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ISICO が主催した「ネットショッ
プコンテスト 2009」には昨年
を超える138 店が応募。専門家
が優れたショップを表彰した（詳
しくは巻頭特集をご覧ください）。
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I S ICOは3月3日、県地場産
業振興センター新館で「ネッ
トショップコンテスト石川
2009」の表彰式とモチベー
ションアップセミナーを開催
した。当日は、グランプリとし
て（有）グラスヒュッテ・オダ
（野々市町）が運営する「表札
1.com」を選んだほか、（株）
山岸竹材店（高知県）が運営す
る人気ネットショップ「竹虎」
の山岸義浩代表取締役が講演。
今回の特集では、受賞サイト
の工夫点や審査員の評価など
をもとに、繁盛店の成功要因を
探った。

特定商取引法に
基づく表示など
基本項目はしっかり明示。

　コンテストは、県内のネット
ショップ運営者に対し、評価を受
ける機会を創出すると同時に、優
れた事例から学ぶ機会を提供する
ことを目的に企画したもので、今
年で2回目の開催となる。
　事前に応募のあった県内の
ネットショップ138店の中から
ISICOのホームページドクター

を務める専門家ら10人の審査員
が11店のファイナリストを選出。
この中からグランプリ、準グラン
プリ、審査員特別賞を決定した。
　グランプリを受賞したのは、約
2万枚の販売実績を誇る「表札
1.com」。準グランプリには昨年
7,500万円を売り上げた「ダン
ボールワン」が選ばれた。
　ここからは、この２つの受賞サ
イトについて審査員の講評など
をもとに、売れるネットショップ
の条件を考察してみよう。
　まず、押さえておかなければ
ならないのは「特定商取引法
に基づく表示」「会社概要」「プ
ライバシーポリシー」の記載だ。
これらの項目を明示すること
で、初めて訪れるショップに対
する不安感を取り除くと同時
に、安心感や信頼感を与えるこ
とができる。

　買い物かごの設置も忘れてはな
らない条件だろう。ネットショッ
プの出来は、視覚的なデザインに
気を取られがちだが、決済までの
プロセスを分かりやすくするなど、
快適にショッピングを楽しめる環
境が大切なのである。

確かな“商品力”をベースに
“企画力”で差別化を。

　とはいえ、言ってみればこれら
は必要最低限の条件である。Eコ
マース市場は成長期から成熟期
に入ったと言われる。出店すれば
売り上げが伸びるという時代は
すでに終わり、ライバルが続々と
参入して競争は激化するばかり。
利用者も、ネットショップを使っ
たことのない初心者は減り、目の
肥えた購入経験者が増えている。
　そのような中にあって、ネット

受賞企業から探る
商売繁盛の条件

グランプリを受賞し、表彰状を受けとる尾田社長（写真左）

138店の中からファイナリストに選ばれた皆さん  ※受賞企業一覧と審査員の講評は裏表紙をご参照ください
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ショップの売り上げを伸ばして
いくためにまず求められている
のは、確かな“商品力”だろう。
　例えば、グランプリを受賞し
た「表札1.com」が販売している
のはオーダーメードの表札であ
る。ガラスや鉄、アルミといった

素材はもちろん、形や色、
文字の書体など、顧客の
ニーズを取り入れ、優れ
た技術で世界にたった
一つの表札を作り上げ
ている。
　商品力が大切と言っ
ても、他社との差別化が
難しい場合もある。能登
紙器㈱（七尾市）が運営
する「ダンボールワン」
の扱っているダンボー
ルもそういった商品の
一つだろう。そんなとき
にぜひ発揮してほしい
のが“企画力”である。
　同社ではオーダー
メードが常識だった業
界の常識を覆し、人気サ

イズ10種類を規格品として製造、
小ロットでも安く買えるように
した。また、ダンボール箱とクラ
フトテープ、緩衝材を組み合わせ
た引っ越しセットを考案し、個人
客のニーズを開拓した。

信頼感のあるサイトづくりが
“店舗力”をアップさせる。
　商品力、企画力に続いて成功の
条件として挙げたいのが “店舗
力”である。店舗力とはつまり、集
客力や対応力といった言葉に置
き換えてもいいだろう。
　集客力をアップさせるならば、
大手ショッピングモールに出店
するのも一つの手段だろう。表札
1.comのように取り扱い商品ご
とに複数のネットショップを運
営し、相互にリンクを張って相乗
効果を狙うのも有効だ。また、年
に一度開催している「自慢の表
札コンテスト」に寄せられた写真
を掲載し、利用者の笑顔を通じて
満足感を伝えたり、スタッフの顔
写真を載せて信頼感を醸成して
いることも店舗力のアップにつ
ながっている。
　店舗力を向上させるならば、対
応力の強化にも努めた
い。ダンボールワンでは、
自動見積もりシステム
を導入することで、最短
で翌日納品を可能にし
ている。こうしたスピー
ディーな対応力も他社
との大きな差別化につ
ながるはずだ。

