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IT に関する最新の情報や業界
の第一線で活躍する起業家らと
の交流の機会を提供した「いし
かわ IT フェスティバル」。詳しく
は巻頭特集をご覧ください。
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■   半径 2メートルで問題の解決を

　ITフェスのオープニングを飾ったのは、ウォンテッドリー
代表取締役 CEO の仲暁子さんの講演である。同社が提
供しているのは「シゴトでココロオドル人をふやす」ためのア
プリやツールで、現在、約 2,500 社の企業と8万人のユー
ザーが利用している。
　仲さんは大学卒業後にゴールドマン・サックス証券に入
社。しかし、仕事にやりがいを感じられず、金曜日が待ち
遠しいと思う日々 を過ごすうちに、「好きなことを仕事にし
たい」と思い、昔からの夢だった漫画家を目指して退職、

母が住んでいた北海道に引っ越した。漫画家としては芽が
出なかったが、フェイスブック日本法人のメンバーと知り合
い、自身もその一員として活動する中で、ウォンテッドリー
のサービスを思いついた。
　仲さんは、0から1へ、つまり何もない状態から新たなサー
ビスを作り出すためには、「アイデアには価値がない。大切
なのは、自分の半径 2メートル以内にあるような身近な問
題を考え、解決すること」と言い切る。
　また、「問題を解くためには、プログラミングの技術は必
要ない」とした上で、「ユーザーがそのサービスを使ってどう
いう体験ができるかを設計することが大切で、それには紙

クラウド、オープンデータなどが社会を変える新しいキーワードとして注目を集めている。人と人とをつなぐ新
たなコミュニケーションの創造や、便利でコストや時間の節約につながる新たなサービスの開発、あるいは資
金調達や地域の課題解決の手段として、ITの可能性は無限に広がっているとも言えるだろう。そんな中、IT
に関する最新の情報や業界の第一線で活躍する起業家らとの交流の機会を提供するため、石川県内で活動し
ているIT関連団体やISICOが3月20、21日、石川県地場産業振興センターで「いしかわITフェスティバル」（以
下、ITフェス）を開催した。当日は多彩な講師による講演やワークショップ、新事業の立ち上げを目指してアイ
デアを競うコンテスト、地元企業によるウェブ相談会などが行われ、会場は地元のITエンジニアや起業家、企
業のウェブ担当者、学生ら、大勢の参加者の熱気に包まれた。

最前線で活躍する講師が続々登場
学びと出会い、刺激の2日間
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と鉛筆があれば十分」と力を込めた。
　1から10 へ、つまりサービスを大きく育てるために仲さん
が重要と位置づけたのは「チーム」である。違う強みを持っ
たメンバーがお互いを補完することで、一人で何もかもをこな
さなくてよくなり、それぞれが得意な仕事に注力できる。こ
れによって、サービスや製品の開発効率もぐんとアップする
というわけだ。
　さらに、チームが最大限の力を発揮するためには、会社
が目指す方向を示した「ビジョン」とやっていいことと悪い
ことの判断基準となる「カルチャー」を一致させることが不
可欠で、それらを言語化してメンバーと共有することが重要
だと指摘した。
　初日はこのほか、インターネット経由で不特定多数の人か
ら資金提供を募るクラウドファンディング、中学生や高校生
にプログラミングを学ぶ機会を提供する取り組み、自治体
が保有するデータを誰でも利用できるオープンデータとして
公開する鯖江市の事例などについての講演が続いた。
　すべての講演が終了した後には、交流会を催し、ITフェ
スの講師陣と聴講者が食事を楽しみながら、交流を深めた。

■     5 年後の世の中を妄想せよ

　2 日目には、起業を志す人や創業間もないネットベン
チャーを支援するサムライインキュベート代表取締役
CEO の榊原健太郎さんが講演した。
　榊原さんは、ビジネスのアイデアを生む 4 つの発想
法を紹介した。１つ目は「5 年後の世の中がどうなるか
妄想する」で、自分で妄想できない場合は漫画や映画が
ヒントになると話した。2 つ目は「あらゆる世代、職業
の人と付き合って、相手の課題を見つけ、解決法を考え
る」という方法だ。3 つ目は「なんで？を繰り返す」こ
とで、もはや当たり前になっている仕組みを本質から見
直すことでアイデアが見つかると強調。4つ目として「諦
めずにアイデアを出し続けること」を挙げた。また、最

