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今年で7回目を迎えた「革新的
ベンチャービジネスプランコン
テストいしかわ」。7人の起業家
が事業計画を競い合った。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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　薬剤師として働く岡田政彦さん
は、粉末状の吸入薬を失敗せず
に吸い込むための補助器具の開
発、事業化について提案し、見事
に最優秀起業家賞の栄冠を手にし
た。これは吸入薬の吸い口に取り
付けて使う小さな器具で、内部に
は正しく吸った時にだけ開く弁が
組み込まれており、間違って息を
吹き込んでも、薬剤が飛び散って

しまうことがない。商品名は「吸入薬をみんながうまく吸える
ように」との願いを込めて「Swell（スウェル）」と名付けた。
　吸入薬として有名なのは抗インフルエンザウイルス薬のリレ
ンザやイナビルである。このうちイナビルは一回吸入するだけ
で治療が済む便利な薬だが、9歳以下の患者の約1割は誤
って息を吹きこみ、吸入に失敗してしまうというデータがある。
一度失敗するとやり直しはできず、薬剤の再購入は全額自己

負担となる。
　「Swell」のような器具は現在、医療の現場には存在しない。
吸入薬を服用する9歳以下のインフルエンザ患者は年間85
万人にも上るうえ、吸い口の大きさを変更すれば、ぜんそくな
どを治療する吸入薬や海外メーカー製にも対応可能で、年間
6,000万円以上の売り上げを見込む。販路開拓については、
製薬メーカーや医薬品卸会社との連携を視野に入れている。
　既に特許出願済みで、プレゼンテーションでは3Dプリンタ
ーで作った試作品を披露。岡田さんは「既存の吸入剤の形状
を変えなくてもすぐに使える商品。困っている人の手元に早く
届けたい」と話し、1日も早い事業化に向け、今冬からモニ
ターテストを開始する計画だ。

ISICO は10 月23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」を開催した。将来有望な起業家を発掘するコンテス
トは今年で7回目を迎え、過去最多となる53人の応募者の中から書類審査を
勝ち抜いた7 人が事業計画を発表し、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、金融機関の担当者らが審査した。今回
の巻頭特集では、今後、ISICOが集中的に支援する最優秀起業家賞1人、優
秀起業家賞3人の提案内容について紹介しよう。

夢と志の実現へ
7人が事業プランを競う
革新的ベンチャービジネスプランコンテストいしかわ

「もう吸入薬で失敗はさせません」
と力強く話す岡田さん
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巻頭
特集

最優秀起業家賞 吸入薬を失敗せずに吸える補助器具を開発
（株）リーチハイアー代表取締役 岡田 政彦

《 審査員からのコメント 》
シンプルだが良いアイデアだと思う。今後は海外も含めた
知的財産権の確立に注力するようにしてほしい。
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試験栽培したパクチーを手にする
山口さん

　山口綾乃さんが発表したのは、「日本とベト
ナムの食文化交流」の総合プロデュース事業
である。約1年前からベトナム産の良質な豆
を使った「ダラットコーヒー」を商品化し、ホ
テルや飲食店、個人客に販売してきた。今後
は、コーヒー販売で構築した流通ルートを活用
して、県内で栽培したベトナムの伝統野菜、香
辛料や調味料といった輸入食材の販売に乗り
出す計画だ。

　既にJAはくいと連携し、ベトナム料理に欠か
せない香草で、日本でも人気が高まっているパ
クチーの試験栽培がスタートしており、来年度
からブランド化し、販売開始を予定する。ゆくゆ
くは日本の食材などをベトナムに輸出する考え
で、山口さんはこうした取り組みを通して、「日
本とベトナムの友好を図り、両国の生産者、販
売者、消費者がすべてハッピーになる世界を作
っていきたい」と目を輝かせる。

食を通して日越友好のかけはしに優秀起業家賞
（株）友越   代表取締役社長 山口 綾乃

横浜在住の岩島さん。コンテストを
機に石川県での起業を目指す

　介護される人が車いすからベッドなどに乗り移
る動作のことを移乗という。この移乗をサポート
する際、介護者は無理な姿勢を強いられ、腰を
痛めてしまうことも少なくない。これを解決しようと
岩島光太郎さんが考案したのが、車いすに取り
付けるアタッチメントである。
　このアタッチメントは、座面が前方にスライドし、
さらに横へと伸びる仕組みとなっており、介護者
の手を借りなくても自力での移乗が可能となる。

スライドした座面は支柱で支え、車いすの転倒
を防ぐ。既に特許を申請済みで、来年 3 月に
創業を予定する。まずは必要となる技術を持つ
県内の機械メーカー等と連携し、試作に取り掛
かる計画で、軽くて丈夫な炭素繊維複合材の
利用も視野に入れている。「すべての車いすを
アタッチメント付きにして、車いす利用者や介護
者を幸せにしたい」。岩島さんは並 な々らぬ意欲
を燃やしている。