優れた商品づくりと
企画考案に“人間力”が不可欠
　ここまでネットショップ成功
の条件として、商品力、企画力、店
舗力を挙げてきたが、最後に忘れ
てはならないのが“人間力”だろう。
　表札1.comならば確かな技術
を持った職人がいて、顧客のニー
ズに添えるよう何度もメールをや
りとりして修正を重ねるデザイ
ナーがいる。ダンボールワンなら
ば、入社以前にネットショップを
運営した経験を持ち、入社後も商
品の特性に応じた企画を次々と考
案するウェブマスターがいる。
　商品力、企画力、店舗力、そして
人間力。ネットショップの運営
においては、これら4つの力に磨
きをかけることが、
売り上げアップに
つながっていくよ
うだ。

表札1.com ダンボールワン
（有）グラスヒュッテ・オダ
代表取締役社長  尾田知之氏

受賞できるとは思ってなくて驚きまし
た。業界でも最高レベルのガラス塗装
技術、安心できるアフターサービスな
ど、お客様に喜んでもらえる商品づく
りを第一に考えていて、ネットショップ
でも、そのことを前面に打ち出しまし
た。お客様にハッピーを届けられるサ
イトを目指して、これからも頑張ります。

能登紙器（株）
ウェブマスター  辻俊宏 氏

5 年前からスタートしたネットショッ
プは、会社の売り上げの 40％を占め
るまでに成長しました。売り上げが
伸びない時期もありましたが、今日
まで続けてきて本当に良かったと思
います。まだまだ自己満足のサイト
に過ぎませんから、これからは第 3
者の意見も取り入れて、どんどん改
善していきたいですね。

グランプリ受賞者の声 準グランプリ受賞者の声

グランプリ
審査を務めた専門家の皆さん。写真上は進行役のIS ICO
ホームページドクター・西田上氏
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〜インターネットで成長し続ける3つの理由〜

念ずれば花開く、
継続こそ成長の道のり

　購入者を想像して
　サイトづくりを

　竹虎は明治27年から続く竹材専門
メーカーです。取り扱う虎斑竹（とら
ふだけ）は虎の皮のような模様が特
徴で、高知県・安和(あわ)のごく限ら
れた里にしか生育しません。非常に
珍しい竹で、イギリスＢＢＣ放送がわ
ざわざ取材に来るほどです。私は、そ
んな虎斑竹と「竹のある豊かな暮ら
し」を知ってもらいたい一心で、平成9
年からネットショップを始めました。
　ところで、野村総研によると平成
21年のＥコマースの市場規模は7兆
4011億円に上り、平成25年には11兆
7135億円まで成長する見通しです。
しかしパイが大きくなるからといって、
すべてのネットショップが売り上げを
伸ばせるわけではありません。売り上
げアップを目指すなら、ネットの利用
者がたくさんいるからと適当に売る
のではなく、まずは、購入者を具体的
にイメージしてネットショップを作り
込むことが大切です。

　月商100万円の壁は
　超えるべき目標

　私はネットショップ成功の鍵は月
商100万円を超えることにあると考え
ています。
　自分で起業するにしても社内で始
めるにしても、100万円の売り上げが
なければ、周りからは遊んでいるよう
に見られます。100万円を超えれば、

周りの協力を得て前進できるように
なるはずです。加えて、そこまでネット
ショップを続けていれば、運営ノウハ
ウのおよそ8割が身に付きます。
　私自身も、ネットショップ開設から
3年間の売り上げはたった300円し
かなく、社内でコーヒーすら出しても
らえませんでした。ところが100万円
を超えると私にもコーヒーが運ばれ、
200万円を達成した時にはお菓子も
付きました。そして300万円を超えた
朝には、父である先代社長が直々 に
コーヒーを入れてくれました。あの味
は決して忘れることができません。
　どんなに工夫を重ねても、結果が
出ない時期もあります。しかし、あき
らめさえしなければ、終わりも失敗も
ないのです。