後のメッセージとして「できるできないではなく、やる
かやらないかで世界は変わる！」と力説した。
　ビジネスプランコンテスト「サムライシャウト！」で
は、県内の学生、起業家ら 8 組が新事業のアイデアを
熱くプレゼンテーション。3D プリンターなど小型の工
作機械を出前する「出張 FAB」の事業プランを考えた
竹田太志さんが、資金調達や事業提携の足がかりとなる
ビジネスマッチングイベント「Morning Pitch ( モーニ
ングピッチ )※」への参加権を手にした。
　このほか、IT を活用して地域の課題を市民自らが解
決する「シビックテック」と呼ばれる活動の紹介や事業
の成長につながるウェブマーケティングに関する講演な
どを複数の会場で並行して開催。どの会場でも熱心にメ
モを取ったり、質問したりする姿があり、多くの参加者
にとって、大いに刺激を受けた 2 日間となった。

※ 毎週木曜早朝に開催されるビジネスマッチングイベント。毎回 4
〜 5 社が大手事業会社やベンチャーキャピタルなど 50 社、約 60 〜
80 名に対し、新事業についてプレゼンテーションする。

左：起業家に求められる発想法や心得について熱く語った榊原さん
右：新事業の立ち上げを目指し、8 組が登壇した「サムライシャウト！」

サービスをゼロから立ち上げるために必要なことについて話した仲さん 講師陣と聴講者が親睦を深めた交流会

「いしかわI Tフェスティバル」の
プログラムや講師はこちら！

http://i-itfes.jp/
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チャンスをつかみ、未来をひらく
Seize a chance and open a bright future.

朝5時からの勤務も難なくこなす

 　オハラでは昨秋、60 歳以上の高齢者 20人をパートタイ
ム労働者として採用した。勤務時間は午前 5 時から午前 9
時半。津幡町にある同社工場で、五郎島金時をすりつぶし
てペースト状にする1次加工に従事している。
　労働意欲の高い人材ばかりで、早朝からの仕事も厭わず、
それどころか午前4 時半までにはほとんどの高齢者が出社
してくる。遅刻、欠勤は皆無。同社では働く高齢者を、敬
意を込めて “達人”と呼んでいる。小原繁社長は「雪の影
響などで材料の仕入れが遅れることもあるが、明日は休ん
でほしい、あるいは代わりに日曜に出社してほしいといった
急な要望にも快く応じてくれて助かっている」と笑顔を見せ
る。
　高齢者にとっても仕事への満足度は高く、帰宅前に気付

いたことを記入する「今日の一言カード」には、「充実した日々
を過ごしている」「仕事は楽しく、素晴らしい仲間ができた」

「長く勤められるように頑張りたい」といった内容がつづら
れている。
　五郎島金時の加工は 3月末でいったん終了するため、数
人を除いて雇用契約も解除するが、小原社長が「秋になっ
たら、また来てね」と声を掛けると、高齢者からは「必ず
呼んでや」と元気な返事があるという。

求人にはチラシが効果を発揮

　オハラが高齢者雇用に乗り出したのは、五郎島金時を
使ったペーストの需要拡大に対応するためである。
　増産に向け、工場の操業開始を午前 9 時から午前 5 時
に繰り上げることに決め、早朝に働ける人材を募集したが、
当初はまったく応募がなかった。そこで着目したのが朝に

高齢化の急速な進展、人口減少に伴う労働力不足などを背景
に、シニア世代に対していかに就業機会を提供し、その活力を生
かしていくかが、企業にとっても今後、重要な課題になると考えら
れている。そんな中、食品加工を手がけるオハラでは60歳以上の
高齢者を新たに採用し、生産体制の拡充に成功している。

高齢者を活用し、生産体制を拡充

（株）オハラ
http://www.ohr.co.jp/
金沢市柳橋町甲14-1
TEL. 076-288-6572

■ 代表者 小原 繁
■ 設　立 昭和53年4月
■ 資本金 8,000万円
■ 従業員数　77名
■ 事業内容　ゼリー、プリン、こんにゃく、農産物加工品等の製造・販売

高齢者の活用に力を注ぐ
小原社長。背後に見える
掲示板は「努力賞カード」
で埋め尽くされている
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強い高齢者だった。
　求人にあたって、小原社長が参考にしたのが、岐阜県で
金型メーカーを経営し、多くの高齢者を雇用している友人
から得た「高齢者の求人にはチラシを活用すべき」というア
ドバイスである。ハローワークや求人誌にはそもそも高齢者
に限定して募集するような情報が掲出されておらず、高齢者
もあまり利用していない。その点、チラシならば在宅中の高
齢者の目に留まる確率が高いというわけだ。
　オハラでは昨年9月、「年齢制限あり 60 歳以上」と大き
く表記したチラシを、かほく市南部、津幡町、金沢市北部
の3 万世帯に新聞折り込みで配布。すると約 20人から応
募があり、9人を採用した。11月には再びチラシで応募を
呼びかけ、さらに11人を採用した。

