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山越では万年筆とボールペンを専門に扱うネット
ショップ一筆館のてこ入れを図り、売り上げを伸ばし
ている。詳しくは5ページをご覧ください。
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産学官連携による研究開発・新商
品開発、受注・販路開拓などに取
り組む企業を、専門性の高いスタ
ッフが豊富な支援メニューでサポー
トするISICO。今年度は県が新た
に策定した「石川県産業成長戦略」
に基づき、一層の成長を目指して攻
めの姿勢で事業に取り組む企業を
力強く後押しするため、支援策の充
実を図りました。ISICOの事業や
その狙いについて、当財団の理事長
である谷本正憲知事に聞きました。

　本県ではリーマン・ショック以降、
ダメージを受けた企業の一日も早
い回復を目指し、さまざまな手立て
を講じてきた。現在は景気が回復

基調にあり、例えば本県の鉱工業
生産指数はリーマン・ショック前を
超え、全国トップクラスという高い
水準を維持している。また、有効
求人倍率は 1 倍を大きく上回るま
でになっており、就職難だった時期
から一転、人材不足の状況になっ
ている。
　こうした点を考慮し、今回の戦
略は、これまでの「経済・雇用情
勢の回復」に重点を置いた戦略か
ら、企業の皆様が足元を固めつつ、

「将来の成長に向けた攻めの一歩
を踏み出す」ことを積極的に後押
しする方向に転換した。
　戦略の取りまとめにあたっては、
県内企業 1,000 社へのアンケート
などを通じて生の企業ニーズを反映
した。6 月補正予算では、早速こ
の戦略に基づき、本県の産業基盤
をより確固たるものにするための次
の一手を打ったところである。

より確かな
 企業の攻めの

谷本正憲
石 川 県 知 事

（公財）石川県産業創出支援機構 理事長
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　この戦略の中で中核をなす施策
となるのが、県内企業へのアンケ
ートで最も要望が多く寄せられた新
技術・新製品開発に対する支援の
大幅な強化である。
　支援強化に向けては、平成 22
年に ISICO に設け、企業の新技
術開発等を支援してきた「いしかわ
次世代産業創造ファンド（次世代フ
ァンド）」の規模を、県内金融機関
の協力を得て、従来の 130 億円か
ら 300 億円へと拡大した。これは
地域独自のファンドとしては全国最
大である。そして、この運用益を
活用して、企業が単独で取り組む

低コスト化や製造効率の向上、多
品種少量生産への対応といった生
産工程の改善を支援するほか、過
去のファンド採択事業の製品化や
販路開拓をサポートしていく考え
だ。
　次世代ファンドの拡充によって、
農林水産品や伝統工芸品など地
域資源を活用した製品開発・販路
開拓を支援するため ISICO に設置
している「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 300 億円と合わせて、600 億
円のファンドというモノづくり分野
を網羅した全国でも例のない圧倒
的な支援体制を構築することにな
り、これらを活用しながら意欲ある
県内企業を支援していきたい。

　人口減少による国内市場の停滞
や海外市場の拡大を背景に、国際
展開の取り組みを後押ししてほしい
との声も多く聞かれた。本県の経
済基盤を確かなものにするために
は、アジアなど新興国市場におけ
る需要も確実に取り込んでいくこと

が重要であり、進出先として、とり
わけ関心が高かったのが、成長著
しい東南アジアだった。
　こうしたことを踏まえ、県では早
ければ今秋にもシンガポール事務所
を設け、現地や周辺諸国でネットワ
ークを構築する予定である。ISICO
においても活性化ファンドを活用
し、海外市場に挑もうとする県内
中小企業を後押しするため、海外
進出の準備段階で必要となる市場
のニーズ調査や技術課題の整理、

展示会出展といった販路開拓の準
備などについて支援を行っていく。

　航空機分野では、航空機部品の
製造に必要な国際認証「Nadcap

（ナドキャップ）」を複数の県内企業
が取得し、これらの企業の連携によ
って、既に具体的な受注に結びつ
いている。
　炭素繊維分野ではこれまで、「ヒ
ト」「モノ」「カネ」の 3 本の矢によ
る支援に取り組み、さまざまな成果
が出ている一方、課題も見えてきた。
それは、川上、つまり炭素繊維の製
造では日本企業の世界シェアが 7 割
を占めるのに対し、川中や川下、つ
まり素材を加工したり、最終製品と
して活用したりといったことについて
は、ドイツをはじめ欧米の企業に大
きく遅れをとっているということであ
る。このうち川中については、本県
の繊維産業や機械産業が豊富なノウ
ハウを持っており、加工技術に長け
た県内企業が連携し、技術開発が
着 と々進んでいるが、残念ながら川
下については企業の集積が少ない。
　そこで、今年度からは新たに東海
地域との連携に取り組みたいと考
えている。東海地域は自動車や航
空機といった川下産業が集積してい
る上、本県と同様に炭素繊維複合
材料に関する研究開発拠点もある。
すでに航空機分野では、本県で製
造された炭素繊維素材が、東海で
主翼や尾翼に加工されているという

成長を目指す
一歩を後押し

3



実績もある。まずは今秋、両地域
のニーズ・シーズを持ち寄る交流会
を開催する予定で、将来的には川
上、川中、川下のすべてを網羅した
炭素繊維複合材料の一大生産・加
工拠点の形成を目指している。これ
が実現すれば、両地域の経済活性
化につながると同時に、国全体の
競争力強化にも貢献できる。ISICO
においては、参画企業のすそ野を
広げながら、意欲ある県内企業の
技術向上、販路拡大につなげる役
割を果たしていく。
　また、これらの分野に加え、今
年度からは新たに医療や介護とい
ったライフサイエンス分野について
も集中支援を行っていく。

　産業人材の確保・育成も石川県
産業成長戦略の柱の一つである。
県では国の「戦略産業雇用創造プロ
ジェクト」への採択を受け、10 億
円の事業費を確保しており、県の主
力である機械、繊維、食品、IT の
4 業種を対象に、支援を行っていく。
　特に県内企業からは新技術開
発、新商品開発の即戦力として期
待される中核人材を充実させたい、
あるいは海外展開を目指すために
若手社員に海外で実務を経験させ
たいといった要望が多かったことか
ら、そのような人材を獲得、育成
するための支援制度を設けた。
　また、労働人口が減少していく
今後は、女性や定年退職後のシニ
ア人材の活用も課題であり、こうし
た点についても今後、必要な対策
を講じていきたいと考えている。