　情報発信は
　買い手の目線で

　ネットショップの売り上げは、アクセ
ス数×ＣＶＲ（転換率）×客単価と表
わすことができます。従って、それぞ
れの項目を伸ばすことが売り上げ増
につながります。
　例えば竹虎の場合、アクセス数を
伸ばすため、メルマガに力を入れて
います。最初はなかなか書けないも
のですが、「私は誰」「どんな店」「何
を売る」「なぜ売る」「何に使う」「使う
とどうなる」「購入者にどんなメリット
がある」など、伝えるべきことはたく
さんあります。
　また、あまり人気のなかった竹製の

縁台が、あるテレビ番組で紹介され
たところ、一晩で300台の注文が来て、
驚いたことがありました。テレビでは、
縁台の製作過程から使用例、実際に
使った感想まで、こと細かに取材して
紹介してくれていて、それが視聴者の
興味を引いたのです。この時に、売り
手が重要視せずに伝えていなかった
情報もしっかり発信すべきだと学び
ました。
　竹虎のネットショップは平成16年5
月に月商1千万を超えました。振り返
れば、成長を続けられた理由は3つに
集約できると思います。
　1つ目は地道に努力を積み重ねた
ことです。1を何回掛け合わせても1
にしかならないように毎日同じことを
していても成長はありません。しか
し、月に10％ずつ成長できれば、1年
経つころには当初の3倍も成長できる
のです。2つ目は変化を続けたことで
す。竹虎でも花かご作りのDVDを
制作するなど常に新しいことに挑戦
しています。3つ目は感謝の気持ちを
持ち続けたことです。インターネット
は地方が都会に肩を並べられる最高
のツールです。田舎に光を当ててくれ
るインターネットで、少なくとも後30年
は頑張りたいですね。

講師：山岸  義浩 氏

竹虎（株）山岸竹材店  代表取締役

身ぶり手ぶりを交えて
熱弁を振るった山岸氏



一分間の動画を
ネットで世界中に公開
新規受注開拓の呼び水に

　「景気がよければ何もしなくても仕
事が来る。不況のときこそ何か手を
打たねば」。そう話す同社の東出隆
志社長は今、動画を活用した販路拡
大にチャレンジしている。
　大阪の映像会社と協力して制作し
た動画は約1分間で、自動溶接ロボッ
トシステムなど同社の強みの一端を
紹介している。今年3月から動画投稿
サイト「ユーチューブ」で公開したほか、
4月以降はリニューアルする自社ホー
ムページからも見られるようにする。
　近年では、外注先を探す際もイン
ターネットの利用が主流になってお
り、東出社長は「新規受注の開拓と
言っても、営業マンが客先へ足を運

ぶのは限界がある。ネットなら
ば、365日24時間、世界中の
どこからでも見てもらえる。先
日イタリアのメーカーから問い
合わせがあったのは正直びっ
くりした」とそのPR効果に期

待を寄せる。もちろん1分間の動画で
東和のすべてが理解できるわけでは
ないが、これを呼び水に、実際、工場
に足を運んでもらうのが狙いだ。
　販路開拓だけでなく、人材確保の
面でも効果を期待している。もはや
就職活動においてネットの利用は不
可欠であり、動画で先端的な設備や
仕事の様子を見てもらうことで3K職
場というイメージを払拭し、優秀な人
材の採用につなげていきたい考えだ。
　継続的に関心を持ってもらえるよう、
今後は別バージョンで動画を制作、公
開していくことも視野に入れている。

　動画でも一部紹介されているが、同
社が得意とするのは、厚さ500ミリもの
鋼板を溶断・溶接して作るような重厚
長大な一品ものの生産である。
　とりわけ、2次元の設計図をもとに3

次元CAD/CAMを使ってコンピュー
タ上で製品を立体化し、製品を構成
する部品の展開図まで自動で作成す
るプロセスは独自の仕組みだ。あら
かじめ顧客に3次元モデルで仕上が
りを確認してもらえるほか、作業前に
複雑な図面を検討する時間が半分
以下になる、あるいは寸法の誤差を
加工前に確認できるなどメリットは
多く、納期の短縮、品質の向上、コス
トの低減につながっている。
　もちろん、この3次元データは加工
にも活用されている。例えば、自動溶
接ロボットシステムならば、事前にパソ
コンでシミュレーションした上で加工
プログラムを作っておくので、現場で
の作業はスイッチを押すだけで済ん
でしまう。
　東出社長は「これまで培ってきた
生産技術を生かして、さまざまな需
要を取り込みたい」と意気込んでお
り、その切り込み役として動画を駆
使する考えだ。