感謝の言葉が役立っている実感に

　高齢者のモチベーションアップに役立っているのが、オハ
ラが約10 年前から続けている「努力賞カード」だ。これは、
仕事で助けてもらった時などに、社員同士が感謝の気持ち
をカードに記して贈るという取り組みだ。カードを受け取っ
た社員や提出した社員にはポイントが与えられ、毎月、ポイ
ントの多い社員やチームを表彰する。
　この仕組みには、もちろんパートタイム労働者も参加して
いる。高齢者にも「朝早くから材料を洗ってくれてありがと
う」といった感謝の言葉を記入したカードが何枚も贈られて
おり、小原社長は、「このことが自分は会社の一員として役
に立っているという実感につながり、同時に良好な人間関

係づくりにつながっている」と分析している。

地元の規格外農水産物を商品化

　ところで、オハラが加工する五郎島金時のペーストはコン
ビニエンスストア大手セブン- イレブンに納品され、パンや
ようかんの材料として使われている。原材料に用いられるの
は、味は良くても、収穫時に傷が付いたり、形が悪かった
りする規格外品だ。
　「私たちは言ってみれば “ 架け橋産業 ”です。農水産物
を作る人と食品を食べる人、あるいは生産する地域と消費
する都市の架け橋になって、生産者や消費者、販売店の皆
さんを笑顔にしたい」。小原社長はそう話し、約10 年前か
ら地元の規格外農水産物の活用に力を入れてきた。
　五郎島金時の加工にあたっては、ISICO の「いしかわ産
業化資源活用推進ファンド（活性化ファンド）」の支援を受け、
焼成機、皮と実の分離機、真空包装機などを導入。また、
ISICOと協力しながら、県内各地の規格外農水産物を開
拓し、能登町の小木港で水揚げされたイカを使ったおかき、
金沢産のリンゴを加工したゼリーなどを商品化してきた。
　こうした商品群は「じわもんシリーズ」と位置づけられ、
現在では同社の売り上げの約10％を占める経営の柱に成長
した。
　小原社長は北陸新幹線の金沢開業を大きな商機ととら
え、今後も農水産物を扱う量が増える季節、中元や歳暮を
控える繁忙期に高齢者を積極的に活用し、「じわもんシリー
ズ」をさらに充実させていく計画だ。

五郎島金時を加工する高齢者は平均年齢 68 歳。元気いっぱいで、仕事帰りにカラオケを楽しむ人も　　 五郎島金時ペーストを使ったセブン - イレブンの商品

「60 歳以上」と大きく表記した求人チラシ。高齢者の募
集に抜群の効果を発揮した
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「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。

左）大ぶりの具材が食べごたえ満点の特製ひろ
ず。6 種類の具材が入ったミニサイズもある
右）約 15 年前から物産展向けの商品開発に力
を注ぐ道越社長

6

生麩など具材は11種類

　創業明治45年の老 舗豆 腐メー
カー、金沢豆冨の一押し商品は「特製
ひろず」である。ひろずは、全国的に
はがんもどきの名で知られる。がんも
どきには通常、ニンジンやキクラゲ、
ギンナンなど4 〜 5種類の具材が入っ
ているが、特製ひろずの具材はなんと
11種類。それら定番の具材に加え、
生麩、すだれ麩を入れて金沢らしさを
演出するほか、春にはタケノコ、秋には
クリを入れ、食べる人に季節感を感じ
てもらえるように工夫している。
　また、豆腐につなぎとなるヤマイモ、
細かくした具材をこね合わせて油で
揚げるがんもどきに対し、特製ひろず
は豆腐と加賀丸いもを練り合わせた
生地に大ぶりの具材を包んで揚げる。

「粘り気の強い加賀丸いもをつなぎに
使うことで、揚げた時にふっくらとす
る。具材は刻んでないので存在感が
あり、食感も楽しめる」。そう話すのは

同社の道越克彦社長だ。3年前には
手軽に食べられるようにと、油抜きを
して、下味を付けた上でだしにつけ込
んで真空パックした「味付け特製ひろ
ず」も商品化。調理する必要がない上、
これまで消費期限は冷蔵で3日だった
が、冷蔵で30日、冷凍で60日にわたっ
て日持ちするようになった。
　これらの商品は、毎週のように全国
各地で開かれる物産展で好評で、1
週間で2種類合わせて400 〜 600個
を売り上げる人気ぶりである。

県産食材を募集中

　同社ではこの特製ひろずの付
加価値をさらにアップさせようと
ISICOの活性化ファンド補助事業を
活用し、創業者の名前を冠した新商
品「金澤彦次郎ひろず」の開発に取
り組んでいる。
　同社の豆腐の原料はすべて石川
県産大豆で、加賀丸いもや生麩を取

