の手段として早めにご相談ください。

長期・固定の安定資金 担保や保証人については、弾力的に対応

産学・産業間連携
新技術・新製品開発事業化

可能性調査事業	
この事業は、産学・産業間で連携して行う
新技術・新製品の研究開発において必要な
予備的調査（実用化可能性調査、市場調査
等）に対し支援を行います。

産学・産業間連携
研究開発事業

産学・産業間連携
新豊かさ創造実用化プロジェクト

推進事業
この事業は、産学・産業間で連携して取り
組んできた共同研究開発等の成果や開放
特許を実用化または事業化するための研究
開発に支援いたします。

この事業は、産学・産業間で連携して行う
新技術・新製品の研究開発を支援します。

平成 21年度 石川県産学・産業間連携支援事業のお知らせ

■ お問い合わせ：プロジェクト推進部技術開発支援課（担当／畑） ■
TEL：076-267-6291 ／ FAX：076-268-1322

（財）石川県産業創出支援機構および石川県では、産学・産業間連携支援事業の後期募集を行います。

平成21年8月20日（木）〜9月18日（金） 平成21年8月20日（木）〜9月30日（水） 平成21年8月20日（木）〜9月30日（水）