以前から、実際に工場で技術を見てもらって契約
がまとまるケースも多く、東出社長は動画が現場
に来てもらうきっかけになればと期待している

東和が制作した動画。このほか、営業時には自前で撮影、編集した10分
程度の動画を見せて技術的な強みを伝えている

東	和（株）
■所在地　　能美市吉原釜屋町ワ48-8
   TEL.0761-55-5000
■代表者　　東出  隆志
■創　業　　1967年4月
■資本金　　5,000万円
■従業員数　140名
■事業内容　大型・中型プレス機、産業機械、発電 
  設備、建設機械のバケットの製造
●http://towa-gr.com/

新規受注と
人材獲得に期待

設計図を3次元化
短納期、高精度を実現

ISICOでは、大阪のビデオキャスティング制作会社の協力により、
県内企業の動画をブログで特集しております。
東和（株）のビデオキャスティングも掲載しております。

販促の有効な手段として、動画の情報発信力や効果について、
今後も引き続きご紹介していきますのでご期待ください。

IS ICOビデオキャスティングのブログ開設

コチラにアクセス！ ☞ URL  :  http://www.hanronavi.tv/

M o v i e's  f o r  S a l e s  p r o m o t i o n



　大正12年に創業した羽二重
豆腐は凍り豆腐（高野豆腐）の
製造からスタートし、今では、
がんもどきや油揚げ、豆腐ハ
ンバーグ、卯の花コロッケなど、
大豆の加工技術をベースに、多
彩な商品ラインアップを取りそ
ろえている。商品の95％は業
務用として、弁当製造業者やホ
テル・旅館などに納められてお
り、販売網は北海道から九州ま
で全国に広がっている。

景気が底を打ち、回復の兆しも見えてきたとはいえ、国内市場の
縮小やデフレなどの不安要素もあり、先行きは予断をゆるさない。
リーマン・ショック以降、苦戦を強いられている中小企業にとっ
ては、この時期をいかに有意義に過ごすかが、反転攻勢のカギ
である。羽二重豆腐も、好機をたぐり寄せようと、人材育成や業
務改善に取り組んでいる。

 新現役  の指導を仰ぎ、
作業手順書の整備に着手

「仕組みづくりだけでなく、志や意欲がとても重要」と力を
込める藤原社長。研修や作業手順書の作成を通して、従業
員の意識の高まりを実感しているという

　そんな同社も、昨年6月以降、
不採算商品の製造停止に加え、
原材料価格の高騰による値上
げや世界同時不況の影響によ
り、例年に比べ生産量が10〜
20％あまり下落していたこと
から、月に数日、操業を停止。
モチベーションアップや生産
管理をテーマとした研修を実
施していた。

　羽二重豆腐は例年、9月から
12月にかけて繁忙期を迎える
が、昨年は師走が近づいても
思ったように業績が回復しな
かった。藤原英二社長は1月以
降も研修の継続を決めたものの、
どのような研修テーマを選定す
ればよいか頭を悩ませた。

　そんなとき、藤原社長の頭に
浮かんだのが長年の懸案事項と
なっていた作業手順書の整備
だった。
　同社の食品づくりは機械化さ
れている部分もあるが、手仕事
が多く、職人的な経験や勘に
頼っている作業がたくさんある。
そのため作業手順書は存在せず、
仕事は現場において体で覚える
のが当たり前とされていた。
　もちろん、職人の世界がそう
であるように、手順書がなくと
も技術は伝承され、商品も完
成する。とはいえ、「それでは
現状にとどまることはできて
も、改善にはつながらない」と
藤原社長は危機感を募らせてい
た。現に「初心者は作業をマス
ターするのが大変」「手順がば
らばらで品質が安定しない」「生
産ロス・ミスが多発する」といっ

操業を停止し、
社員研修を実施

作業手順書を作り
品質や作業効率向上へ

グループ討議の様子。従来は口頭で伝え、見よう見まねで
マスターしていた作業手順を整理し、明文化していった

差 がつく不
況の乗り

切り方

※「新現役」：企業等を退職し、豊富な知識・経験と人的ネットワークを有する方々

�

※
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た課題を抱えていた。
　藤原社長は、手順書を作成し、
全員がその手順を理解、順守す
れば、品質や作業効率が向上す
ると考えたのだ。

　そうは言っても、自分たちだ
けで現状を整理し、作業手順書
としてまとめるのは難しい。ノ
ウハウを持った専門家の支援が
必要だと考えた藤原社長は、研
修の実施にあたって協力を仰い
できたISICOの藤井良紀コー
ディネータのアドバイスを受け、
「新現役人材」を活用すること
にした。
　この事業は、企業などを退職
したシニア人材が持つ豊富な実
務経験や専門知識、人的ネット
ワークを中小企業の経営指導に
役立ててもらうものである。
　羽二重豆腐の生産部は、加工
原料となる豆腐を作る1課、各
種がんもどきを作る2課、総菜
などを作る3課の3つに分か