り入れるなど、独自性を発揮してい
るが、新商品では、さらに四季折々
の加賀野菜や能登野菜を具材に取
り入れ、オリジナリティーに磨きをか
ける考えだ。現在、来年夏の発売を
目指し、金時草などを使って試作を
進めており、道越社長は農林漁業者
や食品加工業者に「ひろずに合う県
産食材があれば、ぜひ連絡してほし
い」と呼びかける。
　同社全体で見れば、物産展での
売り上げはまだ10％にも満たない
が、主戦場であるスーパーでの豆腐
の販売は、価格競争が激化してお
り、今後も付加価値の高い商品が好
まれる物産展用の商品開発に力を
入れ、企業の成長につなげていく。

加賀野菜と能登野菜を活用
特製ひろずの個性を磨く

（株） 金沢豆冨
金沢市専光寺町二71-1
TEL.076-266-1201
■ 代 表 者 道越 克彦
■ 創 業 明治45年4月
■ 資 本 金 1,000万円
■ 従業員数 27名（パート含む）
■ 業務内容 豆腐類及び関連食品製造・卸・

販売
● http://www.kanazawatofu.co.jp/
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「ネーミングにも気
を配り、響きがい
いものを選 んだ」

（浅田専務）

左）洋漆器シリーズ。
手 前 がうるしマカロ
ン（1個 4,500 円・税
抜き）、奥はパスタ皿
の「Shikki de Pasta」

（7,000 円・税 抜き）
とスプーン、フォーク（各
3,500 円・税抜き）

右）漆を 4 回塗り重
ね、手触りのよさを実現
している

7

洋菓子にそっくり

　思わずパクリと、つい手を伸ばし
そうになる漆器がある。山中漆器を
製造・販売する浅田漆器工芸の手が
ける「うるしマカロン」だ。直径６セン
チ、高さ４センチのかわいい小物入
れで、パステルカラーの拭

ふき

漆
うるし

で仕上
げた見た目はその名の通り、洋菓子
のマカロンにそっくり。フレーバーに
なぞらえて、ローズ、レモン、バニラ、
抹茶、ミントと、５種類のカラーバリ
エーションをそろえる点もユニーク
だ。
　うるしマカロンをはじめ、浅田漆器
工芸では、これまで漆器ではあまり
用いられていなかったカラーやデザ
インを積極的に取り入れ、洋食器な
らぬ「洋漆器」シリーズを展開してい
る。
　つばの付いたパスタ皿や、大きさ
の違いから重ねて収納できるカップ

など、現代の生活スタイルにマッチし
た新商品を毎年開発しており、現在、
洋漆器シリーズは10アイテムに上る。
自社のネットショップをはじめ、金沢
市の県立伝統産業工芸館、しいのき
迎賓館などで販売し、若い世代を中
心に徐々に人気が高まっているとい
う。

木地職人と二人三脚で製作

　同社が洋漆器の販売を始めた
のは4年前、シリーズを手がける浅
田明

はる

彦
ひこ

専務が京都で漆芸を学び、
家業の浅田漆器工芸に入社したの
がきっかけだ。「パスタやカレーが
好きで、それに合う器を作りたかっ
た。単純だが、出発点はここから
だった」。浅田専務はこう笑うが、商
品化にあたってはいくつもの壁にぶ
つかったそうだ。
　その一つがデザイン。製作では、
浅田専務の描いた図面をもとに木
地職人が成形していたが、当初は
図面通りでもなかなか細部に納得
できなかった。この課題を解決した

のは職人の技術力の高さで、浅田専
務は現場に足を運び、数ミリ単位で
削ってもらい、満足のいく仕上がり
を目指したという。パスタ皿のつば
の厚みはわずか５ミリ程度とするな
ど、木地職人と二人三脚で完成さ
せた商品には、薄

うす

挽
び

きをはじめ、山
中漆器の伝統の技が散りばめられ
ている。
　洋漆器は平成25年度に活性化
ファンドに認定され、同社ではその
サポートを生かし、ロゴや冊子の作
成など販促ツールの充実に取り組
んでいる。「セレクトショップを中心
に、洋漆器を売り込んでいきたい」
と意気込む浅田専務。販路拡大に
向けた動きが本格化している。

暮らしにとけ込む洋漆器
山中の技を生かした新提案

（有） 浅田漆器工芸
加賀市山中温泉菅谷町ハ-215
TEL.0761-78-4200
■ 代 表 者 浅田  孝
■ 設 立 昭和51年3月
■ 資 本 金 500万円
■ 従業員数 6名
■ 業務内容 山中漆器の製造・販売
● http://www.uruwashikki.com/



