
ISICO が 10 月に東京・丸の内で
開催した「石川のこだわり商品フェ
ア」。県内企業 18 社が首都圏へ
の販路拡大を目指して出店した。
詳しくは巻頭特集をご覧ください。
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北陸新幹線開業を販路開拓のチャンスに
首都圏で石川の食や
伝統工芸を売り込み
漆工房大島［（株）大島東太郎商店］／ （有）加賀かきもち丸山
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バイヤーとも個別に商談

　「石川のこだわり商品フェア」は、
県内中小企業がISICOなどの支援を
受けて開発した新商品を県内外に売
り込む事業であり、首都圏では昨年
度、百貨店で開催したフェアに続き2
回目となる。県内の18社が参加し、食
品や伝統工芸・生活雑貨など各社自
慢の新商品を首都圏の消費者やバイ
ヤーにアピールした。
　JR東京駅の目の前という好立地も
あり、期間中には約8,200人が来場。
九谷焼の技術を生かしたUSBメモリ
や石川県産のブランドリンゴ「秋

しゅうせい

星」
を使ったリンゴバターなど、工夫を凝
らした商品に足を止め、販売員の説明
に耳を傾けたり、気に入った商品を購
入するなどの姿が多く見られた。
　千葉県から訪れたという女性は、
「品質のいいものがそろっている。小

さな九谷焼の器に入った
針山を購入したい」と笑顔
を見せた。別の女性からは
「初めて見る商品がたくさ
んあり大変良かった。これ
からも続けてほしい」といっ
た声もあり、担当部署は来
年度もさらに充実した企画
を検討したいと意気込んで

いる。
　また、出店した各社は首都圏の百
貨店やスーパー、専門店、通販会社の
バイヤーと個別の商談に臨んだ。企
業とバイヤーを橋渡しした、ISICOの
荒木泰弘販路開拓アドバイザーは、
「石川らしい商品が多いと評価が高
かった。催事などがあれば声を掛け
たいと話すバイヤーもいた」と今後の
取引に向け、好感触を得ていた。

子ども向けの
新商品に手応え

　出店した企業はどのような手応え
を感じただろうか。「新たに企画、開
発した子ども向けの漆器に対する反
応を知りたかった」と話すのは、漆工
房大島（（株）大島東太郎商店／加賀
市）の大島太郎さんだ。
　同社が店頭に並べた商品のひとつ

が、その名の通り桜の木で作った「桜
椀」。子どもの手に合うように小ぶり
に作られた椀の内底には小さな桜の
絵が描かれており、頑張って残さず食
事をした子どもへの「よくできました」
の印になっているという仕掛けだ。
　また、帽子がついたどんぐりのよう
な蓋つきの器、「どんぶり子」も披露
した。下の椀は、子どもが持てるよう
に軽い木を用い、蓋にあたる椀は、離
乳食をすりつぶしやすいように内側に
溝が入っていて、親子一緒に食事を
楽しめる器である。なお、この器には
「どんぐりのように、子どもが親の手
を離れ自立できるように」というメッ
セージが込められており、誕生祝いの
贈り物にも最適だ。
　さまざまな工夫が施された商品に
来場者から
は「かわい
い」と声が上
がり、大島さ
んも今後の
販売に手応
えを感じた
様子。「縮小
傾向にある
食器売り場
だけではな
く、子ども用

子ども向けの漆器を中心に、
首都圏の消費者の反応を探っ
た漆工房大島の大島太郎さん

石川のこだわり商品フェアの様子
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ISICOでは、来年3月の北陸新幹線金沢開業を前に、
首都圏における県産品などの販路開拓に対する支
援を充実させている。今回の巻頭特集では、10月26
日から3日間、JR東京駅前の商業施設「KITTE（キッ
テ）」地下1階で開催された「石川のこだわり商品
フェア」と、10月8日に東京・銀座にオープンした石
川県の新しいアンテナショップ「いしかわ百万石物
語・江戸本店」における取り組みを紹介する。

巻頭特集

J R東京駅前で「石川のこだわり商品フェア」を開催
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販路開拓のため、
連携強化へ
　北陸新幹線開業を間近に控える
中、食や伝統工芸品など石川の魅力を
首都圏にアピールするために、県の新
しいアンテナショップ「いしかわ百万
石物語・江戸本店」がオープンした。
銀座の外堀通りに面したビルの地下1
階から地上2階で、延べ床面積は334
平方メートル。県産の生鮮品や加工食
品、地酒、和菓子、伝統工芸品など、
約1,900点の商品がそろう。石川の味
覚を輪島塗や九谷焼の器で楽しめる

カフェ、イートインコーナーのほか、観
光案内などのコーナーもある。
　大塚義明店長によれば、年配の女
性を中心に、若い女性やビジネスマン
なども多く来店し、開店から１カ月で3
万3,000人を突破した。とり野菜みそ
やかぶらずしなどの食品や和菓子の
ほか、九谷焼のぐい呑みや箸置きなど
が売れ筋だ。大塚店長は「作り手の思
いをお客様に伝え、実際に石川へ行
ってみたいなと思わせるような接客を
したい」と話す。また、この江戸本店に
は、ISICO販路開拓アドバイザーが常
駐し、県内企業の販路開拓に対する