　巨大マーケットである首都圏への
アクセス向上という好機を生かし、
活性化ファンドの活用により開発さ
れた商品や石川ブランドに認定され
た商品を首都圏で PR する「石川
のこだわり商品フェア」を今年度も
開催する。
　さらに、首都圏における本県の
魅力の発信拠点として、今秋、銀
座に新たにアンテナショップをオー
プンする予定である。ここには販
路開拓アドバイザーを配置し、県
産品の販路開拓を支援するなど、
首都圏における総合司令塔として
しっかりと機能させていきたい。

　高度な技術やノウハウを持った
県内企業と農業者が連携すれば、
石川の農業の効率化や合理化、新
たなビジネスチャンスの創出に結び
つく。ISICO は県内企業の技術を
よく知っているので、いしかわ農業
総合支援機構が把握した農業者側
のニーズと県内企業のシーズをうま
くマッチングさせることで、農業機
械の改良や生産力向上などにつな
げていく考えだ。

　平成11年の創設以降、ISICO

では、県内企業の総合的な支援機
関として、起業支援や産学官連携
による研究開発・新商品開発支援、
受注・販路開拓への支援などに取
り組んできた。例えば、中小企業
診断士などによる専門家派遣事業

（企業ドック）は利用者が増えてお
り、支援を受けた企業の 8 割から

「売上や利益が増加した」「コスト
が削減された」などの高い評価を
得ている。

　今後も県商工労働部と一体とな
って、石川県産業成長戦略に基づ
く施策を着実に推進し、企業の皆
様が確かな成長につながる攻めの
一歩を踏み出せるよう、全力を挙
げて後押ししていきたいと考えてい
る。企業のニーズにきめ細かく対
応できるよう、さまざまな支援メニ
ューをご用意するとともに、個性豊
かで経験豊富なスタッフがお待ちし
ているので、お気軽にご相談いた
だきたい。
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3,000以上のアイテムそろう
　一筆館は万年筆やボールペンなど筆記具を専門に扱うネット
ショップだ。50を超える国内外のブランドを扱い、3,000以
上のアイテム数をそろえている。
　文具卸を手がける山越が一筆館をオープンしたのは平成18
年のこと。筆記具の専門店としては先駆けで、初年度から順
調に売り上げを伸ばしたが、次第に競合店が増えると売り上
げはピーク時の半分以下に低迷。一時は閉鎖も検討するほど
だったが、「ネットショップは会社の大切な資産」との考えから、
平成24年に全面リニューアルに取り組んだ。
　リニューアル後、復調の兆しが見え始めると一層のてこ入れ
を図るため、EC部を立ち上げて4人の専任社員を投入した
ほか、ISICOの専門家派遣制度も活用した。その結果、昨
年後半から売り上げは前年を上回るようになり、年間でもピー
ク時に迫る勢いとなっている。

利用シーンに応じて商品提案
　業績が好転した理由について、EC部の佐藤千夏部長は「地
道な積み重ねの結果」と分析する。例えば、利用シーンを細
分化して商品を提案するコンテンツ作りもその一つだ。同社で
は贈り物として購入する人が7〜8割を占めるが、数多くのア

イテムの中から、どの筆記具
を選べばよいのか分からない
場合も少なくない。そこで、「父
の日」のギフト用ならば、「息
子から流行に敏感なお父さん
に贈るなら○○の万年筆」と
いった具合に、用途や贈り主、

受け取る人を細かく想定し、おすすめ商品を提案するというわ
けだ。
　また、価格競争に巻き込まれないように、サービスの充実
にも力を入れる。ギフトカードの要望があれば、達筆の社員
が手書きで代筆。贈り物として購入する人の8割が利用する
名入れは、手動式彫刻機で職人が1本ずつ丁寧に彫刻する
美しい仕上がりが好評だ。
　とはいえ、こうした取り組みが即座に効果を発揮するわけで
はなく、佐藤部長は「目標の売り上げを達成するには、トライ
＆エラーを繰り返すしかない」と苦労をにじませる。
　今後の課題の一つは、ギフト需要が集中する3月と12月を
除いた閑散期の売上アップだ。佐藤部長は「現状を維持する
だけでは業績は下がる」と話し、文具メーカーと連携したオリ
ジナルモデルの開発など、新たな一手を打つため、EC部メン
バーと共に知恵を絞っている。

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。

一時は売り上げ半減も
改善を積み重ね業績好転

パソコン操作に詳しくない
人でも気軽に問い合わせ
られるよう電話番号を大
きく表示。ファクス用の
注文用紙も用意してある

［ 万年筆とボールペンの一筆館 ］
http://www.ippitsukan.com/

 （株）山越
金沢市千木町ル70番1
TEL.076-257-9101
■代  表  者 山越 昭雄　　　■創　　業   昭和29年7月
■資  本  金   3,227万円　　■従業員数 84名
■事業内容 印刷事業、WEB事業、文具・事務用品・事務機器販売事業

一筆館を運営するEC部の社員。左から愛
多地一永さん、佐藤千夏部長、塩本恭子さ
ん、關屋薫係長

ブランド筆記具は指名買いの多い商材でもあるた
め、価格競争に陥りやすい傾向があります。その中
で独自性を出すには単純に売ることだけに注視する
のではなく、購入されるお客様の立場とお店の強みを出さなければなりま
せん。今回の専門家派遣ではリスティング広告を利用し、ユーザー用途
別の出稿やランディングページの改善を行うことで、メーカー名などの指
名買い以外のお客様にリーチをかけ続けたことが結果につながったのだ
と思います。これからも継続して市場を掘り起こしてほしいですね。

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

山越が利用した ISICO の支援メニューは
「ホームページに関する専門家派遣制度」です。
（お問い合わせ）
産業振興部 産業情報課
TEL. 076-267-1001 5
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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.