サイトに
かける
情熱

Passion to a site 
特別編

商売の原点、マーケティングがすべて

　キタマでは平成24年、英国ブランドの雑貨を取り扱うネッ
トショップ「英

え に か

日花」を開設した。サイトには、鳥かごに似た
デザインが特徴で英国王室御用達というフルトンの傘をはじ
め、高級クッションや動物の形のピースを使った木製ジグソー
パズルなどが並んでいる。
　開設当初はウィリアム王子とキャサリン妃のご成婚といった
話題性もあり、フルトンの傘など主力商品のネット販売は上々
の滑り出しを見せた。しかし、その後は他社との差別化が図れ
ず、徐々に売り上げは落ち込み、ジリ貧状態となってしまった。
　集中指導で見つかった課題としては、まだ一般になじみのな
いブランドの発信や同じ商品を扱うサイトとの差別化などが挙

げられた。そこで、フルトンの傘の人気ランキングを掲載した
り、パズルの特色が伝わる写真を選んだりするなど、分かりや
すい情報発信に心を砕いた。
　また、購入者ニーズを考慮し、ジグソーパズルに完成時に固
定する木枠を付加したところ、徐々に売れるようになってきた。
　この事例から学べる点としては、「この商品はネット販売に
向いているのか」「消費者が本当にほしいものなのか」といっ
た自問自答の大切さだ。つ
まりは、商売の原点である
マーケティングがいかに重
要かを再認識させられた
ケースだったと言えよう。

一層の販売強化に努めている同社の田中茂専務

　ネット販売の売り上げは、「アクセス数×転換率（※）×客単価」
の公式で表すことができます。つまり、「アクセス数」「転換率」「客
単価」のどれかを向上させれば、売り上げは上がるのです。ただし、
それぞれの要素を向上させるための対応策はすべて異なります。
　例えば、ホームページを立ち上げたばかりのキタマさんの場合は、
いかに「アクセス数（訪問者）」を増やすかが課題で、当初はSEO
対策に力を注ぎました。出口織ネームさんは問い合わせを増やす
ためにデザインを変更し、「転換率」が上がりました。輪島漆器大雅
堂さんは閲覧者の要望と提供情報の適合性を高めることで「客単

価」が上がり、売り上げが増加しました。皆さんも、自社の課題を
見つめ、「アクセス数」「転換率」「客単価」のうち、どこを重点的
に取り組んでいけばよいかをぜひ考えてみてください。
　また、ネットショップは「環境適応業」です。現代社会で言えば、
スマートフォン対策が求められるなど、さまざまな変化に対応してい
くことが大切です。さらに、今後は、実店舗とネッ
トショップなど、あらゆる販売先や流通先を統
合し、どこからでも同じように商品を購入できる
「オムニチャネル」がキーワードになっていくと
言われています。常に時代に対応していくのは
難しい面も多くありますが、ネット販売の強化
に向け、共に取り組んでいきましょう。

遠田 幹雄さん （株）ドモドモコーポレーション代表取締役

■ ホームページドクターからのメッセージ

■所  在  地 金沢市三小牛町ハ1-2
 TEL.076-207-7117
■代  表  者 喜多英樹
■設　　立   平成24年3月

■資  本  金   100万円
■従業員数 2名
■事業内容 イギリスブランド雑貨の
　　　　　　  通信販売、金属部品加工

（株）キタマ

ネットショップ開設予定の方、売り上げが低迷している方向け

ISICOの専門家派遣を利用したネットショップの大半が、制
度そのものには「満足」と答えているが、売り上げという結
果に直結していないのはなぜか　　。「やるべきことをやっ
ていないから結果が出ない」との仮説をもとに、ISICO では
ホームページドクター（専門家）5 人が連携して1社にアド
バイスし、目標達成を目指す「集中指導による成功店育成
事業」を実施した。以下、「いしかわ ITフェスティバル」で
行われた報告会の要点を紹介する。

集中指導による成功店育成事業
成果発表会

※転換率……訪れた人の中から実際に買ってくれた人の比率

［ イギリスブランドの通販　英日花 ─enika─ ］
http://www.kitama1.org/
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写真を豊富に分かりやすくし、問い合わせが倍増

　洋服などに付けるブランドラベル（織ネーム）やその技術を生か
したお守り、ミサンガ、マウスパッドを製造・販売する出口織ネーム。
集中指導を受けて昨年12月にホームページをリニューアルしたと
ころ、月平均12件ほどだったネットを通した問い合わせが、１月
には33件、2月には35件と大幅に増加し、大型受注にもつながる

など成果が表れている。
　リニューアルのポイントは、
写真を豊富に掲載し、業務内容
をイメージしやすくした点だ。
これにより、直帰率（1ページ
だけを閲覧しサイトを離れた比
率）がリニューアル前の75％か