支援を行っている。
　今後もこだわり商品フェアのほか、
百貨店などとのビジネスマッチングな
ど、江戸本店とも連携しながら、県内
企業の首都圏での販路開拓を後押し
する計画だ。

品など他の売り場で展開したい」と
意欲を見せる。

目にとまるよう
パッケージを工夫

　一方、（有）加賀かきもち丸山（小
松市）では、北陸新幹線で石川を訪
れた観光客の土産用として開発した
新商品「雪餅」を販売した。雪餅は、
白山市鶴来町で特別栽培された餅
米と白山の伏流水を原料とした杵つ
き餅を伝統の寒仕込み製法でゆっく
りと熟成、乾燥させた後、香ばしく焼

き上げたかきもちだ。
　ただ、かきもちは、首都圏では、北
陸ほど馴染みのある食品ではないこ
とから、今回は、かきもちを知っても
らうことに力点を置いた。また、パッ
ケージに食品用ではあまり使われな
い青色を使用するなど消費者の関心
を引くような工夫も凝らした。結果は
上々 で、多くの消費者が興味を示して
くれたという。
　なお、この雪餅は、県内で少量し
か作れないため、首都圏での大々
的な販売はできない。しかし、商品
には自信を持っており、丸山宜伸社

長は「雪餅を食べに石川に来てほ
しい」と語る。北陸新幹線開業まで
に、新たに能登の食材を使った商品
の開発を行うなど、首都圏観光客の
取り込みに意欲は満 だ々。

東京で活動を開始してから1年4カ月がたち、徐 に々
石川県内の作り手と首都圏の売り手のマッチン
グ事例も増えてきました。作り手と売り手を結
ぶため、これからも作り手、売り手とのコネク
ションの拡大に力を入れていきます。また、「い
しかわ百万石物語・江戸本店」とも連携し、首
都圏における支援機能を強化してまいります。

持ち運びや贈答に便利なことから、常温で保存でき
る商品が好まれています。また、お客様は他の商
品との違いや製造プロセスに高い関心を持って
います。商品を見ただけ、食べただけでは伝わら
ない、素材へのこだわりや製造時の工夫などに
ついては、パンフレット等を準備して、より商品の
魅力が伝わりやすくなるよう努力したいと思います。

石川県アンテナショップ
「いしかわ百万石物語・江戸本店」東京・銀座でオープン

素 材、 製 法 に
こだわったかき
もちを PR した
加賀かきもち丸
山の丸 山 宜 伸
社長

いしかわ百万石物語・江戸本店店内 ( 東京都中央区銀
座 2-2-18 TH 銀座ビル )。写真は二俣和紙を使用した照
明が設置されている2 階。伝統工芸品が陳列されている。

荒木泰弘 大塚義明店長ISICO販路開拓アドバイザー いしかわ百万石物語・江戸本店

message message
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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.

石川県とISICOは今年7月、本田技研工業（株）との技術提案型展示商談会を
栃木県内の同社研究所で開催した。出展した県内企業34社の中でも、多くの
来場者から注目を集めたのが、まるで塗装したかのような質感、輝き、色味を樹
脂製品で実現した室島精工である。技術に磨きをかけ、樹脂製品の美しさを追
求する同社の取り組みに迫った。

樹脂製品の美しさを追求
塗装不要の成形技術を確立
（株）室島精工
http://www.muroshima-sk.com/
かほく市木津ハ45-1
TEL.076-285-2844

国内外の大手メーカーが工場を視察

　室島精工が独自に開発し、注目を浴びたのは、「塗
装レス射出成形」と呼ばれる技術である。樹脂製品は、
質感を向上させるために成形後に塗装を施す場合があ
るが、この技術では塗装品と見間違えるような質感、
輝き、色味を射出成形だけで表現することができる。
　例えば、化粧品やシャンプーの容器には、人体に有
害な有機溶剤を含んだ塗装は使えない。そのため、高
級感のあるゴールドやシルバーの樹脂容器を作りたくて
も、従来の技術では茶色やグレーのような色でしか表
現できなかった。しかし、同社の技術を活用すれば、
とても樹脂とは思えないような鮮やかな発色、つやや
かな光沢を表現することが可能になる。
　塗装の工程が不要になるので、コストは20 〜 40％も
低減し、納期も短縮できる。本田技研工業との商談会
の後、まだ具体的な商談は進んでいないが、車の後付

け用パーツを作る会社から声が掛かり、情報交換を進
めている最中だ。
　技術が製品化されるのはこれからだが、これ以外に
も、展示会等で技術を知った国内外の大手メーカーが
工場を視察に訪れるなど、注目度は着実に高まっている。