3年前に金沢市内でハンバーガーショップ「ワンダフル」を開
店し、外食産業に参入したアイエムエムフードサービス。現在
では、出店する地域や施設、消費者の多様なニーズに対応し、
さまざまな飲食店を展開する。競争の激しい飲食業界にあっ
て、県内に7店舗、東京都内で1店舗と店舗数を拡大させてい
る同社の試みをクローズアップした。

立地や消費者ニーズを分析し、
多彩な飲食店を次々オープン

アイエムエムフードサービス（株）
http://www.w-burger.com/
金沢市森山1-2-1
TEL.076-253-3533

オリーブオイルをテーマに新店

　アイエムエムフードサービスは今年5月、金沢駅前のポ
ルテ金沢に「オリーブオイルキッチン」を開店した。その
名の通りオリーブオイルを使った地中海料理を提供するレス
トランで、同社の河村征治社長は「開店以来、予想を超
える人数のお客様に来ていただいている」と笑顔を見せる。
　同店のほか、ハンバーガーショップ「ワンダフル」、本
格ピザとワインが楽しめる「サンカルロ」、焼きたてパン
ケーキが評判の「ティキガーデン」、パーティーラウンジ「コ
ロンブス」といった具合に、同社が展開する飲食店には
一つとして同じコンセプトの店がない。
　その理由について河村社長は「当社では立地条件や客
層、時代のニーズを考慮して、この場所にあったらいいな
と思うような業態をオリジナルで開発しているから」と話
す。例えば、先ほど紹介したオリーブオイルキッチンならば、
次のようなことが考慮されている。

　まず、同店が入居しているポルテ金沢は、ホテル日航
金沢の宿泊客、観光客、テナントのオフィスからのビジネ
ス客が多く、男性客を中心に、夜に酒を楽しめる店舗に
対する需要があったが洋食店はなかった。そこで目を付
けたのが、ディナータイムに男性はもちろん、女性にもヘ
ルシーにビールやワインを楽しんでもらえる地中海料理だ。
また、地中海料理によく使われるオリーブオイルは血中の
悪玉コレステロールを減らすなど、健康にいい食材として
近年注目が高まっている。こうした点を考え合わせ、店の
コンセプトを固めていったというわけだ。

店舗展開の核となる「アトリエ」

　肝心の料理はどうか。オリーブオイルキッチンのメニュー
を見ると、能登豚、地物甘エビ、能登産の生ガキ、金沢
港で上がった水ダコなど、石川県産の食材が目に付く。し
かし、河村社長は「観光客向けの過剰な地元食材キャン

■ 代表者 河村 征治
■ 設　立 平成23年6月
■ 資本金 500万円

■ 従業員数 100名（アルバイト・パート含む）

■ 事業内容 飲食店の経営、飲食店の
 トータルプロデュースなど

メニューや店舗の開発ノウハウを生かし、
生まれ故郷で起業した河村征治社長
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焼きたての味を家庭で楽しめる
森山ナポリのピザ

ペーンをするつもりはない」と言い切る。
　というのも、いくら地元で採れた食材でも、旬が過ぎ
ていれば、味も落ちるし、価格も高い。そこで、同社で
は国内はもちろん、世界各地からその時々で最もいい素
材を仕入れるようにしている。ただし、食材の善し悪しは
鮮度で決まるケースも多い。そのため、鮮度が求められ
る食材については地元産の採用率が上がるというわけだ。
　すべての料理を手作りする点もこだわりの一つだ。各
店舗でシェフが腕をふるうのに加え、いくつもの店舗で品
質に優れた料理を提供するために採用しているのが、「ア
トリエ」と呼ばれるセントラルキッチンである。アトリエの
役割は、各店が共通して使う専門的なパンや生地の製造、
燻製など特別な設備を必要とする肉や魚の加工、長時間
煮込むソースの仕込みなどである。
　例えば、パンを焼くには専用の焼成機や熟練した職人
が必要だ。しかし、焼成機を1店 1店に配置するとコス
トもかさむし、貴重なスペースを取られてしまうことにもな
る。腕のいい職人をそろえるのも大変だ。
　こうした分業体制は、同社が展開する飲食店全店の品質向
上と安定化、各店舗における業務の省力化に役立っている
だけでなく、スピーディーな店舗展開の下支えとなっている。

失敗を機に戦略見直し

　平成23年に起業した河村社長が当初目指したのは、ワ
ンダフルのチェーン店化である。しかし、一時は5店舗まで
広げたワンダフルも現在は1店を除いて閉店を余儀なくさ
れた。河村社長は「失敗だった」と振り返り、その最も大
きな原因は、地域ごとの細かなニーズに対応できなかった
ことと分析する。
　同時に河村社長は、「一つの業態を多店舗展開するとい
う戦略が、結果的に自らの良さを消してしまった」と話す。
というのも河村社長はフランス料理の料理人として腕を磨
いた後、食品開発コンサルタントや国内外に70店舗以上を
展開する大手レストラン運営会社の副社長を務めた経験を
持ち、その間、さまざまな業態の飲食店の企画、立ち上
げに携わってきた。

　つまり、業態の開発力こ
そが自らの強みというわけ
である。そこで、その強み
を生かして、出店する地域
や施設、消費者のニーズを

分析した上で最適な
店舗を作り上げる現
在のやり方へと戦略を変更した。平成24年に出場した
ISICO主催の「革新的ベンチャービジネスプランコンテス
トいしかわ」で優秀起業家賞に選ばれ、資金調達などで
支援を受けたことも、店舗展開を後押ししてくれたという。
　現在では先ほど紹介した自社店舗が好調なほか、東京な
どから飲食店のプロデュースを依頼されることも増えた。ま
た、インターネット専門の冷凍ピザの販売店「森山ナポリ」も
好評だ。職人が一枚一枚手作りしたピザを瞬間冷凍して全
国に宅配する仕組みで、約1年前のオープン以降、口コミで
じわじわと評判が広がり、全国から注文が寄せられている。