車いすからの移乗に便利なアタッチメントを考案優秀起業家賞
（株）ナレッジデザイン ソリューション事業部長 岩島 光太郎

釣り歴38 年、ルアー開発歴 20年
の経験を新事業に注ぎ込む室田さん

　室田健一郎さんは、回転しないスプーン型ル
アー（擬似針）を製造、販売する事業計画を
披露した。その名の通り、スプーンのような形状
のルアーは 161 年前に登場したが、波や流れ
を受けて、回転してしまうのが欠点だ。ルアー
が回転すると、釣り糸がリールにからみつくため、
水面の穏やかな池などでしか使えない。そこで
室田さんは形状に工夫を凝らし、このルアー特
有の回転を抑え込むことに成功した。

　新型ルアーは、湖や池はもちろん、流れの速
い川や波がある海でも使用できる上、これ一つ
でさまざまな魚を釣り上げることが可能だ。扱い
が簡単なので、初心者でもルアー釣りを楽しめる。

「100 年売れるルアー、100 年後も残るメード・
イン・ジャパンを目指す」と意気込む室田さん。
国内市場だけでなく、5 億人の釣り人口がいると
も言われる世界市場を見据えている。

回転しない新型ルアーで市場拡大を目指す優秀起業家賞
プレミアムサンライズ 代表 室田 健一郎

デジタルサイネージを用いた商
店間の顧客誘導と住民のコミュ
ニケーションの活性化

山岸芳夫
（株）CirKit 代表取締役

写真左：林　 謙吾 ／ 右：高田 翔太

［ 発表テーマ ］ ［ 発表テーマ ］ ［ 発表テーマ ］

（中央）

在宅医療介護のチーム連
携を支援するSNSシス
テムの展開

木谷秀昭
IT企画（株）代表取締役

子育て世代を総合的にサポ
ートする地域密着型子育て
支援サイト事業「ママミル」

木屋博登
（株）ウインツ代表取締役

ファイナリスト



チャンスをつかみ、未来をひらく
Seize a chance and open a bright future.

アニメで主役級の人気声優を起用

  ソフトウェアの受託開発を手がけるFuture Tech Labは
今秋、女性向けコンテンツのオリジナルブランド「プチレーヴ」
を立ち上げた。平成 26 年 4月にはソニー・コンピュータエ
ンタテインメントの家庭用携帯ゲーム機「プレイステーション・
ヴィータ」用に恋愛ゲームを発売する計画で、現在、急ピッ
チで開発を進めている。
　ゲームの舞台となるのは、16世紀の大航海時代をモチー
フにした架空の国だ。そこで繰り広げられる海賊たちの冒
険物語に、ゲームのプレイヤーは男装の海賊見習いとして
参加し、個性豊かでイケメンぞろいのキャラクターと擬似恋
愛を楽しむ。
　特徴の一つは世界観だ。Future Tech Labの表泰男
社長は、「既存の恋愛ゲームは学園生活や歴史を題材にし
たものがほとんど。消費者は新しい選択肢を求めている」
と話し、海賊の冒険物語という恋愛ゲームとしては新たな世
界観を打ち出した。

　キャラクターの魅力を際だたせるため、声優には徹底的
にこだわった。女性に人気で、テレビアニメで主役級を演じ
る声優を何人も起用。キャラクターデザインやシナリオの制
作は経験豊富な専門家と連携している。
　スマートフォンやタブレット端末の普及によって、家庭用
ゲーム機市場は縮小していると言われるが、矢野経済研究
所の『「オタク」市場に関する調査結果 2012』によれば、
恋愛ゲーム市場は平成 22 年度の112 億円から23 年度に
は146 億円と拡大基調にある。さらに、表社長は「家庭用
ゲーム機のユーザーは熱心なファンが多い分、開発資金を
回収しやすい」と勝算を見込んでいる。

認知度アップへ、ドラマ CD を先行発売

　ブランドの認知度を高めると同時に、ゲームの世界観や
キャラクターの個性を確立するため、平成 25 年12月には、
ゲームに登場するキャラクターたちによる音声のみのドラマ
を収録したドラマCD「爽

そうかい

海バッカニアーズ！」を発売した。

ゲームやアニメといったコンテンツ産業は今後、日本の経済成長を担う柱の一
つと言われる。それらの制作・発信拠点と言えば、首都圏が中心だが、情報通信
環境の高度化によって、地方での取り組みも活発化している。こうした動きは石
川県も例外ではない。そこで、県内を拠点に、新たにゲームなどの企画、制作に
乗り出したFuture Tech Lab（フューチャーテックラボ）にスポットを当てた。