3回目のグループ討議の後に開かれた中間発表では、各課の代表者が現在の作業の問題点や改善案、
作業手順書作成の進捗状況を報告した

■ 所在地 金沢市西金沢2-162
 TEL.076-249-1171
■ 代表者 藤原  英二
■ 創　業 大正12年6月
■ 資本金 4000万円
■ 従業員数 90名
■ 事業内容 凍り豆腐、冷凍食品、油揚 
 げ、がんもどき、総菜の製 
 造、販売
● http://www.habutae.co.jp/

羽二重豆腐（株）

れており、それぞれ20人あま
りが所属する。そこで、それぞ
れの課に新現役を一人ずつ合計
3人を配置し、各課で手順書を
まとめることにした。新現役は、
藤井コーディネータが、豆腐
製造や生産管理に長けた人物を
ISICOに登録されている約100
人の新現役からマッチングした。

　手順書の作成は、今年1月
から3月にかけて操業を停止
する6日間を利用して取り組
んだ。金沢市内の研修施設に
関係者が一堂に会し、朝から
夕方まで丸一日をかけて、各
課に分かれてグループ討議を
重ねた。各課では、現在の手
順を確認した上で、新現役か

ら指導を受けながら問題点の
明確化や改善案の検討を行い、
作業標準を確立していった。藤
原社長はこうしたプロセスに
ついて、「徹底的に討議しなが
ら進めているので、なぜこうし
た手順が必要なのか、皆が納
得しながら作ることができる」
と解説する。
　手順書は、今年4月から運
用をスタートさせる計画だ。い
つでも全員が手順書を確認で
きるようにしておき、決めた
手順は全員が守るよう徹底し
ていくという。
　藤原社長は手順書の整備に
よって「生産ロスやミスが確
実に減るはず」と期待を寄せ
ると同時に、「従来通りのやり
方ではいずれ負ける。そうな
らないためには、競合に勝ち
続けられるよう自らが変わり
続けるしかない」と、さらな
る改善活動に向け、決意をに
じませている。

豆腐製造や生産管理の
ベテランが助言

社員が議論を深め、
作業標準を確立

単なる研修にとどまることなく、工場の改善活
動や社員の意識改革にも取り組みたいとのニー
ズがあったので、それならば「豊富な専門知識
を有する新現役による実務指導」が最適と考え
ました。3人の新現役を並行して活用するのは
全国的にもユニークで、3人にはグループ討議
後には必ず集まってもらい、コミュニケーション
をとるようにしました。討議を重ねるにつれて
従業員の顔つきもいい意味で変わってきました。
今回の成果が、必ず商品づくりに反映されると
確信しています。

ISICOコーディネータ

藤井 良紀

メッセージ



　昨年6月に展示会でお披露目して
以降、規格品の販売が順調に伸びて
いるほか、オーダーメードのニーズも取
り込み、今年1月には加賀屋（七尾市）
からオリジナルコースターを受注。「機
能性とデザイン性が高く評価されて
いる」と石動博一専務は確かな手応
えを感じている。
　現在はラインアップを拡充しよう
と、キッチンとバスルームで使われる
商品に絞って試作を重ねており、今
後、百貨店やインテリアショップ、ホテ
ルなどへと販路拡大を図る計画だ。

  珪藻土の特性を
  考慮して商品企画

　左官工事のイスルギでは、左官の
技術と材料を生かしたデザイン雑貨
を開発、「地域産業資源活用事業」
の認定を受けて商品ラインアップの
拡充と販路拡大に取り組んでいる。
　原材料として使っているのは、同
社が壁材として用いている能登産を
中心とした珪藻土だ。シリコン製の
型に材料を流し込み、自然乾燥で
成型する。
　吸水性や保湿性、消臭性、耐火性
に優れている珪藻土の特性を生か
し、これまでにコースターやソープ
ディッシュ、スポンジトレー、キャン
ドルホルダーなど7品目を商品化し
た。例えば、ソープディッシュならば
余分な水分を吸い取って乾燥を促
進するので、石けんをいつも清潔に
保つことができる。
　もちろん、左官の技術も生かされ
ている。「洗い出し」と呼ばれる技法
もその一つで、珪藻土に小石を混ぜ
た後、ブラシでこすって小石を美し
い模様のように露出させる。表面を

平らで滑らかにするためにはコテが
用いられている。
　商品はそれぞれ白、黒、ピンク、緑
の4色を展開。「soil（ソイル）」のブ
ランド名で、現在、全国約20店舗の
雑貨店で販売している。