ら45％へと大幅に低下。トップページだけでなく、商品や技術力
などを載せた詳細な紹介ページもしっかりと閲覧してもらえるよ
うになった。
　加えて、全ページの上下に電話番号、ファクス番号を記載し、問
い合わせフォームにつながるボタンを設置。どのページを見てい
るときでも、すぐに問い合わせができるように工夫している。リ
ニューアル後の結果は、訪問者にとって分かりやすいページにし
たことに尽きる。
　また、サイト構築は制作会社に依頼したものの、コンセプトの設
定や、コストダウンと使いやすさを求めてのサーバー・ドメインの
移行などは自社で行った。その際、ドメイン移管時にアクセス数を
落とさないための設定など、制作会社と話ができるだけの基礎知識
の重要性も再確認したという。担当の狭間則宏さんは「サイトに完
成はない。ニーズに応じて日々変化させていきたい」と話している。

商品情報の可視化で売り上げ1.5倍

　訪問者はいるが、売り上げが伸びない。同様の悩みを抱え
るネットショップの参考となるのが、輪島漆器大雅堂のケー
スだろう。輪島塗は全国随一のブランド力を誇る伝統工芸で
ある。しかも、大雅堂は、「輪島塗」で検索すると、以前か
ら販売店では最上位に表示されていた。にもかかわらず、ネッ
ト販売は思うように伸びなかった。
　そこで、同社では、ホームページドクターの集中指導を受
け、トップページやカテゴリーページの改善に取り組んだ。
トップページではまず、輪島塗のイメージを踏まえ、旧サイ
トで目立っていた派手な赤いバナーを改め、シックなデザイ
ンに変更。メインビジュアルも沈金の様子から商品写真に差
し替えた。その写真には季節のニーズに合わせ、正月用の
屠
と そ き

蘇器を用い、重箱関連の画像も多く貼りこんだ。さらに、

カテゴリーページでは金額も商品を見た瞬間に分かる位置に
配置した。
　ポイントは消費者心理をつかんだサイト構築にあった。
購入希望者に「ここで買いたい」というイメージを抱かせ、
ほしい商品をラインアップし、価格などの求める情報を提
供したことで年末に高額商品が売れ、売り上げは前年同期
比で 1.5 倍に増加した。
  「世界中から商品をほしい人が検索して来店するネット
ショップは不況に強い」と
若島基京雄社長。同社では
現在、この夏の完成を目指
し、リニューアルサイトの
準備を進めており、一層の
ネット販売の強化に力を注
いでいる。

「問い合わせが増え、大型受注にもつ
ながった」と話す出口勉社長

指導を機にネット販売にさらに注力す
る若島基京雄社長

［ ジャガード織ネームやお守り、ミサンガの製造販売　（株）出口織ネーム ］

［ 輪島塗／輪島漆器大雅堂 ］

http://www.doname.co.jp/

http://www.taigadou.com/

■所  在  地 白山市鶴来本町
　　　　　　  4丁目チ25番地
 TEL.076-272-3232
■代  表  者 出口勉
■設　　立   昭和25年

■所  在  地 輪島市河井町22-71-1
 TEL.0768-22-0184
■代  表  者 若島基京雄
■創　　業   大正11年

■資  本  金   1,000万円
■従業員数 11名
■事業内容 ジャガード織物の
　　　　　　  製造・販売

■資  本  金   1,250万円
■従業員数 9名
■事業内容 輪島塗の製造・販売

（株）出口織ネーム

輪島漆器大雅堂（株）

自社で製造・販売している方、サイトリニューアルを考えている方向け

ブランド力、アクセス数はあるが売れていないサイト向け



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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　ウーマンスタイルが企画、運営す
る「発酵食大学」が好評だ。大学
では金沢市在住の麹料理研究家、
小
こ

紺
こん

有
ゆ

花
か

さんを教授として、塩
しお

麹
こうじ

な
ど発酵食の知識や調理法を学ぶ調
理実習をヤマト醤油味噌のキッチン
スタジオなどで実施するほか、同社
をはじめ協賛する食品メーカー 8 社
の蔵などを見学する。
　講義は全 12 回で、昨年は 1 期
生 24 人が受講した。「発酵食を食
事に取り入れて健康になった」「ふ
だん入ることのできない蔵を見学で
きて勉強になった」といった声が寄
せられるなど、卒業生の満足度は
高く、受講希望者も多いことから定
員を増やし、今年 1月からは 2 期
生 36 人が学んでいる。
　また、発酵食大学は協賛企業の
販促プロモーションとしても高い効
果を上げている。蔵見学などを通
して作り手の思いや取り組みを直接
伝えることが商品の購買につながっ
ているほか、口コミでさらに多くの