成形時の温度管理が技術の要

　同社では 4、5年前に車の部品メーカーから依頼を受
けて技術開発に成功。以降、徐々に品質向上を図って
きた。画期的な技術だけに、さぞ革新的な工法や材料
が用いられているかと言えば、決してそうではない。最
先端の加工機械を使っているわけでもなければ、特別
な加工プロセスを踏んでいるわけでもなく、樹脂材料も
どの企業でも仕入れ可能なありふれたものだ。
　では、どうしてこのような技術が実現したのだろうか。
同社の室島満専務は「金型の作り込みと成形時の温度

■ 代表者 室島 衞
■ 設　立 昭和48年4月
■ 資本金 1,000万円

■ 従業員数 12名
■ 事業内容 樹脂製品用金型の設計・製造、 
 樹脂製品の射出成形

塗装レス射出成形技術を確立し、「今後はどう
市場に売り出すかが課題」と話す室島満専務
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年に5回、各種展示会に計画的に出展し、技術をアピー
ルしている。写真は東京・青山で開かれた素材展「青フェス」

管理が大切」と明かす。
　「射出成形は加工の瞬間が見えない。
材料がどう溶けて、どう流れ、どう固まる
のか。温度や圧力、スピードを変えながら、
なぜ良くなり、なぜ悪くなるかを徹底的に
追求した」（室島専務）。
　また、業界では珍しく金型の設計・製
造と射出成形を社内で一貫して取り組む点
も成功要因の一つだ。金型部門と成形部
門がお互いにデータを共有しながら、試
作を繰り返すことで、樹脂材料が本来持っ
ている質感や色味を極限まで引き出す塗
装レス射出成形にたどり着いたのである。

ロケット部品などニッチ分野に活路

　塗装レス射出成形のほかにも、表面にシワ模様を施
す「シボ直掘加工」、樹脂を厚みのあるガラスの塊のよ
うに成形する「厚肉プリズム成形」など、難度の高い
技術を有する室島精工だが、樹脂成形に乗り出したの
は13 年前と、それほど古い話ではない。
　そもそもは昭和 48 年に鉄工所として創業。しかし、
孫請け、ひ孫請けの仕事が多かったことから、室島 衞

まもる

 
社長は「自分で値段を決められるようなメーカーとして
自立したい」と考え、昭和55 年に金型製造に転換。さ
らに、平成13 年には最終製品を作りたいとの思いから
射出成形機を導入した。どちらもまったくノウハウのな
い状態から、試行錯誤を重ね、技術を積み上げてきた。
　射出成形では当初、車の内外装の開発に使われる試
作品を作ることからスタートした。しかし、設計のデジ
タル化、部品の共通化が進むと、試作品の開発は 10
分の1 に激減。そのため、現在はニッチ分野の小ロッ
ト品に活路を見いだしている。例えば、H2ロケットに
搭載される機器のすき間を防ぐシール部品、水中に敷
設する光ケーブルの中継器も同社が手がける製品だ。

　このほか、車や家電、日用雑貨といった分野で多品種
少量生産のニーズに応え、取引先は 200 社にも及んでいる。

自社ブランド製品も視野に

　こうした取り組みによって、同社の売り上げに占める
射出成形品の割合は 20 〜 30％にまで高まってきた。
今後は塗装レス射出成形を武器に、さらに売り上げを
伸ばすとともに、日用雑貨など自社ブランド製品の製造
も視野に入れる。
　とはいえ、樹脂は金属やガラスなどの安価な代替品と
いうイメージが強い。室島専務は、「こうしたイメージを
払拭し、これって樹脂製なのかと驚いてもらったり、樹
脂っていいよねと見直してもらえるような製品を作りた
い」と意気込む。
　そのために現在、同社が取り組んでいるのが工業デ
ザイナーとのコラボレーションによる製品開発である。
また、メーカーから一緒に技術開発に取り組もうと声が
かかるケースも増えてきた。
　軽くて丈夫で安価。同社はこうした樹脂の特性に、
独自技術によって美しさをプラスすることで、樹脂製品
の可能性を大きく広げ、躍進に結びつける考えだ。

工場内は金型製造エリア（左）と射出成形エリアが隣り合う。
お互いの情報をフィードバックしながら開発できる点が強みだ

塗装したように滑らかでつややかな美しさを実現した樹脂製品のサンプル
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薄くて軽く、実用的

　九谷竹隆窯では活性化ファンドの
助成事業を活用し、「九谷焼付け爪」
の商品化に取り組んでいる。これは、
九谷焼の器と同じく、小松市内で採
れる花坂陶石で作った爪の形の生
地に、九谷五彩や金彩で花鳥や石畳
などの文様を一枚一枚手描きして焼
き上げたものだ。
　使い方は一般的な付け爪と同様
で、専用の両面テープや接着剤で爪
に張るだけ。九谷焼で付け爪と聞け
ば、重くて付け心地が悪いのではと感
じるかもしれないが、厚さ約1ミリ、重
さ約1.5グラムと薄くて軽く、付けてい
ることを思わず忘れてしまうほどだ。
仮に落としても簡単に割れるようなこ
とはない。
　価格は10枚セットで、30,000 〜
35,000円。現在は受注生産で販売
している。製作にあたる北村和義