  東京のデザイン会社が
  左官技術に着目

　イスルギがインテリア雑貨の開発
に乗り出したきっかけは、デザイン
雑貨を企画・製造するアッシュコン
セプト（有）（東京都台東区）との出
会いにある。
　イスルギはビルの左官工事を中心
に手がけるほか、金沢城の復元工事
など歴史的建造物の修復・再建プロ
ジェクトに携わるなど、確かな技術力
を誇る。ものづくり企業とデザイナー
のマッチング事業を通じて左官技術
に興味を持ったアッシュコンセプト
と、左官工事の減少を受けて新規事
業を模索していたイスルギの思惑が
合致し、商品の共同開発がスタート。
商品デザインはアッシュコンセプトが
担当し、イスルギが製造した。

左官の技術と材料を生かし
 “デザイン雑貨” を開発

目指せ！石川生まれのヒット商品
S e r i e s 地 域 資 源 活 性 化 プ ロジェクト

コースター（4個セット1,000円）やソープディッシュ（1,500円）など。
どの商品も自然の温かみを感じさせるデザインで肌触りもいい

（株）イスルギ
金沢市神田1-31-1
TEL.076-247-4646

経済産業省が実施する地域産業資源活用事業やに認定
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。

コテで表面を平滑にするなど、商品づくりには
左官の技術が生かされている

「新規事業とはいえ、左官の技術や材料を活用している
ので、リスクを最小限に抑えながらスムーズに展開する
ことができた」と話す石動専務

■ 代 表 者 石動  信明
■ 創 業 大正6年1月
■ 資 本 金 5,000万円
■ 従業員数 218名
■ 業務内容 和洋左官工事、吹付工事、合成 
 樹脂床工事、防水工事、タイル 
 工事、メンテナンス・リフォー 
 ム工事
● http://k-isurugi.co.jp/



仏壇は70代と呼ばれる昔ながらの
大きなサイズ。両親の思い入れも
深く、前柱や引き出しには美しい蒔
絵が施されていた。そこで山本氏
は、この仏壇から前柱や引き出しと
いった部材を取り出し、これらを再
利用して、小型仏壇を作ってはどう
かと提案したところ、大変喜ばれた
という。
　古い仏壇を廃棄処分してほしい
との要望も多く寄せられるが、「古
くても使われている蒔絵や金具、彫
り物には、現代の名工もうなる高度
な技術が駆使されていたり、現在で
は再現が難しいものもある」と山
本氏は話し、今後は小型仏壇へのリ
メイクを新たな選択肢として広く
提案していく。

れが仏壇の傷みや狂いの原因とな
る。美川仏壇は元来、堅牢であると
の評価が高い。その堅牢さを支えて
いるのは、美川仏壇特有の「錆地（さ
びじ）」と呼ばれる下地が湿気を寄
せ付けないためである。これは漆
と砥の粉を混ぜたものを白木にヘ
ラ付けしたもの。今回の取り組みで
は、錆地が施されない部分にまで生
漆を塗布して一層耐久性を高めて
いる。同社の山本洋司氏は、「伝統的
な技術を残していくためには、売れ
るものづくりが大切」と話し、デザ
イン性や耐久性を向上させた小型
仏壇を規格品として製造するほか、
オーダーメードにも対応していく。

  パーツの再利用を
  新たな選択肢に

　オーダーメードの一環として、同
社が今後、ニーズを見込んでいる
のが既存の仏壇の部材を再利用し
た小型仏壇の製造である。

　きっかけは小松市出
身で現在は埼玉県内の
マンションに住んでい
る女性からの相談だっ
た。「両親がなくなっ
たので実家を取り壊す
ことにした。両親が大
事にしていた仏壇を
持って行きたいのだが
置き場所がない」。
　女性の実家にあった

蒔絵や金具を再利用して
 “小型仏壇”にリメイク

佛壇の山本
能美市寺井町ロ83-1
TEL.0761-57-4554

■ 代 表 者 山本  洋司
■ 創 業 平成8年4月
■ 従業員数 1名
■ 事業内容 美川仏壇の製造、販売
● http://mikawa-butudan.com/

  サイズは小さく
  デザインはシンプルに

　美川仏壇を製造する佛壇の山本
が「地域産業資源活用事業」の認定
を受けて取り組むのは、現代生活に
マッチした仏壇の製造と販路開拓
である。
　住宅事情やライフスタイルの多
様化に合わせて、仏壇に対するニー
ズも変化している。「家に仏間がな
い」「マンション暮らしで大きな仏
壇は置けない」といった声はその代
表的なものだろう。同社では、こう
したニーズを踏まえ、高さ70センチ、
幅と奥行きが40センチ程度の小型
仏壇を製造するほか、現代的な生活
空間に調和するよう、華美な装飾を
減らすなど、デザインもシンプルな
ものにしている。
　住宅の高気密・高断熱化への対応
もこうした取り組みの一つだ。高
気密・高断熱住宅は、換気が十分で
なければ湿度が上がってしまい、そ