女性向け恋愛ゲームを来春発売
自社コンテンツ制作を本格化

（株）  Future Tech Lab
http://www.ftech-lab.co.jp/
金沢市鞍月5-181 AUBE 4F    TEL. 076-256-1671

■ 代表者 表  泰男
■ 設　立 平成23年6月
■ 資本金 720万円
■ 従業員数　24名
■ 事業内容　ソフトウェア企画・開発・販売・受託・保守・コンサルタントなど

コンテンツ事業に乗り
出した表社長。「東京や
大阪から打ち合わせに
来る人が喜んでくれる。
人材も採用しやすい」
と金沢に本社を置くメ
リットを話す
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「女性向けのドラマCDは、男性キャラクターが甘い言葉を
ささやくパターンが多いが、そればかりでは飽きが来るは
ず」。表社長はそう話し、同社のドラマCDはテレビアニメ
のように純粋にストーリーを楽しめる内容にした。平成 26
年1月には第二弾、2月には第三弾をリリースし、段階的に
新キャラクターも公開する。
　無名のメーカーがクオリティの高いキャラクターを登場さ
せ、人気声優を何人も起用したとあって、ゲームやドラマ
CD の業界、ファンを驚かせている。かなりの先行投資と
なるが、表社長は「10 年前と違って今は“垂直立ち上げ ”
が有効な時代。徐 に々認知を広げる手法ではなく、一気に
コンテンツを増やし、それを継続しなければ、あっという間
に忘れ去られてしまう」と話す。2月頃には、さらに別シリー
ズのドラマCDを発表し、ブランドの浸透を図る計画だ。

キャラを育て、スマホなどへ展開

　女性向けのゲームやドラマ CD の制作に乗り出したきっ
かけとなったのは、「Ai-gent（エイジェント）」という同社オ
リジナルのソフトだった。Ai-gentはスマートフォンなどの
操作方法を画面に登場するキャラクターが教えてくれるソフ
トで、開発・販売計画は ISICO主催の平成 24 年度「革
新的ベンチャービジネスプランコンテストいしかわ」でファイ
ナリスに選ばれた。
　このソフトは主に男性ユーザー向けで、登場するキャラク
ターは女性だ。そして、Ai-gentを女性向けに改良するため、
女性が好むキャラクターづくりのノウハウを蓄積しようと取り
組んだのがゲームやドラマ CDだった。経営資源をそれら
に集中させるため、現在、Ai-gentの開発はいったんストッ
プしているが、ゲームやドラマCDを通して知名度のあるキャ
ラクターを育て、Ai-gentにも登場させる構想を温めている。

アニメ化や新ブランドの立ち上げも

　現在の収益の柱である受託開発は、決して受け身ではな

く、発注元の製品の魅力を最大限に引き出す提案型ビジネ
スを信条としており、国内大手半導体メーカーと直接取引す
るほか、イギリスの大手半導体メーカーとの取引を来年から
行うことに関し、協議を始めている。
　とはいえ、「自分たちの作ったものを発信できる会社にし
たい」という表社長の思いは強く、「女性向けにこだわらず
別のブランドも立ち上げたい。みんなに驚きを与える提案を
続け、多くの人が、この会社は次は何をやるのかと期待して
くれるような会社を目指す」と将来像を描く。
　クラシック音楽の祭典「ラ・フォル・ジュルネ金沢」に協
賛するなど、地元の活性化に貢献したいという思いも人一倍
だ。「爽海バッカニアーズ！」に関しても、人気が定着すれ
ばアニメ化に取り組む計画で、石川県周辺の海を巡るクルー
ズツアーなど、地域への誘客につながる関連イベントの開催
も視野に入れる。
　石川発のコンテンツが今後、どのような展開を見せるのか。
4月のゲーム発売が今から待ち遠しい。

本社の開発室。ゲームやドラマCDの制作は、消費者から直接反応が返ってくるの
で、社員のモチベーションアップにもつながっている
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上：「爽海バッカニアーズ！」
に登場するキャラクター

左：ゲームに先行して発売し
たドラマCD（2,625 円）。
右側は女性向けコンテンツの
イベントで配布した無料版



「いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活
性化ファンド）」の採択企業、各種展示会の
出展企業の商品等にスポットを当てます。
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32種類を展開

　おしゃれに敏感な男性の間で、
伝統工芸の技法を生かした新たな
メンズアクセサリー「ボタンダウン
ピアス」の注目度が高まっている。
ボタンダウンピアスは平成25年度
プレミアム石川ブランドに選ばれ、
活性化ファンド事業にも採択され
たもので、商品化したのは加賀市
山中温泉で加賀蒔絵を手がける