さんは、「身に付ける九谷
焼として、結婚式やパー
ティーなど、特別な場に出
かける際のおしゃれとして
楽しんでほしい」とアピー
ルする。

新たな客層を狙って

　製作のきっかけとなった
のは、シューズメーカーとの
コラボレーションで、スニー
カー型の九谷焼を作ったこ
とだった。これが雑誌など
で紹介されると大きな反響
があり、北村さんは「九谷焼
の色絵はファッション業界に
通用するのでは」と考えるようになっ
たという。その後、友人の言葉をヒン
トに付け爪を試作したところ評判がよ
く、取り組みを本格化させた。
　転機となったのが、昨年秋に東京
で開催されたファッション業界の展
示会「r

ル ー ム ス
ooms」への出展だった。この

展示会に並ぶのは、デザイン性や品
質に優れた商品ばかりだ。一方、当
時の付け爪は、厚さと重みが現在の
2倍近くもあるものだった。「九谷焼
で作ったというだけではファッショ
ン業界に認められない。もっと付け
爪としての完成度を上げなければ」。
そう痛感した北村さんは、今年に
入って従来よりも薄くて軽い生地に
改良。しかも、中央から先端にかけ
て徐々に薄くなる美しいシルエットを
追求した。こうした取り組みを重ねる

中で、引き合いも増えてきた。
　付け爪のほかにも、年内にはピン
バッジの試作品を完成させる予定
で、アパレル通販企業と連携したペ
ンダントの製作も進んでいる。
　「市場が先細る中、伝統工芸は作
品だけでなく、新しいお客さんを作っ
ていかなければ、生き残りは難しい。
付け爪などをきっかけに九谷焼を手
に取ってくれる人を増やしたい」。九
谷焼の可能性をさらに広げるため、
北村さんの挑戦はまだまだ続く。

色絵の美が指先を華麗に彩る「九谷焼付け爪」。手のモデルを務めた
女性からは「付けるだけでテンションが上がる」との声も

「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。

九谷焼のチョロＱ、パリのユニクロに
飾られる絵皿を手がけるなど、異業種
とのコラボレーションも数多く手がけ
る北村和義さん

九谷竹隆窯
小松市高堂町ロ-156 
TEL.0761-22-1793

■ 代表者　北村 隆 ■ 設立　昭和44年
■ 従業員数　7名
■ 業務内容　九谷焼の製造、販売
● http://www.tikuryu.com/

指先を彩る「九谷焼付け爪」
伝統の美をファッションに
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「金沢氷室」シリーズ
の拡販を通して、金沢
の食文化を全国に発
信する浅田裕久社長

日本橋高島屋で好評

　アサダヤコーポレーションは萬治
2年（1659年）創業の老舗料理旅館、
浅田屋のグループ企業で、加工食品
や総菜の製造を手がけている。今
年8月からは電子レンジで温めるだ
けで、手軽に料亭の味を楽しめる冷
凍食品「金沢氷室」の販売を新たに
スタートした。
　商品ラインアップは、能登産コシ
ヒカリとカニやウナギなど季節の食
材を浅田屋自慢のだしで炊き上げた
「料亭めし」、治部煮やカニ甲羅揚げ

といった「加賀料理」、サケやカニを
使った「雑炊・茶漬」で約20種類だ。
日本橋高島屋（東京）の浅田屋直営
店のほか、一部の商品はめいてつ・エ
ムザでも販売している。
　簡単、便利で本格的な料理を味わ
える上、火を使わず安全に調理でき
るとあって、年配者への贈り物として
購入するケースが多く、売り上げは目
標の2倍以上と上々の滑り出しをみ
せている。
　
火加減や水分量を工夫

　試作や販促活動、設備の導入につ
いては活性化ファンド事業の支援を
受けた。その中で、商品化の実現に
大きな役割を果たしたのがプロトン
凍結機である。冷凍食品は味や食

感が落ちるというイメージ
が強い。しかし、この凍結
機では電磁波と磁束の働き
によって細胞の膨張、破壊
を抑えるため、冷凍しても調
理したての状態を維持でき
る上、解凍時のドリップ（旨
味を含んだ液汁）も少ない。
同社の横山秀弘取締役本