人に商品の良さや企業の姿勢
が伝わることも期待できる。
見学時に聞ける消費者の生の
声は、商品の改善や開発に役
立つ。
　こうした活動が伝統的な発酵食
を楽しく学べ、地域活性化に貢献し
たと評価され、発酵食大学は農林
水産省などの「フード・アクション・
ニッポンアワード 2013」で、審査委
員特別賞を受賞した。

　ユニークな活動にさらに磨きをか
けようと、今後は発酵食大学の取り
組みを応用展開する準備を進める。
　これは ISICO の専門家派遣制度
を活用して、中小企業診断士から
事業計画作成について指導を受け
た際、一層の収益アップにつなげる
ためには応用展開が重要とのアドバ
イスを得て計画した。
　大学卒業生に発酵食についてさ
らに深く学んでもらうための企画の
ほか、調理などを指導できる技術

を身に付けてもらう資格認定も検討
する。
　また、「発酵食を学ぶなら石川で
という気運を作りたい」と成田由里
社長は話し、全国各地から学生を
募集する将来ビジョンを描く。
　その手始めとして、今年 1 〜 3 月
に東京・秋葉原の料理店でサテラ
イト講座を開校した。マスコミが大
きく取り上げてくれた石川と違い、
受講生集めには苦労したが、フェイ
スブックやホームページで情報発信
し、多い回では 20 人近くを動員。
いしる、へしこを使ったレシピを紹
介し、好評を得た。4〜7月には東京・
日本橋でも開校する。
　首都圏の消費者の学びたい意欲
を刺激し、北陸新幹線開業後は石
川へ足を運んでもらい、協賛企業と
ともに地元を盛り上げたいと考えて
いる。

応用展開を計画
東京でも講座を開催

発酵食大学の講義と蔵見学の様子。受講生は30 〜 60代女性がほとんどで、大阪や富山から通う人も

発酵食大学を企画・運営
調理実習や蔵見学が好評
受講生も協賛企業も
満足する仕組み

成田社長が立つのは今年2月に移転した新事務所内の
キッチン。レシピ作りなど食に関する仕事で重宝する

（株）ウーマンスタイル
■ 所 在 地  金沢市新保本4丁目53
■ T E L  076-227-8062
■ 代 表 者  成田 由里
■ 創 　 業  平成20年2月
■ 資 本 金  300万円
■ 従業員数　6名
■ 事業内容　女性視点マーケティング、
　　　　　　社内女性戦力化コンサルティング
●  http://www.woman-style.jp/
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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。

アルミ製に比べ
2〜3％も効率が向上

　明石合銅は三相誘導モーターに
搭載されるローター（回転子）を純
銅で製造する技術を確立した。三相
誘導モーターは工作機械、ポンプな
どに組み込まれるごく一般的なモー
ターである。ローターは通常、アル
ミ製だが、より電気伝導率に優れた
純銅で製造することでモーターの効
率が 2 〜 3％アップする。製造にあ
たっては、金型に溶融した金属を高
圧で注入し、成形するダイカスト製法
を用い、量産を可能とした。開発の
指揮を執った明石隆史常務は「純銅
ローターのダイカストによる量産は日
本初」と胸を張る。
　開発は平成 22年からスタートし、
平成23年度に ISICO の「いしかわ
次世代産業創造ファンド事業」に採
択された。技術の確立に向け、大き
な課題となったのは、金型寿命が短
くなることだった。純銅の注湯温度
は1200℃で、アルミより500℃も高い。
熱によって金型が傷むため、アルミ
鋳造時の10 分の1 程度しかもたな

かったのだ。課題の解
決に向け、当初は金型
に使う鋼材や表面処理
に工夫を加えたが、金
型寿命は思ったほど
改善しなかった。そこ
で、同社では金型を分
割式とし、傷んだ部分
だけを簡単に取り替えら
れる仕組みに変更。交換用の
金型は安価な鋼材を用いた上、表
面処理も施さず、コストを抑えた。
　また、溶けた金属は高温になるほ
どガスを取り込みやすくなり、鋳造
後、内部に小さな気泡ができてしま
う。これを防ぐため、金属を注入す
る速度や圧力、金型の形状などを何
度も見直し、不良率の少ない最適条
件を見いだした。
　現在、モーターやポンプ、自動車、
工作機械のメーカー10 社で試作品
の評価が進んでいる。

効率規制強化を視野に
産学官連携で開発

　開発にあたっては、ザクシスヤズ（金
沢市）が金型を製造し、金沢工業
大学の山部昌教授と瀬戸雅宏講師
が金型の変形や応力に関するシミュ
レーション解析を担当。県工業試験
場機械金属部が不良率低減のため
の鋳造条件の確認を行った。
　明石合銅では「AG バイメタル」と
呼ばれる鉄と銅合金を接合した独自
の高性能複合材料を使って製品を