「うるしアートはりや」だ。昨年11月
に販売を始めたところ、人気セレク
トショップ・ビームスの期間限定イ
ベントや東急ハンズ横浜店などで
の取り扱いが決まり、販売も好調だ
という。
　ボタンダウンピアスは、ボタンダウ
ンシャツの襟先のボタンに脱着で
き、職人の手で装飾が施されてい
る。デザインは多彩で、てんとう虫
やサッカーボールをモチーフとした
カジュアルなタイプ、単色で仕上げ
たシンプルなもの、ドクロがモチー

フのスカルシリーズなど、蒔絵の技
法を生かした32種類をそろえる。

「ワンポイントだからこそ遊び心を
演出したり、さりげないおしゃれを
楽しんだりでき、幅広い世代から好
評だ」。代表の長男で開発を担った
針谷崇之さんはこう話し、新商品の
滑り出しに手応えを感じている。

独自ブランドを確立

　うるしアートはりやがメンズアク
セサリーの製造を始めたのは3年
前からだ。もともとは茶道具を中
心に蒔絵を施していたが、崇之さ
んの母親が独自商品として女性用
アクセサリーを制作。それを手に
全国の展示販売会を回る中で、客
側から男性用の商品を望む声が高
まったのがきっかけだ。
　開発にあたっては県の「伝統産
業商品提案力育成事業」に参加
し、ブランディングやグラフィック
デザインなどを行うイクス（東京）

代表の永田宙
おきさと

郷さん
ら専門家のアドバイ
スを受け、 蒔 絵を生
かしたカフスやピン
ブローチ、ループタイ
などを開 発。これら
をオリジナルブランド

「M
モ ン テ ア ル テ ィ ジ ャ ー ノ

T.ARTIGIANO」
として展開した。
　ボタンダウンピアスも
ラインアップの一つだ

が、当初、商品化には不安があっ
た。「なじみのあるアイテムとは言
えず、どう売り込むかに頭を悩ませ
た」と、崇之さんは振り返る。そん
なとき、永田さんらデザイナーがカ
タログやポスターといった販促ツー
ルを制作し、これらを生かしてバイ
ヤーが集まる見本市に出展し、販
路を開拓。販売２年目を迎えた今、
うるしアートはりやではその動きを
加速している。

襟先に輝く加賀蒔
ま き え

絵の技
伝統工芸生かした新アイテム

「今後は和柄を取り入れたり、金具を改善したりするなど、商品価値を
より高めていきたい」（崇之さん）

「MT.ARTIGIANO」とは山の職人という意味で、
ロゴマークは白山をイメージしている

うるしアートはりや
加賀市山中温泉塚谷町2-124
TEL.0761-78-5154
■ 代 表 者 針谷 祐之
■ 設 立 昭和56年4月
■ 従業員数 5名
■ 業務内容 蒔絵を用いた漆器やアクセサ

リーなどの製造・販売
● http://urushiarthariya.com/
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毎月1,500個以上を販売

　金沢市を中心とした地元産の
野菜を使った「金沢のピクルス」が
昨年４月の販売開始以来、人気を
集めている。東京ミッドタウンや
KITTEなど、話題の商業施設でも
販売され、月に1,500個以上を売り
上げているという。手がけるのは、
金沢市元町の人気レストラン「バー
カロ」のオーナーシェフ・上

か み や

宮大輔
氏だ。
 「コンセプトは“もったいない”」（上
宮氏）という金沢のピクルスの特
色は、規格外野菜を使う点にあ
る。規格外野菜は、少し傷があっ
たり、形がいびつだったりするな
ど、品質に問題はないものの、一
般に流通するケースはまれで、廃
棄されることも少なくない。それ
を長期保存可能なピクルスにし、
有効活用したのが、金沢のピクル
スである。
　開発のきっかけは３年前、上宮
氏が加賀れんこんを栽培する友
人から規格外品を譲り受けたこと

だった。「レストランでは使いきれ
なくて、せっかくのいい素材を生か
すため、ピクルスにしたのが始ま
り」と、上宮氏は振り返る。その後、
さまざまな野菜でピクルスを作り、
店内で取り扱いを始めたところ、
評判は上々。いつしかレストランの
人気メニューとなり、ピクルスに特
化した事業展開を思い描いたとい
う。

約40種類を商品化

　これまでに商品化したピクルス
は、加賀野菜の金時草や青トマト
など、季節商品も含めると約40種
類にも上る。上宮氏の感性でそれ
ぞれの野菜に合った果汁や調味
料を加え、保存料や添加物を一
切使わずに素材の味を生かしたピ
クルスは、口コミで評判を広げ、リ
ピーターも増え続けている。
　販売から１年半、順調な滑り出
しを見せるが、商品化にあたっては
壁もあった。「販路拡大に向け、流
通、保管しやすくするため、冷蔵で