部長も「マツタケの風味や食感もしっ
かりと残っている」と太鼓判を押す。
　また、美しい盛り付けを楽しめる点
も魅力の一つだ。実は同社では以前、
治部煮をレトルト商品化したことが
あったが、温めた後に器に出すと具
材がごちゃごちゃになってしまい、見
た目が悪くなるという難点があった。
その後、具材やだしを別々に包装し、
各家庭で食べる際に盛り付けてもら
うよう改良したが、消費者にとっては
不便だった。その点、容器ごと温める
冷凍食品ならば、職人の手による盛
り付けをそのまま食卓に並べること
が可能だ。
　とはいえ、料亭で提供する料理を
そのまま冷凍したのでは、電子レンジ
で加熱した際に火が入りすぎてしま
い、食材が固くなったり、ぱさついた
りする。そこで、食材の火の通り具合
を調節したほか、具材の大きさや煮
汁の量を変えながら何度も試験を繰
り返し、電子レンジで加熱後に最適
の状態になるよう工夫した。冷凍加
工と電子レンジでの加熱の両方に耐
えられる容器を探し出すことも苦戦
した点の一つだった。
　浅田裕久社長は今後、商品ライン
アップの充実に加え、「浅田屋の味を
全国で味わってもらえるよう、ネット
通販やカタログ通販で販路を広げて
いきたい」と拡販戦略を描いている。

（株）アサダヤコーポレーション
金沢市南塚町58  
TEL.076-240-7755

■ 代表者　浅田 裕久 ■ 設立　平成12年
■ 資本金　1,000万円 ■ 従業員数　40名
■ 業務内容 加工食品・総菜の製造、販売
● http://www.asadaya.co.jp/food/

風味や食感を損なわずに食品を冷凍するプ
ロトン凍結機

老舗料亭の味を冷凍食品に
美しい盛り付けも魅力

料亭の味を楽しめる「金沢氷室」シリーズ。容器ごと冷凍するため見
た目も楽しむことができる。写真手前は治部煮（1,404円）、蓮蒸し
（1,080 円）、母の日ギフト用に特別に開発した蒸し寿司



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。

コンテストで最優秀賞を受賞

　3 次元 CAD で描いた設計図をも
とに、石

せっ

膏
こう

や樹脂で立体を造形する
3Dプリンター。今年 6月、この話題
の新技術の活用策を探る「第 1回 3D
プリンタクリエイティブコンテスト」（日
刊工業新聞社主催）が開かれ、小松
鋳型製作所が「光造形・その他部門」
の最優秀賞に輝いた。
　同社が提案したのは、銅合金、鋳

ちゅう

鉄
てつ

、ステンレスの３種類のねじれたリ
ングが知恵の輪のようにつながれ、ア
ルミの造形物にかけられた「トリリン
グモデル」だ。同社では、3Dプリンター
でこのモデルを鋳造する型を作り、実
際に金属製の構造物を製作した。3D
プリンター事業をけん引する井

いの

家
いえ

 洋
ひろし

専務は、「これまでの研究開発の成果」
と説明する。
　この作品で特筆されるのは、さま

ざまな金属を使っている点だ。通常、
3Dプリンターで使う石膏は、アルミ
や銅合金などの融点が低い金属の鋳
造はできても、加工温度が約1400 度
の鋳鉄や約1600 度のステンレスなど、
高融点の金属に対しては耐熱性が不
足する。
　そこで、同社ではこの課題を解決す
るため、県工業試験場やISICO のほ
か、（株）羽田合金（白山市）、高級鋳
鋼（株）（白山市）と連携し、戦略的基
盤技術高度化支援事業（サポイン事
業）として研究開発に取り組むことにし
た。ここでは、県工業試験場機械金
属部と共同で、耐熱性に優れた材料
を新たに研究。それをベースに型の
試作品を製作して実際に鋳造し、耐
熱性の確認をするなど、産官それぞ
れのノウハウを結集して最適な素材を
追い求めた。そして、平成 21年にセ
メントを主原料に、鋳鉄の鋳造に耐
えられる新素材を開発。平成 24 年に
は、型をより硬化させることに成功し、
ステンレスでも安定した鋳造が可能に
なった。

商品化に向けて国際特許出願中

　同社が 3Dプリンターを使った鋳型
開発をスタートしたのは、平成 18 年

のことだ。井家勝
しょうはち

八社長が、次世代
を見据え、新たなビジネスとして注目
したのがきっかけである。
　それから8 年、同社の研究開発は、
最終段階に近づいている。「3Dプリ
ンターで造形した型は、最終的には
壊して鋳造品を取り出す。その際に、
複雑な形状をした箇所に型が残りや
すいという課題がある」と井家専務。
県工業試験場と課題の解決を急いで
おり、研究意欲はより一層、高まって
いる。
　同時に、開発後をにらんだ動きも
加速している。平成 24 年には ISICO
の中小企業外国出願支援事業の採択
を受け、海外の鋳型メーカーの参入
を防ぐため、高耐熱性材料に関して
中国と韓国で国際特許を出願。また、
ISICO主催の県中小企業技術展やホ
ンダ技研工業（株）など県外大手メー
カーとの技術提案型商談会にも積極
的に参加し、新たな販路の開拓に焦
点を合わせている。