おもてなしに一層磨きを

　来年春に迫った北陸新幹線の金沢開業について河村社
長に聞くと、「お客様が増えると同時に、大都市の資本の
ライバル店も間違いなく増える」と危機感を募らせる。
　競合店に対抗するため、河村社長は、料理や接客はも
ちろん、「お客様を知り、そのニーズに合わせたおもてな
しが必要」と話す。例えば、会計の際の金額提示もその
一つ。県内の飲食店では小さな紙切れで総額だけを提示
する店も多いが、首都圏の消費者には明細を提示しなけ
れば不信感を招くという。また、外国人の旅行者向けに
メニューを英語で表記することもおもてなしにつながる。
　「これからも利用者がおいしい料理を楽しい雰囲気で食
べられて、街の活性化に貢献できる飲食店を作っていき
たい」と話す河村社長。既存店舗の充実や新規出店にこ
れからも期待したい。

（写真上）生ガキ、パエリア、
ハム盛り合わせはオリーブオイ
ルキッチンの人気メニュー

（写真右）ゆったりとした店内
に最大 90 名を収容できるオリ
ーブオイルキッチン
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冷やしておいしい和菓子
小松産トマトを使って商品化

目指すは夏の看板商品

　汗ばむ季節にぴったりの冷やして
おいしい和菓子がお目見えした。そ
れが、御朱印が発売した「冷やし餅
【とまと】」である。ふっくら柔らかな
餅の中に入っているのは、小松産トマ
トで作ったジュレ。女性でも一口で食
べられる大きさで、トマトの甘みとほ
んのりとした酸味が口いっぱいに広
がる。餅やジュレは冷やしても固くな
らないように材料の配合を工夫して
あり、暑い時期は冷やして食べるとひ
んやりとした食感が楽しめて一層お
いしさが増す。
　昨年10月から小松市内の本店のほ
か、めいてつ・エムザ店、道の駅「こま
つ木場潟」などで販売したところ、冬
場にもかかわらず好調な売れ行きを

見せたという。6月以降はこれらに加
え、全国各地で開かれる百貨店の催
事でも販売する予定で、半田雅彦社
長は「夏の看板商品にしたい」と期待
を膨らませている。

ラインアップの充実へ

　トマトを使った和菓子とは何とも
珍しいが、商品開発のきっかけは、小
松商工会議所からイベント用に地元
の食材を使ったデザートを作ってほ
しいと依頼されたことだった。小松
市は北陸一の収穫量を誇るトマトの
産地である。そこで、半田社長はトマ
トピューレを使って、冷やし餅の原形
となる商品を開発した。その後、普段
から取引のあった百貨店のバイヤー
に依頼され、その商品を同店のトマト
フェアで販売したところ、トマトと和
菓子という意外な組み合わせが受け
て予定数を完売。これに手ごたえを
感じて、定番化に乗り出した。
　もっとも、当初は常温で食べてもら

う商品だった。冷やしておいしい和
菓子にしたのは、売り上げが大きく落
ち込む夏場に好まれる商品にしたい
との思いだった。御朱印の看板商品
と言えば、黄身餡

あん

を包んだまんじゅう
をチョコレートでコーティングした和
菓子、その名も「御朱印」である。しか
し、夏はチョコが溶けやすいため、敬
遠されがちだ。そこで、同社では溶け
にくいチョコを使ったり、レモン味を
夏限定で販売したりするなど、対策に
力を入れており、新たな一手として打
ち出したのが冷やし餅というわけだ。
　「開発に踏み切れたのは活性化
ファンドに採択されたおかげ」。そう
話すのは半田社長である。定番商品
にするには、専用パッケージの作成
や機械の改良など出費がかさむこと
から、同ファンドの助成事業が大きな
助けとなったのである。
　同社では今後、他の県産素材を
使った商品を開発し、冷やし餅のライ
ンアップを増やす計画で、専用のネッ
トショップを設けるなど、「御朱印」と並
ぶ新たなブランドの確立に力を注ぐ。

（株）御朱印
小松市八日市町34
TEL.0761-21-8311

■ 代表者　半田 雅彦 ■ 創業　昭和23年8月
■ 資本金　1,000万円 ■ 従業員数　12名
■ 業務内容　和菓子の製造、販売
● http://www.goshuin.co.jp/

「実はトマトが苦
手」という半田
雅彦社長だが、
「冷やし餅はそん
な人でもおいしく
食べられる」と
にっこり

冷やしておいしい和菓子
小松産トマトを使って商品化

「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。

見た目も涼しげな「冷やし餅【とまと】」（600円・税別）。パッケージには石川県の形とトマトの産地を分かりやすく表示した

御朱印が利用したISICOの支援メニューは
「いしかわ産業化資源活用推進ファンド」です。
（お問い合わせ）
地域振興部 地域産業支援課
TEL. 076-267-5551
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小さなビーズで痛みをケア
医療機器産業への参入目指す
触覚への刺激が
痛覚信号を不鮮明に

　「ひざや腰、手首が痛むんだけど、
湿布薬や鎮痛剤では満足できなくて
…」。そんな悩みを抱える人のために
万喜が開発したのが、鎮痛効果のあ
るゴム入り織物「つぶつぶセラピー」で
ある。例えば、手首用ならば幅7セン
チ、長さ28センチの帯状の商品を、痛
みを感じる部分にぐるりと巻き付け
る。「これだけで、次第に痛みが緩和
される。」そう笑顔を見せるのは小泉
万
ま き お

喜男社長だ。
　秘密は織物にびっしり並べられた
直径1.5ミリのガラスビーズにある。こ
の小さな粒々が触覚を刺激すると、触
圧覚信号が脳へと送られる。触圧覚
信号と痛みを感じる痛覚信号がぶつ
かることによって、“ノイズ効果”が発
生し、痛覚信号が不鮮明になる。そ
の結果、痛みが和らぐというわけだ。
　昨年10月から、ひざ用、腰用、首・肩
用、ひじ用、手首用、足首用、指用の全
7種類をネット通販大手「楽天市場」
に開設したオンラインショップで販売
している。知名度はまだまだだが半
年で900本を売り上げ、好調な滑り出
しを見せている。