はなく、常温保存できるようにした
かった」と上宮氏。幅広く情報を求
め、ピクルスを扱う店に直接問い
合わせるなどし、食感や風味を損
なわずに殺菌処理する方法を確立
したそうで、現在では県内だけで
なく、大都市圏でも取扱店を増や
している。
　さらに、平成25年度のISICOの
活性化ファンドの採択を受け、能
登の農家とタッグを組み、野菜マ
リネ(醤油漬け)やコンフィ(塩漬け)
に加工する商品開発もスタート。
“もったいない”を広めるための事
業展開は、新たなステージに踏み
出している。

規格外野菜でピクルス
コンセプトは“もったいない”

金沢のピクルス
金沢市才田町甲86
TEL.076-208-3341
■ 代 表 者 上宮 大輔
■ 設 立 平成24年9月
■ 資 本 金 100万円
■ 従業員数 4名
■ 業務内容 「金沢のピクルス」の製造・販売
● http://www.kanazawa-pickles.jp

今秋、香林坊大和で開催された
「石川のこだわり商品フェア」で
も人気を集めた金沢のピクルス。
ミックス（270ｇ、700 円）な
どの定番に加え、季節限定の商
品も多い

「あまりなじみのないピクルスを手に取ってもらえるよう、
商品ラインアップの充実にも取り組んだ」（上宮氏）



サイトに
かける
情熱

Passion to a site 
ISICOではインターネットによる
販路開拓をサポートしています。
支援先の中から、熱い思いを胸にサイトの改善に挑む、
意欲的な取り組みを紹介します。
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フェイスブックで情報発信
ワイン会開催で来店客増加へ

ワイン会の様子。毎回、北中社長が4〜5本のワインを選び、
飲食店はそれらに合わせて料理を提供する

［ 酒前線 きたなか　金澤ワイン倶楽部 ］
https://www.facebook.com/kitanaka1951

■所  在  地 金沢市片町1-4-20
 TEL.076-222-6330
■代  表  者 北中 元章
■創　　業   大正3年4月
■資  本  金   1,000万円
■従業員数 4名
■事業内容 酒類の業務店卸および酒小売販売

4つのページを使い分け
　金沢市の中心部、竪町商店街で酒販店を営む「きたな
か」。繁華街に立地するだけあって取引先には飲食店も
多く、ワインや日本酒、ビールはもちろん、スピリッツ
やリキュールなど、幅広い品ぞろえが特徴だ。
　同社では約 5 年前にネットショップを開店したが、北
中元章社長は「お客様の顔が見えない商売は性に合わな
い」と話し、約 2 年前からお互いの素性が分かるフェイ
スブックを活用した販促活動に力を入れている。

　フェイスブックは当
初、北中社長の個人ペー
ジからスタート。その
後、ISICO専門家派遣制
度を利用してホームペー
ジドクターの北村錬充さ
んのアドバイスを受け、
ワインや日本酒などに特
化した 3 つのページを開
設し、それぞれ新商品や
セールの情報などを発信
している。

その場で注文する参加者も
　

　メイン商材に位置づけるワインの販促活動では、とり
わけワイン会の開催に力を注ぐ。これは、市中心部の飲

食店で料理とワイン、会話を楽しむ会で、参加者の募集
にフェイスブックを活用する。以前は案内ハガキを印刷、
郵送していたが、フェイスブックならば、お金をかけず
に済む。
　会は 40 〜 50 代を中心に、毎回 25 名ほどの定員がす
ぐに埋まる人気ぶりで、多い時には月に 4 回開催されて
いる。狙いは、会を通じて「きたなか」やワインのファ
ンを増やし、店に足を運んでもらうことで、北中社長は

「新規客が来店してくれるようになった」と手応えを感じ
ている。会で用意したワインを気に入り、その場で自宅
用にと注文してくれる参加者もいるそうだ。参加者との
会話を通して、消費者がどんなワインを探しているのか
が分かるので、マーケティングの場にもなっている。
　飲食店にとっても新規客の開拓につながるのでメリッ
トが大きく、「ワインを仕入れるから、うちの店で会を開
いてほしい」と新たな取引先を獲得できることもある。
　こうしたやり方は、決して爆発的に売り上げが伸びる
ことはないかもしれない。それでも、北中社長はコミュ
ニケーションを重視し、一人ひとりの消費者との絆を太
くする戦略で業容拡大を目指している。

当初はセミナーに通ってフェイスブックの
活用法を学んだ北中社長

ワインはすべてのユーザーが商品知識に精通し
ているわけではないので、素人になると、どれ
を選んで良いのか分からない商材でもあります。
北中さんの取り組みはフェイスブックを活用し、
リアルにお客様と顔を合わせ、ワインの楽しみ方を共有し、参加
者の信頼感を得ています。「ワインのことなら北中さん」というブラ
ンディングをさらに高めていきましょう。