井家洋専務（右）と奥様の美紀さん。「引き合いが
多く、事業化に手応えを感じている」（井家専務）

3Dプリンターは短時間に成型でき、形状の複雑な試
作品を鋳造する際などに適している

3Dプリンターで鋳型製作
耐熱性に優れた材料開発も

中央に並ぶのが優秀賞を獲得した「トリリングモデル」
アルミの造形物の周りのねじれたリングには銅合金、
鋳鉄、ステンレスが使用されている

（有）小松鋳型製作所
■ 所 在 地  小松市矢田新町ヘ39-1
　　　　　   TEL. 0761-43-0826

■ 代 表 者  井家 勝八
■ 設 　 立  昭和42年
■ 資 本 金  900万円
■ 従業員数   14名
■ 事業内容   産業用鋳型の製造
●  http://www.k-igata.co.jp

8
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おいしさを追求した米を販売
　たけもと農場は、農薬や化学肥料を使わないコシヒカリ、
希少な国内産のリゾット専用米など、加賀平野に広がる 45
ヘクタールの水田で米づくりに情熱を傾けている。飲食店
や流通業者とともに、重要な販路となっているのが、一般
消費者だ。一般消費者への販売額は売り上げの1/3を占め、
その 70％以上はネットショップからの収益である。同社
のネットショップには全国から注文が届いており、平成 26
年の新米は予約が殺到し、収穫前の 9 月上旬ですでに売り
切れ商品が相次いだ。
　ただ、同社のネット事業は最初から人気を集めていたわ
けではない。今でこそ年間 2,000 件近い受注が舞い込むよ
うになったが、ネット販売を始めた平成 19 年の注文はわ
ずか 1 件にとどまった。「最初は自力でサイトを制作した。
ネットショップを開けば、それだけでお客さんが来ると
思っていた」と、竹本彰

しょう

吾
ご

専務は当時を振り返り苦笑す
る。そんな現状を打ち
破るため、平成 21 年
に ISICO のバーチャ
ルモール「お店ばたけ」
に出店するなど、ネッ
ト販売に力を注いだ。

予約システムで売り上げ安定
　ネットでの売り上げを押し上げる大きな力となったの
が、平成 22、23 年に利用した ISICO の専門家派遣制度だ。
同社では、ホームページドクターのアドバイスを生かし、
訪問者数や滞在時間などが分かる「グーグルアナリティク
ス」を設置したほか、クレジットカード決済の導入や、売
り上げランキングの追加などを行い、平成 23 年にはデザ
インを一新した現在の「okomelove.com」を立ち上げた。
　さまざまな改良を加えた中でも、最も効果が上がったの
が、「年間予約システム」の追加だ。同社のネット販売では、
予約すれば定期的に米を直送してもらうことができる。購
入者はなくなるたびに注文する手間がなく、同社としては
定期的な収入が見込まれ、売り上げの安定につながった。
 「新商品として家庭で簡単にできるリゾットセットを開発
中だ。もちろん、ページの充実にも取り組んでいく」。竹
本専務はこう話し、現在、新規客の取り込みを目指してサ
イトのてこ入れを進めている。

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。

竹本彰吾専務は ISICO主催の
セミナーなどにも積極的に参加。
ネット販売のノウハウを貪欲に
吸収した

■ ホームページドクターからのメッセージ

西田 上さん （九谷物産（株）代表取締役社長）

　ホームページのリニューアルに伴い、サイト内の
導線や商品紹介の方法、今後の方向性について
いくつかアドバイスさせていただきました。たけも
と農場のように生産者が直接販売を行う際に一
番大切にしていただきたいのは「誰に」伝えたいかを明確にすること
です。価格を重視されるお客様、品質を重視されるお客様、生産地・
生産者を重視するお客様、多様なお客様のニーズの中で生産者がど
のお客様に対し納得いただける情報を提供できるかによって市場価
値が大きく変動することを理解いただき、適切な情報発信で長期的
なブランディングが構築されていくことを期待しています。

専門家のアドバイスを生かし
売り切れ御免の人気サイトに

ネット販売の売り上
げは開設以来、右
肩上がり。大きな柱
に成長した

［ okomelove.com ］
http://www.okomelove.com

（有）たけもと農場 
能美市牛島町ロ175   TEL.0761-57-1119
■代  表  者 竹本敏晴　　　■設　　立 平成5年2月
■資  本  金   600万円　　  ■従業員数 7名
■事業内容 稲作、農作業請負など
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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。

　建設機械や産業機械など、多岐にわ
たる分野の部品を製造する中田工業。
ISICOの設備資金貸付制度を活用し、
平成24年3月に導入したCNC旋盤は、
同社の技術力を大きく引き上げた1台
と言える。
　同社が新設備の設置を視野に入れ
たのは、導入の前年となる平成23年の
ことだ。顧客から工作物を成型する機
器の基幹部品の製造を持ちかけられ
たのがきっかけだった。
　依頼された部品は、円筒形の素材
の断面から奥に向かって径がなだら
かに小さくなるよう円すい状に長い穴
を開ける難度の高い加工を施すもの
だった。素材には鉄よりも硬く削りにく
い耐熱合金が使われていた。加えて、
短納期、低コストが求められた。
　こうした加工は、電極を当てて表面
を除去する放電加工で切り出すのが
一般的だが、時間がかかり、その分、製