貼るタイプを新開発
200社と商談

　この商品はそもそも、アイデアを考
案した大分県の数学塾講師で日本
看護技術学会のメンバーである佐知
亨さんと、岡山大学大学院保健学研
究科の深井喜代子教授との共同研
究がベースとなっている。深井教授
を中心に、試作品を使って臨床研究
を行った段階では、日本看護技術学
会で大会賞を受賞したり、新たな鎮
痛剤研究として文部科学省科学研
究補助金に採択されたりするなど、
高い評価を得た。その後、商品化を
進めるにあたり、深井教授らがパート
ナーとなる企業を探していたところ、
小泉社長と知り合い、平成23年に商
品開発がスタートした。
　とはいえ、商品化は一筋縄ではい
かなかった。最も苦労したのはビー
ズの接着である。下着などに使われ
るゴム入り細幅織物を製造する同社
にとって、体にフィットして、着け心地
に優れた布地を作ることはお手の物
だ。しかし、布地が伸縮する分、ビー
ズの接着は難しさを増し、3年間の
試行錯誤の末、ようやく商品化にた
どり着いた。

　現在は、購入者や臨床研究参加
者の声を参考に、湿布薬のように貼
るタイプの商品を開発中である。今
年3月に東京ビッグサイトで開かれた
健康博覧会に試作品を出品したとこ
ろ、3日間で200社を超える企業か
ら関心が寄せられ、小泉社長は大き
な手ごたえを感じている。
　痛みが緩和されることで、心身の緊
張が解け、体も動かしやすくなること
から自然治癒力が高まり、治療にも有
効性が確認されている。小泉社長は
「貼るタイプの商品は、効能がしっかり
と明記できる医療機器として販売し
たい」と話し、年内をめどに製造業許
可を取得すると同時に、専門の販売会
社との連携体制を構築する考えだ。

（株）万喜
かほく市松浜イ31-1 
TEL.076-285-0258

■ 代表者　小泉 万喜男 ■ 設立　昭和40年6月
■ 資本金　1,000万円 ■ 従業員数　10名
■ 業務内容 細幅織物の製造
● http://www.manki.jp/

「世界初の商品」と胸を張る小泉万喜男社
長（写真右）と販売を担当する小泉円主任

巻くタイプの「つぶつぶセラピー」は1,200円（指用）〜3,800円（ひ
ざ用・腰用、すべて税別）。販売中の色は黒だけで、赤や黄は試作品。
左下に見えるのが貼るタイプ

鎮痛効果を発揮するガラス
ビーズは直径1.5 ミリ

小さなビーズで痛みをケア
医療機器産業への参入目指す

万喜が利用したISICOの支援メニューは
「いしかわ産業化資源活用推進ファンド」です。
（お問い合わせ）
地域振興部 地域産業支援課
TEL. 076-267-5551
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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。

　エレクトロニクス製品の開発・設
計・製造を担う小松パワートロン
では今年1月、本社に隣接する敷
地に1200㎡の新工場を建設した。
ISICOの設備資金貸付制度を利用
して空調設備や2基のクレーン設
備を導入し、制御盤や産業・電力
用の特殊電源など、さまざまな製
品の生産に取り組んでいる。
　「実は、新工場の計画は以前よ
り温めていたもので、土地も用意し
てあった」。こう話す富田美

み の り

乃則
会長が建設に踏み切ったのには、
近年のエネルギー環境の変化が影
響している。現在、東北を中心に
全国各地で太陽光（ソーラー）や
風力といった自然エネルギーを活
用した発電設備の普及が進んでお
り、これらの施設で使われる蓄電

用の特殊電池盤の需要が急増して
いるのだ。
　さらに、メガソーラーで発電し
た電気を電力会社に供給する売電
設備の生産もスタートしており、こ
の機をとらえ、最大限に生かして
企業の飛躍につなげていくため、
生産拠点の強化に取り組んだ。

　特殊電池盤については、クライ
アントである大手電機メーカーと連
携し、新商品を開発した。同社の
特殊電池盤は、電圧が高く小型化
が可能なリチウムイオン電池を用
い、ピーク電力を抑制するために
補助的に使ったり、非常用の電源
として備えたりと、さまざまな用途
に使える点が特徴だ。本格的な量
産をスタートした昨年は、年間75
基の特殊電池盤を出荷するなど、
順調な滑り出しを見せ、売り上げは
前年比で 38％も伸びたという。新
工場を建設した今年は一層の増産

が見込まれ、電池
盤の出荷台数は年
間150基を予定し
ている。
　自然エネルギー
はこれからも普及
が想定される分野

であり、同社では、市場の拡大と
並行して激しくなるメーカー間の競
争を勝ち抜いていけるよう、生産
性の向上にも余念がない。その根
幹として取り組んでいるのが、組
立ラインの見直しである。
　同社が取り扱う製品は、使用す
る場所や目的に応じてさまざまな
種類があり、多品種小ロットの生
産が基本だ。製品ごとに部品や組
立工程が異なり、生産効率を一気
に引き上げるのは難しい面も多い
が、ISICOの専門家派遣制度を利
用し、あらゆる工程でムダの削減
に知恵を絞っている。
　「現在、板金工場などは市内の
離れた場所にある。将来的には、
これらの施設を、本社や新工場の
近くに集約したい」と富田会長。
生産体制の効率化を推し進め、コ
スト面での競争力と品質の向上に
つなげていく考えだ。

出荷台数は倍増を予定
生産の効率化に着手

増産を追い風に建設した新工場。
さまざまなエレクトロニクス製品
の設計・開発に取り組んでいる

高まる特殊電池盤需要に
対応し、新工場を建設

エネルギー環境の変化で
新たな一手を決断

組立ラインの効率化など、新たな一手に力を注ぐ
富田会長

小松パワートロンが利用したISICOの支援メニューは
「設備資金貸付制度」です。
（お問い合わせ）
経営支援部 設備資金課
TEL. 076-267-1174

小松パワートロン（株）
小松市白江町ネ117番地
TEL.0761-24-4342
■ 代 表 者  富田 美乃則
■ 創 　 業  昭和57年5月1日
■ 資 本 金  1,000万円
■ 従業員数　62名
■ 事業内容　制御盤の設計・製作、パワーエレクト

ロニクス製品の開発・設計・製作など
●  http://www.k-powertron.co.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。