山本氏の手によって古い大きな仏壇が小型にリメイクされた。前柱や引き出しが再利用されているのが分かる �

「部材だけでも受け継いでいくことで、先祖に手を合わ
せ、感謝する心も残していければ」と話す山本氏



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。

　棒だらの味付けや昆布巻きな
ど、昔ながらの総菜を製造、販売
する新屋食品では、平成19年に
IS ICOの設備貸与制度を活用し
て、プレハブ冷凍庫・冷蔵庫を導
入した。
　これは、高性能の断熱パネルを
工場内に搬入し、その場で組み立
てて設置する冷凍庫・冷蔵庫のこ
とである。同社では、手狭で老朽
化していた工場の新築移転に合
わせて、原料倉庫や低温貯蔵室、
出荷室といった用途ごとに8つの
プレハブ冷凍庫・冷蔵庫を設置。
プラス10度からマイナス30度まで、
それぞれの用途に合わせて最適
の温度管理を実現している。
　今回の設備投資によって、同社
の冷凍・冷蔵スペースは従来のお
よそ3倍へと拡大した。これまで
外部に分散して預けていた原材

料等を一カ所で保管できるように
なったことから作業効率が向上。
同時に調理釜も増やして増産に対
応できる体制を整えた。同社の新
屋友法社長は「大手スーパーなど
から寄せられる大型の注文も安心
して受注できるようになった」と笑
顔を見せる。
　このほか、断熱パネルならでは
の高い気密性で細菌やカビなどに
よる食品汚染を防ぐクリーンルー
ムや商品開発に向けた研究室も
整備。新工場には、見込み客が見
学に訪れるようになり、その場で
商談がまとまるケースも増えたと
いう。

　同社は国内外から厳選した素材
を、白山の伏流水や能登の塩、絞り
たての大野醤油を使って調理。素
朴な味わいが人気で、設立以来、順
調に業績を伸ばしている。
　さらに顧客を拡大しようと、平成

20年には無添加・無着色にこだわっ
た総菜の新ブランド「新屋匠蔵（し
んやたくぞう）」を立ち上げ、社屋に
併設するカフェ「ココペリココ」で販
売するほか、東京都内のデパートで
も販路拡大を試みている。
　「売り上げを伸ばすには、既存の
顧客からの受注拡大、新規顧客の
開拓、商品開発が必要」と話す新屋
社長。そのためには新工場をフル
稼働させると同時に、「今後は人材
育成などソフトの充実にも力を入れ
たい」と意欲を見せている。

用途に合わせて
最適の温度管理　

10

新屋食品（株）
■ 所在地  石川郡野々市町字郷町78-1
  TEL. 076-246-6662
■ 代表者  新屋  友法
■ 設　立  平成4年2月
■ 資本金  2,500万円
■ 従業員数  35名 （パート含む）
■ 事業内容  総菜、日配品、ギフト等の製造、販売
● http://www.shinyasyokuhin.jp/

総菜トレーパック低温倉庫（左）とクリーンルーム。プレハブ冷凍庫・冷蔵庫をここまで大規模に導入した事例は北陸で初めて

同社の看板商品は棒だらの味付け（写真手
前）。北海道産の真ダラを直火で炊き上げ、昔
ながらの味わいでファンが多い

新ブランドを立ち上げ
東京でも販路拡大

新工場の建設に合わせ、
プレハブ冷凍庫・冷蔵庫を導入

伝統の味を守り続ける一方で、時代のニーズに合わせた
商品開発に取り組む新屋社長



おむつの温度情報を解析

　北国インテックサービスでは今
年1月から、産学官連携による排
便検知システムの研究開発に取
り組んでいる。
　このシステムは、寝たきりや認
知症など、排便に介護を必要とす
る高齢者のおむつを適宜交換で
きるようにするための仕組みで
ある。あらかじめ、おむつに超小
型温度センサを配置し、温度情報
をICタグユニットを通じて、無線
で排便検知装置に送信。温度の
変化を排便検知装置で解析し、排
便時には装置の表示パネルに示
すほか、担当する看護師のナース
コールを鳴らす。
　北国インテックサービスと石川
県工業試験場電子情報部が排便
検知装置の設計・開発に取り組ん
でいるほか、（株）エフイーシー（金
沢市）と金沢大学自然科学系研