造コストが跳ね上がる。
　そこで同社の中田嘉治社長が考え
たのが、CNC旋盤による加工だった。
通常、CNC旋盤は直径が小さく深い
穴の成型には不向きだが、特製の刃具
を社内で設計したり、成型する形状に
合わせた専用工具を特注でそろえたり
したほか、ミクロン単位の精度で工作
物の芯を捉える機能を追加するなど、
CNC旋盤に数々のアイデアを盛り込
むことで加工を可能にした。
　導入後も切りくずの形状や、刃先に
取り付ける超硬チップの材質やブレー
カ（切りくずを処理するための溝や障
壁）形状、摩耗度合いなどを調べ、最
適な加工スピードとチップの交換時期
を探るなど、研究を重ね、加工時間と
コストの大幅な削減を実現した。

　同社にとっては、CNC旋盤で新規
受注を成し遂げた以上に、数々のノウ
ハウを蓄積できたことが、大きな強み

となっている。実際、設置のきっかけと
なった部品の製造は現在、落ち着いて
いるものの、加工時のわずかな振動が
致命的となる繊維機械用の細長い部
品の施削など、難度の高い加工部品を
中心に、CNC旋盤はフル稼働してお
り、新たな受注を呼び込んでいる。
　中田社長は、「創業者である父の代
から他社が敬遠するような難しい加
工に挑み、そこに活路を見出してきた。
その姿勢はこれからも変わらない」と
言葉に力を込める。同社では、価格競
争に巻き込まれないためにも、技術力
を一層、磨き上げていく考えで、今後も
好機を見定め、躍進につながる設備の
導入を積極的に進める方針だ。

敬遠されるものに
活路を見出す

新規受注を目指し導入
加工時間、コストを削減

（有）中田工業
能美市舘町90   TEL.0761-51-6225
■ 代 表 者  中田 嘉治
■ 創　　業 昭和61年1月
■ 資 本 金  300万円
■ 従業員数 8名
■ 事業内容  金型や建設機械、工作機器、 

 産業機械などの部品製造
●  http://nakadakougyou.jimdo.com/

CNC 旋盤は、昨年竣工した新工場に設置
してある。1台でほぼすべての工程をカバー
できるよう、さまざまな機能を付加した

新型CNC旋盤が
技術力高める大きな一手に

技術力の強化を進める中田社長
（右）と製造現場のリーダーであ
る竹川泰徳製造部長

10
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　建設ドットウェブの主力は、建設会社
向けに開発した原価管理システム「どっ
と原価」である。「銀行振込と手形を
併用したり、材料費をあらかじめ相殺し
たり、建設会社は他の業種に比べて、
支払い業務が複雑」と話すのは同社
の三國浩明社長である。「どっと原価」
では、こうした建設業特有の商習慣に
対応できるほか、40種以上の会計ソフ
トと連動できる点で、他社との差別化を
図っている。
　製品の利用者は主に従業員10人か
ら300人の中小建設会社で、リコージャ
パン（株）、富士ゼロックス（株）、キヤノン
システムアンドサポート（株）やシステム
販売会社などの販売代理店が販売す
る。平成13年の発売以降、約2,300社
の導入実績は、こうした販売形態の原

価管理システ
ムでは国内トッ
プを誇る。
　平成25年に
は、比較的規

模の大きい建設会社にも使い勝手がよ
く、建設業以外の業種の企業でも使い
やすくカスタマイズできるように改良した

「どっと原価N
ネ オ

EO」を発売。石川ブラ
ンド認定製品にも選ばれた。
　高機能の製品を開発する一方、人
材育成にも力を入れる。新入社員は半
年間、企業会計について研修を受けな
ければならないほか、営業、アフターサ
ポートに携わる社員は最低でも簿記3
級を取得しなければならない。
　三國社長は「東京オリンピックを控
え、建設業の仕事は必ず増える。しか
し、建設業界では人件費、資材費が高
騰しており、原価管理をしっかりやらない
と利益が出ない」と話し、今後の拡販
に自信を見せる。

　これまで蓄えてきたノウハウを生かし、
ユニークな試みにも取り組んでいる。そ
れが、「現場の家計簿塾」である。これ
は会計士を対象にしたセミナーで、会
計士が顧問先の企業に原価管理を指
導するためのノウハウを伝授する。4日
にわたって行われるセミナーでは三國
社長が講師を務め、これまでに東京・大
阪・名古屋・福岡などで開講した。多い