加工ユニット
そのものを制御

　BBS 金明は今年 5 月、新たに開
発した次世代型 5 軸制御ロボット
加工機を県産業展示館で開かれた
MEX 金沢 2014 でお披露目し、来
場者の注目を集めた。
　この加工機は最大 36 本の工具の
自動交換機能を持ち、切削や穴開け
など、1台でさまざまな加工に対応可
能だ。縦、横、奥行きの 3 軸に加え、
工具を取り付けた先端部分を回転さ
せたり、角度を変えたりすることで 5
軸制御する。複雑な形状や曲面を持
つ加工物を、15 ミクロン以下の高精
度で仕上げることが可能だ。
　最大の特徴は、工具を取り付けた
加工ユニットそのものを 5 軸制御し
ている点にある。一般的な 5 軸制御

では、加工ユニッ
トで縦、横、奥
行きの 3 軸を、
加工物を固定す
るテーブルを回

転させたり、傾けたりして 2 軸を制
御する。これに比べ、新型機はテー
ブルに加工物を固定するのに必要な
治具を簡素化できるため、加工費の
コストダウンと段取り作業のスピード
アップを図ることができる。本体価
格も従来機より抑えた。
　すでに部品メーカーからテスト加工
の依頼が寄せられ、来年初旬をめど
に 1号機を納品し、その後、まずは
月10 台の生産からスタートする見込
みだ。

剛性アップと
制御ソフト改良が鍵

　5 軸制御の加工ユニットは、ス
ウェーデンの企業が考案したもので、
BBS 金明は技研（能美市）の橋渡
しでこの企業とライセンス契約を結ん
で加工機を生産する。ライセンス生
産する企業は世界にいくつかあるが、
その中でもBBS金明の加工機はナン
バーワンの精度を誇るという。
　「設計図通りに作っても決して精度
は確保できない」。そう話すのは同社
の川原龍之介副社長である。設計図
はあくまで机上で考えたもので、実
際に動作させてみると、期待してい

たような精度には仕上がらないのだ
という。そこで同社では、これまで
にさまざまな機械を開発してきた経
験を生かし、設計図を見直して作動
時に負荷のかかる部分の剛性を上げ
た。同時に、加工時の熱による材料
の変形を考慮し、温度を測定しなが
ら位置決めを補正する制御ソフトを
改良し、精度の向上を実現した。
　この開発は平成 24 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、「これまでにな
い機械なので、デザインも斬新にし
たい」（川原副社長）との思いから、
加工機のデザインは県工業試験場繊
維生活部に協力を仰いだ。
　平成 24 年 9月に BBS 金明と技研
が出資して合弁会社 GKM（白山市）
を設立し、同社が今年から本格的に
販売を行っていく。川原副社長は「今
後も一層の精度アップを目指すと同
時に、海外も視野に販路拡大を目指
す」と意欲を燃やしている。

MEX 金沢でユーザー
から高評価を得て笑顔
を見せる川原龍之介副
社長

新開発の 5 軸制御システムを搭載した加工機

（株）BBS金明
■ 所 在 地  白山市旭丘4-12
　　　　　   TEL. 076-275-6131

■ 代 表 者  川原 幸夫
■ 創 　 業  昭和31年6月
■ 資 本 金  2,800万円
■ 従業員数   88名
■ 事業内容   半導体製造装置、太陽電池

製造装置、産業機械の製造
●  http://www.bbskinmei.co.jp/

次世代型5軸加工機を開発

BBS 金明が利用したISICOの支援メニューは
「新技術・新製品研究開発支援事業」です。
（お問い合わせ）
プロジェクト推進部 技術開発支援課
TEL. 076-267-6291

5 軸制御を可能とする
加工ユニット
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 3Dプリンターなどデジタル工作機械で

ものづくりを出張サポート

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。

 

　「FAB（ファブ）※1」という言葉をご
存じだろうか。3Dプリンターやレーザー
カッターといったデジタル工作機械を
活用して、一般の人が思い思いのも
のづくりを楽しむ新たなムーブメントの
ことで、その動きは世界中で広がっ
ている。これらの機械をそろえ、誰も
が気軽に使うことのできるスペースは
FABLAB（ファブラボ）と呼ばれ、海
外はもちろん、国内でも都市部を中心
にその数が増えている。
 こうしたFABLABを石川県で展開し
たいと今年4月に会社を立ち上げた
のがクリパリンクの竹田太志社長だ。

前述した機械に
加え、3Dスキャ
ナーを用意する
ほか、7月には
UVプリンター※2

の導入を予定す
る。とはいえ、石
川 県ではFAB
そのものがまだ
浸透していない。
しかも、都市部
に比 べて人口
が少なく、待って
いるだけでは商
売として成り立
たない。そこで、
同社では常設の
スペースを設置
するのではなく、
機械を車に積ん
で、必要として
いる人のもとへ
と出向く「出張

FAB」に取り組んでいる。
　多くの人にFABの楽しさを体感し
てもらうと同時に、出張サービスを知っ
てもらおうと、今年5月には県産業展示
館で開かれた「e-messe kanazawa 
2014」に出展した。期間中はiPad上に
指で書いたイラストやメッセージをレー
ザーカッターでマカロンに刻印するイベ
ントを実施し、家族連れやカップルから
好評を得た。

　現在は地域のイベントや各種展示
会での実演などFABの普及活動が
中心だが、そのかいあって出張サー

ビスを知った県内の伝統工芸作家か
らは「仕事に取り入れられないか」と
の相談が寄せられている。出張FAB
を利用することで、作業や開発の効
率化、コストダウンにつながる可能性
があるほか、オリジナル製品の製造も
容易になることから、竹田社長は「フッ
トワーク軽く動くことができる強みを生
かし、今後は個人で活動している作
家やクリエーター、アーティストなどの
ニーズにきめ細かく対応していきたい」
と意欲を燃やす。
　出張FABが軌道に乗れば、次に
取り組むのはFABLABの開設だ。と
はいえ、竹田社長が目標とするのは
決して場所の提供ではない。さまざま
な得意分野を持つクリエーターらが顔
を合わせて交流することでコラボレー
ションが生まれ、多岐にわたるアイデア
や技術が組み合わさって革新的な商
品、作品が生み出される。そんなもの
づくりの新しい姿の実現を目指して挑
戦を始めた竹田社長のこれからに期
待したい。