北村 錬
れんみつ

充さん （株）L
ラ テ ラ ル
ATERAL代表取締役

■ ホームページドクターからのメッセージ

（株）きたなか



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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　建設機械部品などの塗装を手が
けるＴ･Ｔ･Ｏは今年 7 月、能美市
内で同社にとって 5 つ目となる工場
を竣工した。新工場は敷地面積約
2,000㎡、延べ床面積約 900㎡で、
ISICO の設備貸与制度を活用して、
焼き付け塗装ライン一式をそろえた。
　同社の仕事の約 6 割は、コマツ
粟津工場で製造される建設機械の
部品の塗装が占めている。新工場
の稼働によって、建設機械の増産に
対応できる体制を整えた。
　高畠正幸社長は「従来の工場は
家屋に隣接するため、夜間操業はで
きなかったが、新工場は住宅地から
離れているため、さらに注文が増え
れば、昼夜 2 交代制を敷くことも可
能になった」と笑顔を見せる。
　同社の強みは、複数の塗装ライン
を有することにある。通常、塗装す
る色を切り換える際は、ラインを一

旦止めて、塗料を入れ替えたり、器
具を洗浄したりする時間が生じる。
同社では、例えば本社工場で黄色、
能美工場で黒色を塗装するといった
具合に色に応じてラインを使い分け
ることで、そうした段取りの時間を
減らし、短納期を実現している。新
工場の完成で 5ラインが稼働するこ
とになり、その強みに一層磨きがか
かった。

　コマツとの取引を通じて、技術レ
ベルも向上している。コマツの建設
機械は、乗用車並みの塗膜の厚さ
を求められることもある。塗料を厚
く塗っても垂れ落ちないように、帯
電した粉末状の塗料を使う静電粉
体塗装の設備をそろえるとともに技
術を磨き、要求される品質を実現し
ている。
　また、防錆力に優れ、塗り残しの
ない電着カチオン塗装の設備を有す

る点も他社との差別化につながって
いる。電着カチオン塗装は乗用車
の塗装にも用いられる方法で、県内
の塗装会社にほとんどない設備だ。
同社では、特に防錆性が求められ
る運転席の周りや外装部をこの方法
で塗装し、品質を向上させている。
　とはいえ、塗膜へのほこりなどの
混入には苦労が絶えない。これば
かりは工場全体をクリーンルームに
でもしない限り対策は難しいが、同
社では入念に検品し、混入していれ
ば、研磨して取り除いたり、塗り直
して不良撲滅に努めている。
　今年 12 月からは環境マネジメン
ト規格「エコステージ認証」の取得
を目指した取り組みをスタートした。
作業スペースや資材の改善、見直し
を図り、環境負荷の軽減とさらなる
品質向上につなげる計画だ。

充実した設備で
高い品質を確保

今年7月から稼働した能美工場。常時9人の社員が作業する

能美市内に新工場竣工
建設機械の増産対応へ
5ライン活用で
短納期を実現

（株）Ｔ･Ｔ･Ｏ
■ 所 在 地  小松市長谷町テ28番1
■ T E L  0761-46-1097
■ 代 表 者  高畠 正幸
■ 設 　 立  平成11年7月
■ 資 本 金  1,000万円
■ 従業員数　45名
■ 事業内容　建設機械、産業機械部品の塗装

設立から14年で県内トップクラスの塗装会社を作り
上げた高畠社長
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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。

サンドイッチ構造を
独自に考案

　オリエンタルチエン工業は、炭素繊
維強化プラスチック（CFRP）を使って、
高強度で超軽量の世界最小チェーン
の開発に取り組んでいる。
　樹脂製チェーンは食品搬送機械な
どで広く使われているが、鋼製チェー
ンに比べて許容荷重が 10 分の1し
かないため、用途が限られている。
同社では、樹脂製部品に炭素繊維
を巻き、さらにその周りを樹脂で固
めるサンドイッチ構造によって、強度
を従来の樹脂製チェーンの 2 倍以上
に高めることを目標にしている。樹
脂は、熱硬化性に比べて価格が安く、
加熱すると軟化して成形しやすくな
る熱可塑性のものを採用した。重さ
は鋼製に比べて65%も軽くなる。こ
れまでにも、短く切った炭素繊維を
樹脂に混ぜ込んで成形したチェーン
が製品化されているが、強度は不十
分だった。

　平成 23 年度からISICO の「いしか
わ次世代産業創造ファンド事業」に
採択されて開発をスタートし、金沢大
学の新田晃平教授が樹脂の選定や成
形法の研究に協力するほか、県工業
試験場が試験、評価を担当している。
　既に試作品を完成させており、今
後、工程を見直すなどして、一層の強
度アップと量産技術の確立を目指す。