時には120人が参加する盛況ぶりだ。
　建設ドットウェブにとっては、会計士
の顧問先にシステムを販売できることが
メリットとなる。同社は顧問先に「どっと
原価」の機能限定版となる「現場の家
計簿」を安価で提供。セミナーを受講
する会計士が増えるに伴って、導入数
も着実に増えている。
　一方、会計士にとっても受講のメリット
は大きい。ここ数年、会計士業界も競
争が激化しており、新たな顧問先を獲
得したり、顧問費用を積み増すには、顧
問先に利益をもたらすような原価管理
のノウハウが武器になるのである。
　このほか、同社では今年9月、「どっ
と原価」で入力した情報を外出先の
パソコンやスマートフォン、タブレットで
確認できるようにした「どっと原価 for 
k
キ ン ト ー ン

intone」をリリースした。「売り上げを
伸ばすには、マーケットを見すえ、常に新
しい戦略を打ち出すことが必要だ」。そ
う話す三國社長の次なる戦略に注目し
たい。

建設会社向け原価管理システムで日本一
販路開拓へ、会計士にノウハウ伝授

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。

（株）建設ドットウェブ
金沢市鞍月2-1 
石川県IT総合人材育成センタービル
TEL. 076-225-8400

■ 代表者 三國 浩明
■ 設　立 平成13年1月
■ 資本金 3,200万円
■ 従業員数 43名
■ 事業内容 個別原価管理システム開発・販売、

運用コンサルティング
■  http://www.kendweb.net/ 

建設業の商習慣に対応
社員は簿記3級を取得

会計士と連携し、
顧問先へシステム導入

会計士を対象に原価管理のノウハウを伝授する「現場の家計簿塾」

建設会社を中心に約
2,300 社が導入する
原価管理システム「どっ
と原価」

企業の成長に向
け、製品と人材に
磨きをかけると同
時に、次 と々新た
な一手を繰り出す
三國浩明社長
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　ISICO と（公財）富山県新世紀産業機構 、（公財）ふくい産業支援センターは
10 月 30 日、「Discover ホクリクのものづくり、食づくり」と称して、伝統工芸
と食を核とした北陸地域資源活用ネットワーク構築事業のキックオフセミナー
を行いました。この事業は、伝統工芸や食などの地域資源が特徴的な北陸で、
県境を越えた企業間のつながりを創出することで地域活性化を図ることを目
的としています。
　キックオフセミナーである今回は、（株）枻出版社「Discover Japan」統括編
集長の高橋俊宏氏を招いて講演会を行ったほか、コーディネーターとして（有）
エピファニーワークス代表の林口砂里氏を、パネリストとして（株）能作代表取
締役の能作克治氏、（株）ヤマト醤油味噌代表取締役の山本晴一氏、（有）龍泉
刃物代表取締役の増谷浩司氏を招いてパネルディスカッションを行いました。
　講演会では、高橋氏が「日本にいいものがあることを伝えたい」という思
いで創刊した「Discover Japan」によって、日本国内のみならず世界にも日本
の良さを伝える取り組みについて講演しました。
　また、パネルディスカッションで
は、県境を越えた連携のほか、海外
市場への参入についても話題が及ぶ
など、活発な議論が交わされました。
　今後は、「知る」「学ぶ」「つながる」
の 3 本柱を軸に、3 県の企業や工房
等の視察や、事例を学ぶセミナーの
開催、マッチング商談会等を行ってい
く予定となっています。 約150人が集まったキックオフセミナーの会場の様子

　石川県と ISICO は 10月 28日、29日、マツダ（株）（広島県安芸郡）で「技術提
案型商談会」を開催し、県内企業 30
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 13 回目で、当日は
573人が来場。1520 件と活発な商談
が行われ、その中で 2 件の成立があり
ました。その他、試作依頼や見積もり
依頼、今後の打ち合わせ等の約束も
交わされました。

県内30社が独自の技術を提案
マツダ技術提案型商談会

　朝晩の気温が低くなり、布団から出る
のがだんだんつらくなってきましたが、
いかがお過ごしでしょうか。
　さて、今回の巻頭特集では首都圏版
こだわり商品フェアいしかわと、アンテ
ナショップについて取り上げました。実
際に取材に行ったのが月曜日の昼間
だったのですが、それでも多くのお客さ
んが石川県の商品に興味を示してくれ
ており、うれしく思いました。この先北陸
新幹線の開通もあり、首都圏との距離も
ぐっと近くなります。アンテナショップや
こだわり商品フェアなどで石川県に興味
を持ってくれた人はどんどん石川県に来
てほしいものですね。
　九谷焼で付け爪を作っている九谷竹
隆窯さんを取材して実物を触らせても
らったのですが、本当にこの薄さと軽さ
を九谷焼で作ったのかと思うほどでし
た。その軽さを体験するために実際に
付け爪を付けてもらったのですが、その
ままお話を聞いてペンを動かしていても
全く違和感のない軽さで驚きました。つ
けていることを忘れてそのまま持って帰
りそうになってしまったことは秘密です。
（ケンショウ）

北陸3県が連携する
地域活性化プロジェクト、始動
伝統工芸と食を核とした北陸地域資源活用ネットワーク構築事業
キックオフセミナー

多くの人が訪れた商談会の様子

ご意見、ご要望のある方はこちらまで
k.yamazaki@isico.or.jp