作っているため、銅を扱うノウハウに
は長けていたが、ダイカストには初
挑戦であり、技術の修得には国際銅
協会の協力を仰いだ。
　明石合銅がこうした技術開発を手
がけた背景には、平成 27 年にモー
ターに対する日本の効率規制が強化
されることが挙げられる。そこで、
効率アップの手段として提案するの
が純銅ローターというわけだ。また、
アルミ製に比べ、トルクや出力に優
れるため、モーターの小型化にも役
立つ。ただし、価格はアルミ製の十
数倍であり、明石寛治社長は「価格
を受け入れてもらえる特殊用途向け
に営業をかけたい」と販売戦略を描
いている。

モーターの効率アップへ
純銅ローターの量産技術を確立

オンリーワンの技術開発に力を注ぐ明石寛治社長
（写真左）と明石隆史常務

三相誘導モーターの効率を
アップさせる純銅ローター
（中心にある円筒形部品）

（株）明石合銅
■ 所 在 地  白山市横江町1484番地
　　　　　   TEL. 076-276-5533

■ 代 表 者  明石 寛治
■ 設 　 立  昭和29年1月
■ 資 本 金  6,000万円
■ 従業員数   220名
■ 事業内容   砂型鋳物部品、バイメタル製

油圧機器部品などの製造
●  http://www.akashigo.com/



イシコ・トピックス

 「DGnet（デジネット）」をはじめ、ホーム
ページの運営を担当しています。ITのこ
とは、あまり詳しくないのですが、初心者
としての感覚を大事にしながら、「パソコ
ンは苦手」という利用者にとっても、使い
勝手の良いサイトを作りたいと思ってい
ます。DGnetは石川県の中小企業を支
援する総合コンテンツです。今年は、より
効果的に県内企業の製品や技術力を
PRできるよう、活用方法をもっと考えて
いきたいですね。
　オン・オフの切り替えを大事にしてい
て、休日にはよく登山を楽しんでいます。
昨年はボランティア団体「石川県自然解
説員研究会」に入り、白山の室堂周辺で
行われた観察会で解説員としてデビュー
しました。今年はもっと自分らしさを出し
た解説をしたいと思っています。山に登る
と、景色や空気がきれいで、自然と触れ
合うことで、たくさん元気をもらえます。そ
の元気を生かして、仕事も頑張ります！

［発行月］ 平成26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

FAX

利用者にとって、
使いやすいサイトを
目指します！

　ISICO は 3 月 14 日、平成 25 年度補正予算創業補助金（創業促進補助金）
の公募説明会を開催し、創業予定の方や認定支援機関など 75 名が参加し
ました。説明会では、補助金
の概要、申請方法や注意事項
等について解説し、セミナー終
了後は個別相談を実施しまし
た。
　今年度の創業補助金は、補
助金額の上限が 200 万円、募
集の締め切りは 6月30日となっ
ています。

創業予定者、創業者向けの補助金説明会を開催
創業補助金説明会

　石川県と ISICO は 3 月 11 日、（株）ジェイテクト（愛知県刈谷市）で「技術
提案型展示商談会」を開催し、県内企業 13 社が独自の技術や工法、製品を

アピールしました。県内企業と県外
大手メーカーとの商談会は 11 回目
で、当日は 68 人が来場。小規模な
がらも192 件と活発な商談が行わ
れました。

● お問い合わせ

県内13社がジェイテクトに技術提案
技術提案型展示商談会

工作機械を製造する
ジェイテクトで開かれ
た商談会

　ISICO、一般社団法人石川県物産協会、新幹線開業 PR 戦略実行委員会が
3 月 5 日〜 10 日までの 6 日間、日本橋三越本店で「いしかわ百万石物語展
〜能登・金沢・加賀〜」を共同開催しました。「いしかわ産業化資源活用推
進ファンド（活性化ファンド）」等の各種支援策を活用して、県内中小企業が
開発した新商品や和菓子・地酒・伝統的工芸品等、石川の魅力ある商品を首
都圏の消費者等に対して販売しました。会期中は、大勢のお客様が来場し、
北陸新幹線開業 PR を含めた観光イベントも実施することで、石川県の魅力
をトータルで PR しました。

石川の魅力ある商品を日本橋三越本店で販売
いしかわ百万石物語展〜能登・金沢・加賀〜

多くの関心を集めた創業補助金説明会

（財）石川県産業創出支援機構 経営支援部 新事業支援課
TEL.076-267-1244