究科の北川章夫准教授がICタグ
ユニットとネットワーク構築を担
当。臨床実験には東京大学医学
系研究科の真田弘美教授、金沢医
科大学看護学部の紺家千津子教
授、浅ノ川千木病院（金沢市）が協
力している。
　この取り組みは、平成21年度産
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に認
定され、2年後にプロトタイプの
完成を予定している。

検知率の向上が課題

　北国インテックサービスでは平
成17年から、県工業試験場、金沢
大学などと共同で排便検知シス
テムの開発に取り組んでいる。こ
れまでに開発したシステムの検知
率は約60％にとどまったが、今
回は温度センサの位置や個数、温
度情報の送信頻度、判定用アルゴ

リズムを工夫し、
80％以上の精
度を目指す。ま
た、以前は温度セ
ンサとICタグユ
ニットを有線で
つないでいたが、
今回はICタグユ
ニットにデータ
の送受信機能を
持たせることで、
病床やナースス

テーションを無線で通信し、工事
費にかかる初期費用を抑える。排
便検知装置は専用機として開発
し、小型化と操作性の向上を図る
計画だ。
　特に認知症の高齢者の場合、
おむつに排便してもそれを介護
者に伝えることができないため、
介護者は排便の有無にかかわら
ず定期的におむつを取り替える
必要があり、負担が重い。同社は
会計システムや電子カルテなど、
医療事務を支援するシステム開
発には豊富な実績があり、若林博
社長は「今回の開発をきっかけ
に、医療の現場を支援するシステ
ム開発を強化したい」と意気込ん
でいる。

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。

温度センサで排便を検知
介護者の負担を軽減へ

「中小企業単独での研究開発は難しい。今回のよう
にISICOから支援を受け、産学官が連携して取り組
めるのはありがたい」（若林社長）

北国インテックサービス（株）
■ 所在地　　金沢市鞍月2-1
　　　　　　 石川県IT総合人材育成センタービル5F
　 　　　　　TEL.076-266-3000
■ 代表者　　若林 博
■ 設　立　　昭和54年9月
■ 資本金　　2,500万円 
■ 従業員数　70名
■ 事業内容　I Tコンサルティング、システムインテグレ

ーション、ソフトウェア開発
● http://www.hokkoku-intec.co.jp/

システムの
  イメージ図
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今回の巻頭特集でご紹介した「ネット
ショップコンテスト石川2009」の基調講

演は、笑いあり涙ありの本当に楽しいお話。山岸竹材店の
山岸社長が「やっちょられんきね！」と終始土佐弁で熱
く語ってくれました。心に響いたのは、「世界で一番幸せ
な人生は、朝起きたときに自分だけにしかできない仕事が
待っていること」という言葉です。大河ドラマ「龍馬伝」
も放送されており、高知に行ってみたくなりました。

［発行月］ 平成22年3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

ISICOが主催する「ネットショップコンテスト石川2009」で県内138店の中から、下記の店舗が各賞に選ばれました。
審査員の講評とともに紹介します（2〜4ページに関連記事）。

　 ネットショップコンテスト石川2009 受賞者一覧

結果 ショップ名 事業所名 審査員講評

表札1.com ㈲グラスヒュッテ・オダ ここで表札を買ったら幸せな家庭が持てるような
充実した商品情報。

ダンボールワン 能登紙器㈱ 見積もりシステムが使いやすく
動画を適材適所に活用している。

オーダーシャツ専門店  金沢  金港堂 ㈱金港堂 ブログ発信からの集客が秀逸。

漬物屋さんの野菜ジェラート ㈱四十萬谷本舗 商品のおいしさ、やさしさがよく表現されている。
ジェラートに特化したのは good

越山甘清堂 ㈱越山商店 気品を感じる和菓子の伝統が良く表現されている。

輪食 (washoku) 安原 信治 すっきりとしたデザイン。商品説明にも訴求力がある。

金澤屋珈琲店 キャラバンサライ㈱ 接客の声をかけられているような雰囲気で
思わずクリックしてしまう。

じろや ㈱公進都市企画 シンプルなつくりの中に扱っている商品の品の良さが伝わる。

農産工房金沢大地 ㈱金沢大地 写真と説明文が豊富にあって安心感がもてるサイト。

とちみつ屋 平田 克美 単一商品のみの展開だが、
正直な販売姿勢をうまくデザインしている。

能登の地酒 「大江山」 松波酒造㈱ コンテンツの量が膨大で安心感がもてる。