内視鏡用に一層の
強度アップを目指す

　開発の契機となったのは、医療現
場のニーズだった。同社が開発した
鋼製の世界最小チェーンは大手医療
機器メーカーの内視鏡部品として使わ
れているが、内視鏡は医師が手に持っ
て操作するため、軽量化が課題となっ
ていた。しかし、樹脂製チェーンでは
強度が足らず、耐久性も低い。そこで
注目したのが CFRP だった。
　とはいえ、強度アップは難題で、同
社では今も試行錯誤が続いている。

当面の目標となるのが従来の樹脂製
チェーンの 2 倍以上の強度を確保する
ことだ。この強度ならば、さまざまな
用途が見込めるそうで、内視鏡用の
開発は次のステップとなる。
　同社ではチェーンのほか、小さくて
複雑な形状の部品を安価で製造でき
る金属射出成形技術を生かして、医
療機器メーカーと共同研究を進める
ほか、平成 24 年度には ISICO のFS
調査事業で強度と延性を兼ね備えた
医療用部材の調査を実施するなど、
医療分野の開拓に力を入れており、
CFRP 製チェーンがラインアップに加
われば新たな強みになる。
　同社の主戦場はチェーンの中でも市
場規模の小さい特殊チェーンである。

「そこで生き残るには、世界で誰も作っ
ていないチェーンの開発が必要。大
企業よりも資金力や開発力は劣るが、
その分、情熱を持って取り組みたい」。
西村武社長はそう話し、CFRP 製
チェーンの一日も早い完成に向け、開
発に拍車をかける。

炭素繊維強化プラスチックで
世界最小チェーンを開発

オリエンタルチエン工業（株）
■ 所 在 地  白山市宮永市町485番地
　　　　　   TEL. 076-276-1155

■ 代 表 者  西村　武
■ 設 　 立  昭和22年8月
■ 資 本 金  10億6,695万円
■ 従業員数   144名
■ 事業内容   伝動用チェーン、コンベアチェ

ーンなどの製造、販売
●  http://www.ocm.co.jp/

「強度が十分な
らば、軽いチェー
ンに替えたいと
いう要 望は多
い 」 と CFRP
製チェーンの開
発に注力する西
村社長

写 真下が CFRP 製の 世界最小
チェーン。部品をつなぐピンの間
隔はわずか 3.175mm だ。上は同
サイズの鋼製サイレントチェーン
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北陸の地酒や食材、
生産者の思いを東京で発信

県内の企業、団体が行っている話題性のある取り組み、ユニークな活動に注目しました。

各店に50種類以上の地酒
能登から鮮魚を空輸

　東京に本社を置くセオリーは、銀
座や新宿に「方

はこぶね
舟」の店名で8店舗

の居酒屋、日本料理店を展開する。
どの店も石川、富山、福井、新潟の
地酒や食材にこだわったメニューで
人気を博し、首都圏の北陸ファン拡
大に一役買っている。
　脱サラして会社を立ち上げた原
誠志社長は生まれも育ちも東京だ
が、母親の出身地である富山や妻
の出身地である金沢を訪れるうち、
おいしい地酒や食材に魅了され、店
づくりの柱に据えた。
　地酒の品ぞろえは豊富で、現在4
県の蔵元のほぼすべてと取引があ

り、各店には50 〜150種類を常備
する。魚貝類は北陸各地の漁港か
ら仕入れるほか、昨年には輪島漁
港に水揚げされたものを直接買い
付ける買

ばいさんけん
参権を取得。能登空港を

発着する全日空と連携して、週に1
度は朝とれの鮮魚を、その日の夜に
都内の店舗で提供する体制を整え
ている。
　「北陸の酒、食、文化を後世に伝
える」ことを企業理念に掲げるだけ
あって、接客にも力を注ぐ。多くの社
員や店舗スタッフがNPO法人FBO

（料飲専門家団体連合会）が認定す
る

ききざけし
酒師の資格を取得し、地酒につ

いて詳しく説明したり、料理に合う地
酒選びをアドバイスしたりしている。
　今秋には約1,000人の会員向け
に無料配布する情報誌「方舟通
信」を創刊。北陸の食文化の魅力
や生産者の思いを首都圏の消費
者にメッセージしている。