※1）「FABrication（ものづくり、部品）」と「FABulous
（愉快な、素晴らしい）」の 2 つの意味が込められて
いる。

※ 2）印刷後に紫外線（UV）を照射して硬化させる
インクを使ったプリンター。プラスチックなどさまざま
な素材に直接印刷できる。

e-messe kanazawa2014での出張 FAB。好きな絵柄をレーザーカッターでマカロン
に刻印する体験イベントが好評だった

デザイン会社や
ゲーム制作会社
で勤務経験があ
り3DCG データ
制作などのノウ
ハウを持つ竹田
太志社長。左に
あるのが 3D プ
リンター

（株） クリパリンク
金沢市武蔵町14-31
ITビジネスプラザ武蔵4F 4B1
090-2129-6089
■代表者 竹田 太志
■設　立 平成26年4月
■資本金 100万円
■従業員数 1名
■事業内容 デジタル工作機械を活用したもの

づくり支援や出張FABイベント開
催、デザイン事業など

■http://c8link.com/

県内で初めて
FABサービスを提供

作り手の交流促し、
革新的な商品を



その問題、私が相談に乗ります。

はじめまして、石川県よろず支援拠点コーディネーターの広村
和義です。私は銀行出身で、石川県の機械関連企業の社長を務
めていました。これまでの経験や人脈を生かして県内の支援機
関の皆様と、さらに連携を深め、県内の中小企業・小規模事業者
の皆様が抱えている経営課題の解決に尽力いたします。経営で
お困りのことがありましたら、お気軽にお電話ください、お待ち
しております。どうぞよろしくお願いいたします。　

石川県よろず支援拠点

TEL：076-267-1244
（公財）石川県産業創出支援機構  経営支援部内

経済産業省・中小企業庁の「中小企業・小規模事業者ワ
ンストップ総合支援事業」の一環として、平成 26 年度
から全都道府県に１カ所ずつ「よろず支援拠点」が設置
されることになりました。石川県では「（公財）石川県
産業創出支援機構」に開設し、6 月 2 日から業務を開始
しています。

そうだ、よろずに聞いてみよう！
よろず支援拠点には、3つのミッションがあります。

❶ 解決が困難な経営相談に応じます。　　　　　　　→  「総合的・先進的アドバイス」
❷ 事業者の課題に応じて、複数の
　 支援機関・専門家がチームを組んで支援します。　    →  「チームの編成を通じた支援」

❸ 地域の支援機関とのネットワークを活用して、
　 経営課題に応じて的確な支援機関等を紹介します。 →  「ワンストップサービス」

中小企業・小規模事業者の皆様のお悩みが解決するまで、とことんお手伝いするのがこのよろず支援拠点の
特徴です。無料で、長期的な相談窓口です。起業から事業継承、新商品開発やホームページのお悩みまで、
何でもご相談ください。

広村和義
コーディネーター

こんな困った
ありませんか？

13
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平成26 年度　ISICO組織体制紹介

■ 総務企画課 076-267-1239

総務企画部
●  組織の管理と事業の統合調整

　県内中小企業の素材、加工、組み立て技術・製品開発
力を、県外大手企業へ紹介・あっせんし、新規受注の拡大
を図っています。
　受注機会の拡大のため、ビジネス創造フェアいしか
わ、受注開拓懇談会、技術提案型展示商談会等を開催し
ます。

■ 受注開拓課 076-267-1140

　地域資源を活用した新製品や石川ブランド優秀新製
品等を、全国の百貨店、専門小売店等のバイヤーへ橋渡
しをして販路開拓を支援しています。

■ 販路開拓課 076-267-1140

販路開拓推進部
●  受注開拓支援、販路開拓支援

　IT・コンテンツ産業の振興、企業の情報化のため、ITビ
ジネス塾や新情報書府事業を実施しています。
　また、企業情報データベースの閲覧サービスや教育
ビデオなどの無料貸し出し、ネットショップの訓練の場と
して「お店ばたけ」（73店出店）の運営も行っています。

■ 産業情報課 076-267-1001

　社員の採用や定着、育成に関する相談に人材アドバイ
ザーが応えます。
　また、人材獲得に向けた企業の魅力発信、人材育成・
技術習得等のイベント・セミナーを実施しています。

■ 人材支援課 076-267-1145

産業振興部
●  IT 産業の振興、中小企業の情報化支援
●  産業人材の確保・育成支援

　課題解決に向け、アドバイザーが窓口相談を行って
います。また、中小企業診断士など外部の専門家を派遣
し、具体的・実践的なアドバイスも行っています（平成25
年度は285社の企業が各種専門家派遣制度を活用され
ました）。今年度は支援チームによる支援などを実施する
「よろず支援拠点」を設け、企業のさまざまな経営課題
に対応します。

　県内中小企業の様々な課題解決に向けて、専任アド
バイザーが窓口相談を行っています。また、計画策定が
必要な場合も、金融機関（コンサルティング機能の発揮）
と連携した「迅速かつ簡易」な改善計画策定から、外部の
専門家（公認会計士、弁護士、中小企業診断士など）から
なる個別支援チームを編成し、具体的な事業の再生計
画策定まで、企業の状況に応じた支援を行います。

■ 経営支援課 076-267-1244

　ベンチャー企業や起業をめざす方へのアドバイスを
行っています。また、将来の成長が期待される革新的ベ
ンチャー企業を発掘し、集中的なサポートを行っていま
す。

■ 新事業支援課 076-267-1244

　経営基盤強化のための設備投資についてアドバイス
と金融支援を行っています。
　金融支援では、設備代金の1/2を無利子で融資する
「設備資金貸付制度」や、ISICOで設備を購入し、割賦や
リースで返済していただく「設備貸与制度」があります。

■ 設備資金課 076-267-1174

経営支援部

再生支援室

●  経営基盤の強化、経営革新など総合支援
●  中小・ベンチャー企業の
　   創造的事業活動の促進

●  中小企業の事業再生の支援

076-267-1189
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　産学官・産業間連携による研究開発プロジェクトを支
援するため、新製品や新技術の開発にかかる経費の一
部助成や、企業と大学・工業試験場等との共同研究のお
手伝いを行っています。

　産学官の交流や人材養成のための研修・会議のほか、
地場産品を中心とした商品等の展示・商談会などの場を
提供しています。
　施設としては、本館と新館の2棟で構成され、800人
収容の大ホールをはじめとして大小の研修室・会議室が
21室あり、レストランなども整備しています。

　ベンチャー企業や研究意欲にあふれる中小企業など
をサポートするインキュベート施設です。24時間・365
日利用可能な5㎡、25㎡、50㎡の3種類の大きさのス
ペースを低賃料で貸し出しています。また、シャワールー
ム、仮眠室なども整備しています。

　農林水産品や伝統工芸品、観光資源などの地域資源
（産業化資源）を活用した中小企業の新商品・新サービ
スの開発から販路開拓までを総合的に支援しています。

■ 技術開発支援課

■ 管理課

■ いしかわクリエイトラボ

■ 地域産業支援課

076-267-6291

076-268-2010

0761-51-0122

076-267-5551

　知的財産を戦略的に活用しようとする県内中小企業
に対し、特許マップ作成ならびに外国への特許・商標出
願を支援しています。また、一般社団法人石川県発明協
会と連携し特許等取得活用支援事業を実施、知財に関
する課題解決に向けた専門家派遣を行っています。

　地場産品や県内中小企業等が開発した新商品等の普
及・促進を図るため、地場産業振興センター本館と新館
の2カ所にて常設展示を行っています。

　新製品の研究開発など、創造的なビジネスを進める
企業が、ローコストで利用できる独立型の賃貸スペース
です。

　最大220名を収容できる大会議場、少人数から100
名まで対応できる会議室や、レストラン・宿泊施設を整備
しています。会議室を使っての昼食会や、会議後のレセ
プションにも対応できます。
　また、北陸先端科学技術大学院大学やサイエンス
パーク内企業への来訪者に対しては宿泊料金の割引
サービスも実施しています。

　異業種からの農業参入、農林水産業者と商工業者と
のマッチングなど、農商工連携による新たな事業創出の
お手伝いをしています。

　ISICOの能登地域の拠点として、活性化ファンド事業
の活用等を中心に、各種支援制度の情報提供、相談に対
応します。

　ISICOの南加賀地域の拠点として、昨年4月からサイ
エンスパークオフィス内に設置しました。活性化ファンド
事業等の相談に対応します。

■ 研究交流推進課

■ 企画展示課

■ いしかわフロンティアラボ

■ 石川ハイテク交流センター

■ 農商工連携推進課

■ 能登サテライト

■ 加賀サテライト

076-267-6291

076-268-2010

0761-51-0122

0761-51-0106

076-267-5551

0768-26-2333

0761-51-0122

プロジェクト推進部

地場産業振興センター

サイエンスパークオフィス

地域振興部

●  産学官・産業間連携の推進
●  共同研究による技術開発支援

●  産学官交流・人材養成の拠点
●  需要開拓の支援

●  サイエンスパークの活性化推進拠点
●  新産業創造の支援拠点

●  産業化資源を活用した新事業創出や
　農商工連携を支援
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FAX

　ISICO は 5月15日から3日間、県産業展示館 2号館で「ビジネス創造フェ
アいしかわ」を開催しました。フェアには 70 企業 4 組合・5 機関が参加、
最新の技術や製品を展示し、会期中 31,069人が来場しました。また、金
沢エクセルホテル東急で「石川県企業交流懇談会」を開催し、県内発注企
業 40 社 55 名に対し、県内受注企業 99 社124 名が、受注拡大に向けて積
極的な情報交換を行いました。

中小企業の技術や製品を一堂に展示
ビジネス創造フェアいしかわ開催

多くの人が訪れたビジネス創造フェアいしかわ 会場いっぱいに最新技術や製品がお披露目された

　ISICOと県工業試験場は 5月 23日、3Dプリンタを活用した新しいもの
づくりを支援するため、3Dプリンタ研究会第 3回活用事例研究セミナーを
開催し、65企業 8 機関 95 名が参加しました。講師には（株）ケイズデザイ

ンラボ（東京都）の原雄司社長と
（株）ノリタケカンパニーリミテド（愛
知県）の吉川大士商品開発チーム
リーダーを招き、最近の事例を交え
ながら3Dプリンタの活用と将来の
展望について講演していただき、参
加者は熱心に耳を傾けました。

3Dプリンタの活用事例を紹介
3Dプリンタ研究会　第3回活用事例研究セミナー

　ISICOと一般社団法人石川県食品協会は、この夏におすすめする石川な
らではの豊富な地域資源を活用した商品を展示・販売するため、7月 4日～
24日までの間、地場産業振興セ
ンター本館展示ホールで「食品王
国いしかわ～夏のおもてなし展
～」を開催します。また、地場
産業センター新館展示室でも7
月31日まで展示していますので、
ぜひお立ち寄りください。

夏の涼しげな食品を紹介
食品王国いしかわ～夏のおもてなし展～

夏にぴったりの涼しげな商品をPR

95名が熱心に耳を傾けたセミナーの様子

　こんにちは。太陽の日差しがだんだん
と強くなってきましたがいかがお過ごし
でしょうか。今年度から情報誌の担当に
なりましたケンショウです。社会人1年生
ということで、新しい視点をこの情報誌
に生かせたらと思います。よろしくお願
いします。
　さて、暑い時期になってくると冷たい
ものが食べたくなってくるものです。そん
な時に8ページでご紹介した御朱印さん
の「冷やし餅【とまと】」はいかがでしょ
うか。実際に食べてみましたがひんやり
した口当たりで、冷やしているのに柔ら
かくてとても食べやすかったです。パッ
ケージも中身もかわいらしいので手土産
にもぴったりではないでしょうか。
　5ページで紹介した山越さんのお話を
聞いていると、万年筆を使ってみたくな
りました。万年筆は今まで1度も使ったこ
とがないのですが、HPには万年筆に関
する基礎知識や初心者用のセットもあ
り気軽に使い始められそうです。この夏
はちょっぴり気取って万年筆を使ってみ
ようかな、と思う今日この頃です。（ケン
ショウ）


	0000004546_isico_76_表1-6P
	0000004546_isico_76_p6-p10
	0000004546_isico_76_P11_P16