金沢でも出店へ
売り込みも大歓迎

　これまで北陸には拠点がなかっ
たが、昨年3月には金沢支社を開設
した。原社長の実弟である原達志
支社長が常駐し、北陸新幹線の金
沢開業までに金沢駅周辺で方舟

の北陸1号店を出店しようと準備を
進めている。
　また、今年7月からは白山市白峰
にある宿泊施設「望

ぼうがくえん
岳苑」の指定

管理者となり、白山麓の山菜やキノ
コ、川魚、堅豆腐などを楽しめる旅
館として運営している。
　金沢支社は北陸の農林漁業者
や食品加工業者とのネットワークを
強化するための役割も担い、原支
社長は「私たちが知らない食材や
食器、酒器がまだあるはず。いいも
のがあればぜひ採用したいので、
気軽に連絡してほしい」と話す。セ
オリーでは北陸の地酒を家庭でも
味わってもらおうと、地酒や酒器の
ネット販売にも取り組んでおり、ゆくゆ
くは食材などもラインアップに加えた
いと計画する。自慢の逸品で首都
圏に販路を開きたいという農林漁
業者や食品加工業者の方は積極
的に売り込んでほしい。

「将来的には北陸で 6 次産業に取り組み、オリジナ
ル商品も開発したい」と話す原支社長

銀座にある「方舟 大吟醸いろり」の店内や料理、日本酒セラー。日本酒セラーには県内の蔵元の銘柄がずらりと並ぶ

(株)セオリー
金沢市此花町3-2 
ライブ1ビル1F（金沢支社）
TEL.076-255-2100

■ 代 表 者 原 誠志
■ 設 立 平成16年11月
■ 資 本 金 1,000万円
■ 従業員数 45名
■ 業務内容 飲食店経営、酒類販売、物販、旅館

運営
● http://www.ceory.co.jp/



イシコ・トピックス

　主に県内企業の首都圏に向けた販路
開拓のサポートをしています。今は平成
26年3月に東京の日本橋三越本店で初
めて開催される「石川のこだわり商品フェ
ア」に向けて、出店企業の募集などに取
り組んでいます。今年度から新たにこの
業務に携わることになり、戸惑うことも多
いですが、仕事にはやりがいを感じてい
ます。企業の方から直接、商品について
のこだわりや開発、販売の苦労について
聞くことも多いだけに、首都圏の百貨店
などとの取引が決まったと聞くと、喜びも
ひとしおです。
　国内外を問わず旅行が趣味で、時に
は一人旅に出かけることもあります。買い
物や食べ歩きが好きなのですが、今年は
仕事が忙しくて行けなかったので、ウズウ
ズしています。旅先には魅力的な伝統工
芸品や食品との出会いがあります。それ
らのいい所を学び、これからの仕事に生
かしていきたいと思います。

［発行月］ 平成25年12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

沢谷  昌子
販路開拓推進部販路開拓課主査

販路開拓を
下支えできるよう
頑張っています！

I    S    I   C   O 職 員 紹 介

　石川県と ISICO は、「いしかわ次世代産業創造ファンド助成事業（次世代ファ
ンド）」の平成 25 年度助成対象に炭素繊維分野では過去最多の 5 社のほか、

エネルギー分野などをあわせ
た 9 社を採択しました。11 月
12 日に県庁で採択決定通知書
交付式が行われ、ISICO の理
事長を務める谷本正憲知事が
通知書を手渡し、激励しまし
た。採択企業を代表して長野
ポンプ（株）（金沢市）の長野
幸浩社長が決意表明しました。

研究開発支援へ9社を採択
いしかわ次世代産業創造ファンド助成事業

　ISICO は 10 月 31 日〜 11 月 4 日、香林坊大和（金沢市）で「石川のこだわ
り商品フェア」を開催しました。各種支援策を活用して、材料や製法等にこ
だわりをもって開発した新商品や、

「石川ブランド」認定製品を紹介し
ました。期間中は、2 万人を超え
る買い物客のほか、首都圏からバ
イヤー 19 名を招いて県内企業との
マッチングも図り、販路開拓を後
押ししました。

● 採択事業の詳細は下記ホームページをご覧ください。

    http://www.isico.or.jp/isico/jisedaifund

県内企業59社が新たな名物をPR
石川のこだわり商品フェア

今年で4回目の開催となった石川のこだわり商品フェア

　（公財）全国中小企業取引振興協会の情報化優良企業表彰が 11 月 20 日、
アルカディア市ヶ谷（東京都）で行われ、（株）ヤマト醤油味噌（金沢市）が優秀
企業賞、ISICO が優秀サポート賞を受賞しました。この表彰は、各県支援セ
ンターのサポートを受けた結果、IT
を企業経営に活用し、成果を上げ
ている中小企業者及び当該企業を
サポートした支援センターを一対で
表彰するものです。ヤマト醤油味
噌は、実店舗の販促活動とネット
ショップによる情報発信により、双
方の集客が増加した点が高く評価
されました。

ヤマト醤油味噌とISICOに優秀賞
情報化優良企業表彰

表彰状を受け取るヤマト醤油味噌の山本晴一社長

谷本知事が通知書を手渡し、採択企業を激励しました


